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1_14F14601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Discussion and Debate A ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

This course seeks to improve studentsʼ ability to construct arguments,
engage in critical discussion, and give presentations in English. Students
will be required to work together in groups, to present different kinds of
information and ideas to the class and to answer questions and discuss
topics spontaneously.

授業内容

�.Introduction to Discussion and Debate
�.Debate �: Are smaller countries better than larger ones?
�.Debate �: Is appearance important?
�.Debate �: Should you be able to choose the gender of your child?
�.Debate �: Is the world getting better?
�.Individual presentations �: Is clutter bad for you? �
�.Individual presentations �: Is clutter bad for you? �
	.Debate �: Is marriage out of date?

.Debate �: Is public shaming a bad thing?
10.Debate �: Is higher education failing?
11.Individual presentations�: Is having children a right, a privilege or an
obligation? �
12.Individual presentations�: Is having children a right, a privilege or an
obligation? �
13.Group presentation project �: The world in 2049 �
14.Group presentation project �: The world in 2049 �

履修上の注意

This course will test both studentsʼ written and oral English and their
ability to work in groups and think creatively. Students should be
prepared to speak in English in class.
On most weeks, students will be given a discussion question, with some
supporting reading in English and asked to engage critically with both the
reading materials and the discussion it stimulates. On others, students
will be required to give both individual and group presentations. They will
also be required to evaluate presentations and to reflect on how they can
improve their own presentation skills.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students will also be required to read class materials and prepare written
responses to them in their own time. They will also prepare PowerPoint
materials and scripts for presentations outside class time.

教科書

A course textbook will be provided that provides all required reading at
minimum print cost.

参考書

All additional reading materials will be provided.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

50 per cent presentations; 50 per cent homework assignments.

その他

Classes are conducted entirely in English.

2_14F14701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Discussion and Debate B ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

This course seeks to improve studentsʼ ability to construct arguments,
engage in critical discussion, and give presentations in English. Students
will be required to work together in groups, to present different kinds of
information and ideas to the class and to answer questions and discuss
topics spontaneously.

授業内容

�.Returning to Discussion and Debate : Presentation guidelines
�.Debate 	: Is the West in decline?
�.Debate 
: Is universal basic income a good idea?
�.Individual presentations �: Is Japan cool?
�.Debate 10: Are Animals Moral Creatures?
�.Niccolo Machiavelli, The Prince.
�.Debate 11: What ethical guidelines should we have for AI?
	.Debate 12: Is democracy the best way for societies to make decisions?

.Debate 13: Are NFTs artworks?
10.Debate 14: Should human beings colonize Mars?
11.Debate 15: Is gambling good for you?
12.Debate 16: Is it good to be famous?
13.Group presentation project �: The future of English �
14.Group presentation project �: The future of English �

履修上の注意

This course will test both studentsʼ written and oral English and their
ability to work in groups and think creatively. Students should be
prepared to speak in English in class.
On most weeks, students will be given a discussion question, with some
supporting reading in English and asked to engage critically with both
the reading materials and the discussion it stimulates. On others,
students will be required to give both individual and group
presentations. They will also be required to evaluate presentations and
to reflect on how they can improve their own presentation skills.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students will also be required to read class materials and prepare
written responses to them in their own time. They will also prepare
PowerPoint materials and scripts for presentations outside class time.

教科書

No textbook required : all reading will be provided.

参考書

A course textbook will be provided that provides all required reading at
minimum print cost.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

50 per cent presentations; 50 per cent homework assignments.

その他

Classes are conducted entirely in English.
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3_14F13201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ＤＴＰ 井 内 秀 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

メディア教室（駿河台キャンパス12号館）のパソコン機器を使用して，雑誌・書籍の誌面
デザイン（DTP=Desktop Publishing）の基礎を学びます。
書籍，雑誌をはじめさまざまな出版物は一定の規則や考え方の上で編集デザインされてい
るからこそ，意図が的確に伝わるようになっています。現在，出版物の誌面デザインは
DTP（パソコンを使った版下組版）で制作されることが主流となっていますが，その根底
にはグーテンベルクの活版印刷発明以来培われてきた情報デザインの思想が流れていま
す。本授業ではページ誌面をDTPで実際に制作しながら，「日本語文書の組版方法」や
「誌面デザインの基本ルール」を知り，さらに「伝えること」の技法と考え方を学びます。
使用するソフトウェアは「Adobe InDesign」と「Adobe illustrator」「Adobe Photoshop」
です。
対面授業を基本としますが、コロナ感染対策等で対面授業が中止となった場合および希望
者はオンライン授業で実習を見学することになります。

授業内容

最初に，出版物（印刷物）の制作工程の中での誌面デザインの意味と役割，およびDTPと
は何かについて概説し，授業全体のスケジュールを把握してもらいます。次いで，実際に
ソフトウェアを使って誌面デザインをしながら，操作方法とあわせて基本的な「考え方」
を学びます。（以下は予定）
［第�回］イントロダクション 誌面デザインとInDesignの基本操作（名刺作り）
［第�回］文字組み� フォント・サイズ・字間行間（レイアウトグリッド）（名刺作り）
［第�回］文字組み� ノンブルと柱を配置（マスターページ）、本文の配置
［第�回］文字組み� 本文：文字組アキ量設定，禁則、数字・欧文の扱い
［第�回］文字組み� 本文：ルビ，圏点，異体字（文字コード）、小見出し（行取り）
［第�回］文字組み� タイトルとリード（テキストフレーム）、画像の配置、キャプショ

ンの配置
［第�回］文字組み� 仕上げ，入稿データ作成・PDFの作成、総復習
［第	回］総復習 前回までの内容確認（文字組み）と「日本語組版の原則」
［第
回］画像� Photoshopで画像を扱う（�原色・解像度とサイズの理解）切り抜き・

効果
［第10回］期末課題の制作・アドバイス
［第11回］期末課題の制作・アドバイス
［第12回］期末課題の制作・アドバイス
［第13回］期末課題の制作・アドバイス
［第14回］期末課題の匿名講評・デザインの基本

履修上の注意

機器・ソフトウェアの数に限りがあるため，この科目は通常の履修届より早くにDTP履修
希望票の提出が必要です。くわしくは掲示を参照してください。受講希望数が定員を上
回った場合には抽選をおこないます。
この授業では，出版編集における誌面デザインについて講義と実習を組み合わせて学びま
す。あわせて情報デザインにおける「伝える技法」と「考え方」についても触れます。
授業の流れに即して出題する「小課題」および「期末課題」を課しますので，必ず提出し
てください。ステップを踏んで進む授業なので，欠席・遅刻しないよう心がけてくださ
い。
資料を多数配付するので、クリアファイルなどに保存して次の授業に持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

12号館自習室のパソコンで，教科書や配付資料を参考に制作過程を復習するとより習熟し
ます。また，欠席したときも同様にリカバリしてください。

教科書

学習指導（授業開始前）または授業中に伝えます。より詳細・体系的にDTPを知るには，
下記の参考書などを参照してください。

参考書

InDesignのマニュアル本が各種出版されています。文字組については『文字の組方ルール
ブック・タテ組編』（日本エディタースクール出版部),日本語表記については『記者ハン
ドブック』（共同通信社），大熊肇『文字の組み方』（誠文堂新光社)など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での作業…30％，課題（小課題�回程度＋期末課題）…70％

その他

書籍・雑誌についてのより広い知識を必要とする諸君は，春学期の「出版印刷研究」，秋
学期の「編集・企画」とあわせて受講することを勧めます。

4_14F13202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ＤＴＰ 井 内 秀 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

メディア教室（駿河台キャンパス12号館）のパソコン機器を使用して，雑誌・書籍の誌面
デザイン（DTP=Desktop Publishing）の基礎を学びます。
書籍，雑誌をはじめさまざまな出版物は一定の規則や考え方の上で編集デザインされてい
るからこそ，意図が的確に伝わるようになっています。現在，出版物の誌面デザインは
DTP（パソコンを使った版下組版）で制作されることが主流となっていますが，その根底
にはグーテンベルクの活版印刷発明以来培われてきた情報デザインの思想が流れていま
す。本授業ではページ誌面をDTPで実際に制作しながら，「日本語文書の組版方法」や
「誌面デザインの基本ルール」を知り，さらに「伝えること」の技法と考え方を学びます。
使用するソフトウェアは「Adobe InDesign」と「Adobe illustrator」「Adobe Photoshop」
です。
対面授業を基本としますが、コロナ感染対策等で対面授業が中止となった場合および希望
者はオンライン授業で実習を見学することになります。

授業内容

最初に，出版物（印刷物）の制作工程の中での誌面デザインの意味と役割，およびDTPと
は何かについて概説し，授業全体のスケジュールを把握してもらいます。次いで，実際に
ソフトウェアを使って誌面デザインをしながら，操作方法とあわせて基本的な「考え方」
を学びます。（以下は予定）
［第�回］イントロダクション 誌面デザインとInDesignの基本操作（名刺作り）
［第�回］文字組み� フォント・サイズ・字間行間（レイアウトグリッド）（名刺作り）
［第�回］文字組み� ノンブルと柱を配置（マスターページ）、本文の配置
［第�回］文字組み� 本文：文字組アキ量設定，禁則、数字・欧文の扱い
［第�回］文字組み� 本文：ルビ，圏点，異体字（文字コード）、小見出し（行取り）
［第�回］文字組み� タイトルとリード（テキストフレーム）、画像の配置、キャプショ

ンの配置
［第�回］文字組み� 仕上げ，入稿データ作成・PDFの作成、総復習
［第	回］総復習 前回までの内容確認（文字組み）と「日本語組版の原則」
［第
回］画像� Photoshopで画像を扱う（�原色・解像度とサイズの理解）切り抜き・

効果
［第10回］期末課題の制作・アドバイス
［第11回］期末課題の制作・アドバイス
［第12回］期末課題の制作・アドバイス
［第13回］期末課題の制作・アドバイス
［第14回］期末課題の匿名講評・デザインの基本

履修上の注意

機器・ソフトウェアの数に限りがあるため，この科目は通常の履修届より早くにDTP履修
希望票の提出が必要です。くわしくは掲示を参照してください。受講希望数が定員を上
回った場合には抽選をおこないます。
この授業では，出版編集における誌面デザインについて講義と実習を組み合わせて学びま
す。あわせて情報デザインにおける「伝える技法」と「考え方」についても触れます。
授業の流れに即して出題する「小課題」および「期末課題」を課しますので，必ず提出し
てください。ステップを踏んで進む授業なので，欠席・遅刻しないよう心がけてくださ
い。
資料を多数配付するので、クリアファイルなどに保存して次の授業に持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

12号館自習室のパソコンで，教科書や配付資料を参考に制作過程を復習するとより習熟し
ます。また，欠席したときも同様にリカバリしてください。

教科書

学習指導（授業開始前）または授業中に伝えます。より詳細・体系的にDTPを知るには，
下記の参考書などを参照してください。

参考書

InDesignのマニュアル本が各種出版されています。文字組については『文字の組方ルール
ブック・タテ組編』（日本エディタースクール出版部),日本語表記については『記者ハン
ドブック』（共同通信社），大熊肇『文字の組み方』（誠文堂新光社)など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での作業…30％，課題（小課題�回程度＋期末課題）…70％

その他

書籍・雑誌についてのより広い知識を必要とする諸君は，春学期の「出版印刷研究」，秋
学期の「編集・企画」とあわせて受講することを勧めます。
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5_14F13203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ＤＴＰ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

メディア教室（駿河台キャンパス12号館）のパソコン機器を使用して，雑誌・書籍
などの誌面デザイン（DTP）の基礎を扱います。
雑誌・書籍など多くの印刷物のコンピューターによる制作は，かつては大手印刷会
社の高性能マシンと専用ソフトウェアの独擅場だったのですが，近年のハード，ソ
フト両面の飛躍的な進歩によって，今日ではパソコンでほとんど同等の制作ができ
るようになりました。この，パソコンによる雑誌・書籍制作をDesktop Publishing
(DTP)といいます。本授業では代表的なDTPソフト「Adobe InDesign CＣ」を中心
に，雑誌・書籍などのデザインの基本を学びます。

授業内容

DTPとは何かを概説した後に，以下を具体的に学びながら，雑誌・書籍の誌面デザイ
ンをする。操作方法だけではなく，基本的な「考え方」も重視します。
（A）Adobe InDesign CＣによる文字組みの基礎
（B）Adobe Photoshop CＣによる画像の扱いの基礎
（C）文字と画像を組み合わせたレイアウト

第�回：DTPとはなにか
第�回：雑誌・本の「ページ」とはどのようなものか
第�回：文字組み� ─ 版面
第�回：文字組み� ─ ラフ・デザイン
第�回：文字組み� ─ フォント，文字の各種設定。
第�回：文字組み� ─ ルビ，圏点，異体字。タイトル，小見出し。
第�回：前回までのレビュー
第	回：画像� ─ 写真の扱いの基礎。
第
回：画像� ─ 写真の修正・加工。
第10回：画像� ─ 写真の装飾。
第11回：誌面のまとめ� ─ 画像の組み込み。
第12回：誌面のまとめ� ─ 画像と文字を合わせて加工する。
第13回：発展的動作 ─ レイヤーの使い方，表の作成など。
第14回：期末課題の講評

履修上の注意

機器・ソフトウェアの数に限りがあるため，この科目は通常の履修届けより早くに
DTP履修希望票の提出が必要です。くわしくは掲示を参照してください。受講希望者
数が定員を上回った場合には抽選をおこないます。
講義と実習を組み合わせて行います。授業の流れに即して出題する「小課題」およ
び「期末課題」を課します。授業の理解に不可欠なものなので，必ず取り組んで提
出してください。この授業では，出版といういとなみが築いてきた基本の「考え方」
をふまえたうえで，DTPソフトウェアの基本操作に習熟することを目指しています。
その意味で，操作の説明以外の授業部分も重要です。欠席，遅刻のないようにここ
ろがけてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの該当部分に授業前に目をとおし，授業で配布された追加資料と合わせて
じゅうぶんに理解し，実習室等で動作を確認し，身につけること。

教科書

授業でのプリントを用います。

参考書

『IllustratorとPhotoshopとInDesignをまるごと使えるようになりたいという欲ばりな
人のための本』I&D（エクスナレッジ），『InDesign スーパーリファレンスＣＣ 2017/
2015/2014/CC/CS6対応』井村克也（ソーテック社）などがあります。DTP全体のプ
ロフェッショナルな知識は，『新詳説DTP基礎（改訂四版）』波多江潤子（エムディー
エヌコーポレーション），本・雑誌つくり全体の基礎については，『エディトリアル
技術教本』板谷成雄（オーム社）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での作業…30％，課題（小課題�〜�回程度＋期末課題）…70％

その他

書籍・雑誌についてのより広い知識を必要とする諸君は，春学期の「出版印刷研
究」，秋学期の「編集・企画」とあわせて受講することを勧めます。
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6_14F14801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Essay Writing A オボグネ，マリリン

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

This course is designed to reinforce essay composition skills and introduce students
to practice writing for academic purposes. The primary aim of this course is to give
equal or greater emphasis on macro-level composition skills such as essay
structure, paragraph structure, coherence, unity ; and micro-level skills such as
sentence structure, grammar, vocabulary, spelling and mechanics. Students will
learn the structure for developing paragraphs and short essays. This class will
encourage critical thinking skills enabling students to write down their opinions
supported by reasons and examples on important topics in the world today.

授業内容

Week 1. Introductions, goals and expectations
Week 2. Getting ready to write (the elements of good writing)
Week 3. Writing activity � (practicing writing pre-writing using clustering,
brainstorming and listing)
Week 4. Understanding the parts of a paragraph (organization, unity and support)
Week 5. Writing activity � (pre-writing, outlining and writing a final paragraph )
Week 6. Practicing paragraph revision and checking grammar
Week 7. Revising and editing using correct punctuation and capitalization
Week 8. Writing activity � (correcting mistakes and writing a paragraph using
correct signal words)
Week 9. Writing essays using the basic plan of a five-paragraph essay
Week 10. Writing Essays using the writing process and organization
Week 11. Writing activity� (essay writing about the pressures of being a student)
Week 12. Thesis statements for process essays and writing process paragraphs
Week 13. Analyzing a process essay using the essay plan : process
Week 14. Final writing project and self-evaluation on the progress made with
writing this term

履修上の注意

Students must earn a score of 60% or more and be in attendance for�/� of classes
in order to pass.

準備学習（予習・復習等）の内容

The class sessions will include a variety of tasks and activity types designed to
develop academic writing skills. Class activities will include lecture, a combination
of instructor- and student-led discussions, reading strategy practice, writing
strategy practice, peer response sessions and revision, grammar and vocabulary
check-ins, assigned readings and in-class composition. Students are expected to
complete weekly reading and writing assignments.

教科書

Ready to Write �: From Paragraph to Essay (4th ed.)
著者：Karen Blanchard and Christine Root
Pearson Longman
ISBN: 978-�-1343-9933-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

The writing assignments and major writing essays will be returned to students with
written feedback and comments for improvement.

成績評価の方法

Grades will be based on the following:
10% Class participation
30% Homework
40% Writing class activities (four major writing essays)
20% Final writing project

その他

7_14F14901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Essay Writing B オボグネ，マリリン

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

This course is designed to reinforce essay composition skills and introduce students
to practice writing for academic purposes. The primary aim of this course is to give
equal or greater emphasis on macro-level composition skills such as essay
structure, paragraph structure, coherence, unity ; and micro-level skills such as
sentence structure, grammar, vocabulary, spelling and mechanics. Students will
learn the structure for developing paragraphs and short essays. This class will
encourage critical thinking skills enabling students to write down their opinions
supported by reasons and examples on important topics in the world today.

授業内容

Week 1. Introductions, goals and expectations
Week 2. Division and classification essay ‒sentence patterns for thesis statement
Week 3. Writing activity � (essay writing about classifying something)
Week 4. Cause and effect essay ‒ sentence patterns for topic and thesis statement
Week 5. Writing activity � (essay writing about cause and effect)
Week 6. Comparison and contrast essay ‒ useful phrases and sentence patterns
Week 7. Writing activity � (essay writing about comparison and contrast)
Week 8. Problem Solution essay ‒ using a step‒by‒step plan
Week 9. Writing activity � (essay writing about problem and solution essay)
Week 10. Writing summaries ‒ summarizing an article and analyzing a one
paragraph summary
Week 11. Writing activity � (using the writing process to write a one paragraph
summary of an article)
Week 12. Expressing opinions ‒ phrases that introduce opinions and expressing
opinions
Week 13. Writing undergraduate and graduate school application essay
Week 14. Final writing project and self-evaluation on the progress made with
writing this term

履修上の注意

Students must earn a score of 60% or more and be in attendance for�/� of classes
in order to pass.

準備学習（予習・復習等）の内容

The class sessions will include a variety of tasks and activity types designed to
develop academic writing skills. Class activities will include lecture, a combination
of instructor- and student-led discussions, reading strategy practice, writing
strategy practice, peer response sessions and revision, grammar and vocabulary
check-ins, assigned readings and in-class composition. Students are expected to
complete weekly reading and writing assignments.

教科書

Ready to Write �: From Paragraph to Essay (4th ed.)
著者：Karen Blanchard and Christine Root
Pearson Longman
ISBN: 978-�-1343-9933-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

The writing assignments and major writing essays will be returned to students with
written feedback and comments for improvement.

成績評価の方法

Grades will be based on the following:
10% Class participation
30% Homework
40% Writing class activities (four major writing essays)
20% Final writing project

その他
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8_14F14401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Public Speaking A 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

The Purpose of this class is two-fold. �) Students are expected to
acquire a relevant 'tool' to be able to communicate in English; �)
Students are encouraged to be engaged in various issues and topics
deeply. For �) there will be a constant input of useful expressions in
English. They are introduced with the relevant context to help
students express their opinions. Learning fixed (often labeled as
'useful') expressions merely by heart, however, won't improve one's
communicative skills. Each week, adequate amount of time will be
spent on forming ideas about a give topic.

授業内容

Week-� Orientation : what counts as communicative skills?
Week-� Unit-� appearance, family relationships, cosmetic surgery
Week-� Unit-� friendship, relationships
Week-� Unit-� environmental issues, relationships
Week-� Unit-� family relationships, rules
Week-� Unit-� chores, relationships, gender issues
Week-� Unit-� chores, relationships, gender issues
Week-	 Unit-� family, relationships, personal choices
Week-
 Unit-	 jobs, education, career, money
Week-10 Unit-
 appearance, culture, family
Week-11 Unit-10 trends, living situations, culture, family
Week-12 Term-end Presentation-�
Week-13 Term-end presentation-�
Week-14 Term-end Presentation-�

履修上の注意

The class will be held in English unless Japanese in-put is absolutely
necessary.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are expected to read the main dialogue in each unit and
prepare comments for the introductory questions.

教科書

Day, Richard R., Joseph Shaules and Yamanaka Junko. Impact Issues
�: Presenting Your Ideas in English Third Edition. Pearson, 2019.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Comments and suggestions to be made in-class, through ClassWeb

成績評価の方法

Class participation 50%
Term-end Presentation 50%

その他

9_14F14501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Public Speaking B 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

The Purpose of this class is two-fold. �) Students are expected to
acquire a relevant 'tool' to be able to communicate in English; �)
Students are encouraged to be engaged in various issues and topics
deeply. For �) there will be a constant input of useful expressions in
English. They are introduced with the relevant context to help
students express their opinions. Learning fixed (often labeled as
'useful') expressions merely by heart, however, won't improve one's
communicative skills. Each week, adequate amount of time will be
spent on forming ideas about a give topic.

授業内容

Week-� General Review of Spring Semester
Week-� Unit-11 career, relationships, boundary issues
Week-� Unit-12 gender issues, compromising, relationships
Week-� Unit-13 careers, Lifestyle choices, environmental issues
Week-� Unit-14 immigration, national identity, government
policies
Week-� Unit-15 technology, social media, relationships
Week-� Unit-16 gender issues, relationships
Week-	 Unit-17 intercultural communication, culture shock
Week-
 Unit-18 beliefs, war, peace
Week-10 Unit-19 relationships, boundary issues, friendship
Week-11 Unit-20 family, life changes, divorce
Week-12 Term-end Presentation-�
Week-13 Term-end Presentation-�
Week-14 Term-end Presentation-�

履修上の注意

The class will be held in English unless Japanese in-put is absolutely
necessary.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are expected to read the main dialogue in each unit and
prepare comments for the introductory questions.

教科書

Day, Richard R., Joseph Shaules and Yamanaka Junko. Impact Issues
�: Presenting Your Ideas in English Third Edition. Pearson, 2019.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Class participation 50%
Term-end Presentation 50%

その他
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10_14F14402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Public Speaking A ザンギ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

A public speaking class is designed to teach you the skills and
techniques necessary to command an audienceʼs attention, entertain
and inform them, and present yourself as a highly likable speaker. A
public speaking class is something that you are likely to find beneficial.
When you learn to feel comfortable speaking publicly you will find you
have: 1. More confidence. you'll see yourself standing tall, talking easily
and communicating well. 2. The ability to easily assume leadership in a
group, or to readily talk for yourself. 3. Confidence to state your case
clearly. 4. Developed your vocabulary and general speech fluency. 5. No
fear of impromptu or spontaneous speaking challenges

授業内容

Week � Class Introduction
Week � Class Self-Introduction Speech �
Week � Class Self-Introduction (continued) Speech �
Week � Recitation Speech �
Week � Recitation (continued) Speech �
Week � Informative Speech �
Week � Informative (continued) Speech �
Week 	 Persuasive Speech �
Week 
 Persuasive (continued) Speech �
Week 10 Impromptu Speech �
Week 11 Impromptu (continued) Speech �
Week 12 Entertaining Speech �
Week 13 Entertaining (continued) Speech �
Week 14 Peer and Self Evaluation

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Public speaking classes are exactly what they sound like ‒ classes
designed to teach you the skills and techniques necessary to command
an audienceʼs attention, entertain and inform them, and present
yourself as a highly likable speaker. The three pillars of an effective
speech are thorough research, quality writing, and strong delivery.

教科書

None

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

The number of speeches given the student (Approximately 12
speeches)
The quality of the speeches.

その他

11_14F14502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Public Speaking B ザンギ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

A public speaking class is designed to teach you the skills and
techniques necessary to command an audienceʼs attention, entertain
and inform them, and present yourself as a highly likable speaker. A
public speaking class is something that you are likely to find beneficial.
When you learn to feel comfortable speaking publicly you will find you
have: 1. More confidence. you'll see yourself standing tall, talking easily
and communicating well. 2. The ability to easily assume leadership in a
group, or to readily talk for yourself. 3. Confidence to state your case
clearly. 4. Developed your vocabulary and general speech fluency. 5. No
fear of impromptu or spontaneous speaking challenges

授業内容

Fall Week � Fall Term Introduction
Fall Week � Where Did I Go Speech �
Fall Week � Where Did I Go ((continued) Speech �
Fall Week � Informative Speech 	
Fall Week � Informative (continued) Speech 	
Fall Week � Demonstrative Speech 

Fall Week � Demonstrative (continued) Speech 

Fall Week 	 Persuasive Speech 10
Fall Week 
 Persuasive (continued) Speech 10
Fall Week 10 Impromptu Speech 11
Fall Week 11 Impromptu (continued) Speech 11
Fall Week 12 Entertaining Speech 12
Fall Week 13 Entertaining (continued) Speech 12
Fall Week 14 Peer and Self Evaluation

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Public speaking classes are exactly what they sound like ‒ classes
designed to teach you the skills and techniques necessary to command
an audienceʼs attention, entertain and inform them, and present
yourself as a highly likable speaker. The three pillars of an effective
speech are thorough research, quality writing, and strong delivery.

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

The number of speeches given the student (Approximately 12
speeches)
The quality of the speeches.

その他
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12_14F14403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Public Speaking A フジシマ， セシリア

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

The purpose of the course is to help motivate the students to feel comfortable
speaking in a public setting while in a stress-free environment. Students will learn
how to organize their thoughts on paper, present themselves in a more confident
manner, and will learn to be creative in how they present their ideas and thoughts to
the class.

授業内容

Students will be assigned to do small speeches each week and some will present their
speeches in front of the class or in small groups each week. Students will learn tools to
help present an engaging speech.

Class schedule:
60 minutes: Students to present short speeches based on TED Talks in small groups
and in front of the class
40 minutes: Pronunciation, vocabulary building and discussions will be conducted
after each speech is given.

The course contents may be modified to better meet the needs of the students, in
consultation with the class members.

Week � Getting to know you, class objectives
Week � A person to admire - reading
Week � A person to admire - writing
Week � A person to admire - practicing
Week � A person to admire - presenting
Week � A great vacation idea - reading
Week � A great vacation idea - writing
Week 	 A great vacation idea - practicing
Week 
 A great vacation idea - presenting
Week 10 Young people today - reading
Week 11 Young people today - writing
Week 12 Young people today - practicing
Week 13 Young people today - presenting
Week 14 Wrapping up

履修上の注意

Positive attitude to working in groups and using English.

準備学習（予習・復習等）の内容

Homework will be assigned on a weekly basis.
It is necessary to complete the homework to be able to participate fully in the
following class.

教科書

Present Yourself II (Second Edition) Cambridge

Take care that it is the BLUE book.

ISBN-13: 978-1107435780

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Students will video their own presentation and write reflections as a step to noticing
their strengths, points to improve and progress.
These will supplemented with teacher feedback on a rubric in Google Classroom.

成績評価の方法

Grades will be based on

Active participation and preparation: 30 %
Presentations 70%

その他

This is a pro-active class and all students are expected to participate actively
regardless of their English language level.
The class will be taught in all-English.

13_14F14503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

Public Speaking B フジシマ， セシリア

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

The purpose of the course is to help motivate the students to feel comfortable
speaking in a public setting while in a stress-free environment. Students will learn
how to organize their thoughts on paper, present themselves in a more confident
manner, and will learn to be creative in how they present their ideas and thoughts to
the class.

授業内容

Students will be assigned to do small speeches each week and will present their
speeches in front of the class each week. They will also be given tools on how to
present a good speech.

Class schedule:
60 minutes: Students to present short speeches in small groups and in front of the
class
40 minutes: Pronunciation, vocabulary building and discussions will be conducted
after each speech is given.

The course contents may be modified to better meet the needs of the students, in
consultation with the class members.

Week � Introduction, class objectives,
Week � Let me explain - reading
Week � Let me explain - writing
Week � Let me explain - practicing
Week � Let me explain - presenting
Week � In my opinion - reading
Week � In my opinion - writing
Week 	 In my opinion - practicing
Week 
 In my opinion - presenting
Week 10 In the news - reading
Week 11 In the news - writing
Week 12 In the news - practicing
Week 13 In the news - presenting
Week 14 Wrapping up

履修上の注意

1. The ability to apply listening skills that assist the communication process.
2. Planning and preparing a speech for a specific audience and occasion.
3. The ability to organize ideas and information in a systematic and intelligible outline
form.
4. The role of expression in the speech communication process.
5. The ability to pronounciate and project one's voice in a public setting.
6. An ability to critique various types of speeches.

準備学習（予習・復習等）の内容

Homework will be assigned on a weekly basis.
It is necessary to complete the homework to be able to participate fully in the
following class.

教科書

Present Yourself II - Viewpoints (Second Edition) Cambridge

Take care that it's the BLUE
ISBN-13: 978-1107435780

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Students will video their own presentation and write reflections as a step to noticing
their strengths, points to improve and progress.
These will supplemented with teacher feedback on a rubric in Google Classroom.

成績評価の方法

Grades will be based on

Active participation and preparation: 30 %
Presentations 70%

その他

This is a pro-active class and all students are expected to participate actively
regardless of their English language level.
The class will be taught in all-English.
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14_14B11101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

アジア史概論Ａ 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
本講座ではアジア史の中でも中国史について、初期王朝の形成から唐代にいた
るまでの政治・社会・経済の流れを日本を含む周辺諸国との関係も視野に入れて
概観する。東部ユーラシアの歴史の中で日本がどのように位置付けられるのか。
それについて考えるための視点を獲得してもらいたい。

【到達目標】
・唐代までの中国史の大まかな流れ、各時代の特徴を説明できる。
・東部ユーラシアの歴史のなかで日本がどのように位置付けられるのか。日本の
歴史を相対化する視点を獲得する。

授業内容

第01回：ガイダンス─本講座の概要について─
第02回：中国史の見方
第03回：中国初期王朝の形成
第04回：春秋・戦国から秦の統一へ
第05回：前漢の武帝による統一国家の完成と「漢人」の形成
第06回：儒学の官学化と豪族の台頭─前漢後半期〜後漢時代─
第07回：遊牧国家の誕生
第08回：中華の分裂と諸民族の流入─後漢末〜五胡十六国時代─
第09回：東晋・南朝による中華世界の拡大と「伝統」の創造
第10回：北魏の中華王朝化と胡漢融合
第11回：大唐世界帝国による東部ユーラシア世界の統合
第12回：「安史の乱」以降の東部ユーラシア世界の変動
第13回：唐以降の東部ユーラシア世界
第14回：科挙と中国社会の変遷

履修上の注意

・私語及び途中退室厳禁。他の受講生に迷惑が掛かります。
・欠席が�回を超えた受講生は単位を認めません。やむを得ず欠席する場合は一
週間以内に連絡すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・予習は特に必要ないが参考文献などを事前に読むと理解しやすい。
・復習の際に配布資料や紹介した参考文献をふまえて、毎回の講義の内容を自分
なりにまとめてみる。

教科書

なし。講義資料は配布する。

参考書

岸本美緒『中国の歴史』（ちくま学芸文庫、筑摩書房、2015年）
佐川英治・杉山清彦『中国と東部ユーラシアの歴史』（放送大学教育振興会、2020
年）

木村靖二・岸本美緒・小松久男編『詳説 世界史の研究』（山川出版社、2017年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパーの提出、小テスト等）40％
定期試験（講義資料・ノート持ち込み可）もしくは小レポート：60％

その他

日本と中国は古くより交流があり、こんにちまで相互に影響を与えあって歴史
を築いてきました。日本人は『史記』や『三国志演義』、『十八史略』などを通じ
て学問としてだけでなく、一種のエンターテーメントとしても中国史を受容して
きました。中国史を題材とした小説だけでなく、コミックやゲーム、ドラマに至
るまで一定の人気を獲得しているのは、その延長線上にあるものではないでしょ
うか。また、近年、国際社会のなかで中国の存在感が日に日に増してきており、
この先、どのような日中関係が築かれるべきなのか関心が高まっています。それ
では中国はどのような歴史を歩んできたのでしょうか。本講座では中国の歴史や
文化に関心がある学生の受講を歓迎します。

15_14B11201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

アジア史概論Ｂ 鈴 木 開

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

グローバル化を迎えた現在の世界が、どのような歴史をへて形成されて
きたのかをアジア史の観点から考察する。日本で必要とされる一般常
識、研究蓄積のあり方を考えて近世中国とされる宋の時代以降の中国の
歴史を中心的に扱い、モンゴル帝国、大航海時代などにみられる初期グ
ローバル化の時代から、近代世界システムをへて現在にいたるグローバ
ル化の歴史をたどる。講義題目はオーソドックスな国家史のスタイルと
したが、国際政治の側面を中心にアジア諸国の動向も可能な限りとりあ
げる。世界的大国となった中国の歴史的背景を理解し、現代のアジアが
直面する課題を長期的な視点から把握することを目標とする。

授業内容

（�）宋の成立
（�）宋と「征服王朝」
（�）モンゴル帝国・大元の展開
（�）大明の成立と展開
（�）大明における経済の発展
（�）大清の成立
（�）大清の繁栄
（	）アヘン戦争
（
）太平天国と洋務運動
（10）大清の辺境喪失と日本
（11）日清戦争
（12）大清の滅亡
（13）中華民国と国民政府
（14）中華人民共和国の現在

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

下記参考書に目を通しておくこと。

教科書

使用しない。配布資料をもとに講義をおこなう。

参考書

津田資久・井ノ口哲也編著『教養の中国史』（ミネルヴァ書房）
中西竜也・増田知之編著『よくわかる中国史』（ミネルヴァ書房）
久保亨・高田幸男ほか『現代中国の歴史 第�版─両岸三地100年のあ
ゆみ』（東京大学出版会）
岸本美緒『中国の歴史』（ちくま学芸文庫）
「岩波新書 〈シリーズ 中国の歴史〉」（全五冊）
「岩波新書 〈シリーズ 中国近現代史〉」（全六冊）……etc.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の成績70%、平常点30%

その他

─ 10 ─



16_14H21401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

アジア美術史 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本授業は、アジア美術史のジャンルの中でも、とくにアジア地域で大きな発
展を遂げた陶磁器を中心に取り上げる。粘土で器物を作る技術は世界中で見
られたが、中国ではそれを早い段階から発展させたことで、多種多様な装飾
技法を生み出した。そして中国で開発された技術は、朝鮮・東南アジア・日
本などアジア各地に伝播し、さらには交易を通じて世界中の文化にも影響を
与えた。本授業では、各時代と地域においてどのような陶磁器が作られたの
かを概観し、さらにそれらが生み出された社会的・文化的な背景について言
及する。
【到達目標】
アジアにおける陶磁器の歴史を学ぶことで、文献史料だけでは理解しづらい
各時代・地域における文化を視覚的に理解する。さらに、作品を分析するこ
とで、そこに内包された思想を読み解く、美術史学の研究手法を学ぶ。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：漢代以前の陶磁器─陶器と瓷器について
第�回：南北朝〜唐代の陶磁器─青磁と白磁の発展
第�回：宋代の陶磁器─「宋磁」の成熟
第�回：元・明・清代の陶磁器─景徳鎮の隆盛
第�回：朝鮮の陶磁器
第�回：東南アジアの陶磁器
第	回：日本の陶磁器
第
回：窯業における官と民
第10回：飲食文化と陶磁器
第11回：文人文化と陶磁器
第12回：陶磁器の交易①─12世紀以前
第13回：陶磁器の交易②─13世紀以降
第14回：まとめ

履修上の注意

美術に関する専門知識の有無は問わないが、美術作品の鑑賞が好きであるこ
とが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

歴史上の国名や地名が頻出するので、余力があれば授業の前にアジア史に関
する基本的な知識を抑えておくことが望ましい。

教科書

教科書は使用しない。授業はパワーポイントで行い、適宜レジュメを配付す
る。

参考書

『角川日本陶磁大辞典 普及版』矢部良明主編、角川学芸出版、2011年
『すぐわかる東洋の美術』竹内順一監修、東京美術、2012年
『東洋美術史 カラー版』前田耕作監修、美術出版社、2012年
その他、授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末レポート：60％
授業への積極的な参加：40％

その他

─ 11 ─
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17_14H11301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

アジア文化史Ａ 鈴 木 直 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

〔概要〕
本授業では、中国古代（戦国末〜後漢・魏晋南北朝初頭/前�世紀〜後�世紀）における家族と、

家族をめぐる諸制度や家族倫理について講義する。
家族とは人が生まれて初めて接する社会集団（人のまとまり）であり、あらゆる地域や時代に普

遍的に存在する社会の基礎単位である。これまでの歴史学や社会学、文化人類学などの諸研究か
ら、背景となる社会規範、政治制度や法律などによって、家族は多様なあり方をしめすことがわ
かっている。また、家族は決して外からの規制を受け入れるだけでなく、様々な工夫によって社会
に働きかけ、自らの生活を向上させる能動的存在でもある。こうした家族を取り巻く社会環境や、
家族による社会への働きかけは、当然ながら時代や地域によって全く異なる。したがって、現代の
私たちにとっての家族の「常識」は、中国古代においても当然であるとは限らない。
中国古代の人々にとって家族のあるべき姿はどのようなものであったか、国や社会は家族に何を

期待したのか。この授業を通じて、中国古代における家族と社会との接点について学び、家族を成
り立たせる文化と、彼らの選択する家族戦略には多様性があったことを理解してほしい。

〔到達目標〕
�．どうして中国古代の家族についての研究が可能であるのか、史料の元になる戸籍調査のはじま
りと方法を学ぶ。
�．戸籍調査の記録からわかる人口構成や家族形態などの特色を知る。
�．家族の形、婚姻や財産分割のあり方など、家族にまつわる法律や社会規範の特徴を日本やヨー
ロッパの家族と比較しながら説明できるようになる。

授業内容

授業スケジュールは以下の通り。
ただし、受講者の理解度や関心によって、スケジュールを変更する場合もある。
�．ガイダンス・家族史を学ぶこと
�．中国古代における戸籍調査のはじまりと方法
�．中国古代における年齢調査
�．里耶秦簡戸籍様簡にみる秦の家族と世帯
�．家族・世帯の多様性と流動性（�）─岳麓秦簡の裁判文書からみた奉公人─
�．家族・世帯の多様性と流動性（�）─里耶秦簡にみる働く子供たち
�．走馬楼呉簡にみる郷里社会の人口構造
	．走馬楼呉簡にみる結婚と年齢─伝統的結婚観─

．走馬楼呉簡にみる再婚と年齢─郷里社会の実態─
10．走馬楼呉簡にみる女性の再婚─文献史料との比較─
11．中国古代における贅壻と後父（�）─父はどうして去ったのか？─
12．中国古代における贅壻と後父（�）─贅壻・後父への法的規制─
13．中国古代における贅壻と後父（�）─父系制の強化過程─
14．まとめ・試験

履修上の注意

�．授業資料はクラスウェブから配付する。授業当日、教室ではプリントを配付しないので、あら
かじめ自分でダウンロードや印刷をしておくこと。
�．出欠確認のためにクラスウェブを使用するので、スマートフォンやパソコンを持参のこと。な
い場合は紙の出席票を渡すので心配はない。
�．授業に関係のない私語やスマートフォン・パソコン使用をしてはならない。著しい場合はその
回の受講を認めないことがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

�．アジア史概論を履修している場合は、復習しておくとよい。履修していない場合は、冨谷至・
森田憲司編『概説 中国歴史【上】古代─中世』（昭和堂、2016年）の先秦〜魏晋南北朝を読んで
おくと理解しやすい。
�．クラスウェブから配付した資料には事前に目を通しておくこと。資料に全ての授業内容が掲載
されているわけではないので、自分で適宜ノートをとり、授業後に見直すこと。
�．次の授業までに計算したり、考えたりという簡単な宿題を出すことがある。宿題の解答にはク
ラスウェブのアンケート機能などをしようすることがある。

教科書

なし

参考書

福井憲彦『歴史学入門』（岩波テキストブックス、岩波書店、2006年）	・

桑原隲蔵（宮崎市定校訂）『中国の孝道』（講談社学術文庫162、講談社、1977年）
中根千枝『社会人類学─アジア諸社会の考察─』（講談社学術文庫1540、講談社、2002年）
石岡浩・川村康・七野敏光・中村正人『史料からみる中国法史』（法律文化社、2012年）

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じてクラスウェブのコメント機能を使用する。

成績評価の方法

�．方法：期末試験（論述形式）による（100%）。
�．基準：本学の成績評価基準による。
�．毎回出欠をとる。出席回数が第�回から第13回の間に�割（
回）未満の場合には単位認定の
対象としない。

その他

18_14H11401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

アジア文化史Ｂ 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ユーラシアの東方は，漢字文化圏・儒教文化圏と呼ばれることがあ
る。日本を含めたその地域においては，漢字を用いた出版・印刷文化
が発展した。13世紀に成立した『事林広記』という類書を出発点とし
て，ユーラシア東方における書籍出版と文化発展について解説する。
本科目を通して，最新の研究成果をとりいれたアジアの出版文化の

具体的な事例を理解し，東アジアの文化交流の新たな側面について知
識を深めることを目標とする。

授業内容

� 導論：『事林広記』という書物
� 『事林広記』の出版と流通
� 文字の歴史
� 印刷の歴史
� 出版の歴史
� 類書の歴史：『事林広記』まで
� 類書の歴史：『事林広記』以降
	 『事林広記』を見に行く旅

 『事林広記』から読み取れること（�）
10 『事林広記』から読み取れること（�）
11 商品としての書物（�）
12 商品としての書物（�）
13 朱子学と儒教文化
14 まとめ
学期末に，講義の内容に関連するテストを課す。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の興味がある時代や地域の状況と比較しながら，問題意識を
持って授業に臨むこと。授業で紹介された文献を�冊は読むこと。印
刷博物館を見学することで加点する。

教科書

使用しない。プリントを配布する。

参考書

『モンゴルが生んだ世界地図』（宮紀子，日本経済新聞出版社），『モ
ンゴル時代「知」の東西』（宮紀子，名古屋大学出版会），『書物・印
刷・本屋─日中韓をめぐる本の文化史』（藤本幸夫編，勉誠出版）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

コミュニケーションペーパーの内容35％，テスト65％。

その他

─ 12 ─



19_14H20301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

アフリカ文化論 溝 辺 泰 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アフリカ大陸の面積は�,000万平方キロもあり、その大きさは中国の約�倍、インドの約10倍に相当します。
広大な大陸に国連加盟国の�分の�以上となる55の国が存在し、世界人口の�分の�以上を占める12億以上
の人々が暮らしています。言語の数も1000を超えるとされ、風土も熱帯雨林から砂漠、さらに温暖な地中海
性気候まで、全く一様ではありません。本講義が目指すのは、こうした極めて多面的なアフリカ世界におけ
る、文化の諸側面を理解することにあります。

上記の目的のために、この講義ではできるだけ多くの映像・画像資料を用いて具体的なイメージを掴みなが
ら、考察を深めていきます。文化形成の基盤となる多様な地理について把握した上で、食文化から歴史、宗
教、言語、思想などをテーマに関する種々の事例を踏まえて、アフリカで展開する過去から現在にいたる文
化の動態を把捉します。この講義を通して、アフリカ文化の多様性・多層性・多重性を理解し、そこに内在
する差異と共通点について深く洞察していただきたいと思います。

授業内容

＊講義内容は状況に応じて変更する場合があります＊

第�回 アフリカの地理の多様性【←初回はオンデマンド形式(50分)で実施します】
第�回 アフリカの食と農：多様な食文化
第�回 アフリカ史概観：古代王国から奴隷貿易、植民地支配まで
第�回 アフリカの宗教(�)：伝統信仰・イスラーム・キリスト教
第�回 アフリカの宗教(�)：新たなキリスト教宗派の拡大
第�回 アフリカの服飾文化と現代ファッション
第�回 アフリカの言語(�)：植民地支配と現在の言語分布
第	回 アフリカの言語(�)；植民地期以降の言論活動と出版文化
第
回 アフリカの言語(�)；西洋言語のピジン化
第10回 アフリカの現代文化(�)：映画産業の発展
第11回 アフリカの現代文化(�)：アフリカの音楽と踊り
第12回 アフリカの現代文化(�)：現代ポピュラー音楽の発展と展開
第13回 アフリカの思想(�)：パンアフリカニズムの誕生と発展
第14回 アフリカの思想(�)：パンアフリカニズムとラスタファリ運動

＊この講義は【対面授業科目】ですが、初回を含めて最大で�回程度オンデマンド形式で実施する可能性が
あります。
＊オンデマンド形式での実施回は初回講義までにクラスウェブでお伝えします。

履修上の注意

�) 講義に関する詳細は初回講義時に説明します。履修を検討されてい方は必ず動画を視聴いただくようお
願いします。

�) この講義は対面授業ですが、【初回講義は収録動画の視聴によるオンデマンド形式】で実施します。

�) この講義は対面授業ですが、【初回講義を含めて最多で�回程度】オンデマンド形式で実施する可能性が
あります。初回講義以外のオンデマンド実施回については、初回講義までにクラスウェブで配布する「シラ
バス(確定版)」でお知らせします。

�) この講義はOh-o!Meijiクラスウェブを使って進めていきますので，受講を検討されている方は事前に「仮
登録」機能でクラスページに登録しておくようにお願いします。

＊なお，この講義が扱う「アフリカ」とは「サハラ以南アフリカ」のことを指します。北アフリカ諸国（エ
ジプト・リビア・アルジェリア・モロッコ・チュニジアなど）はこの講義では取り上げませんので注意して

ください。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回の講義から事前にハンドアウトの内容を確認の上，講義に参加するようにしてください。講義内容に関
する質問は，講義中もしくは講義終了後にOh-o!Meijiクラスウェブで受け付けます。

教科書

クラスウェブから適宜ハンドアウトを配布します。

参考書

各講義時に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

各回のコメントペーパーには、クラスウェブを介して、評価点と(質問・コメント・要望に対する)教員から
の回答をお伝えします。また、他の受講生の皆さんのコメントも全てクラスウェブに共有します(名前や個人
情報は掲載しませんのでご安心ください)。

成績評価の方法

講義参加度*に基づく評価点に基づき、S(90点以上)・A(80〜89点)・B(70〜79点)・C(60〜69点)・F(59点以
下)の�段階で評価します。なお、この講義では期末試験も期末レポートも実施しません。

＊講義参加度は講義中の発言と講義後の講義レビュー(コメントペーパー)の内容により判定します。
＊成績評価基準は受講状況によって変更される可能性があります。最終的な決定内容は初回講義時にクラス
ウェブから配布する「シラバス(確定版)」に記載しますので、受講を検討されている方は必ず「シラバス(確

定版)」をご確認いただくようお願いします。

その他

�）この講義の使用言語は以下の通りです。充分に確認の上，履修を検討して下さい。
- 担当者による説明：日本語
- 配布資料：主に英語(一部日本語)

- 映像・音声資料：主に英語(一部日本語)

�) 配布資料 (ハンドアウト) はクラスウェブを介して配布されます。受講生の皆さんは各講義毎に資料をダ
ウンロード/プリントアウトすることが必要となり(各回�〜10ページ前後です)、それにかかる費用は自己負
担となります。あらかじめこの点を充分に認識した上で，履修を検討してください。

�) クラスウェブを介して配布される配布資料の内容を事前に確認の上各回の講義を受講するようにして下
さい。
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20_14F53201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

イスラム史Ａ 江 川 ひかり

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

イスラムに関する基礎知識，研究方法などの基本的事項を確認し，
とくにイスラムに関する従来の偏見を是正することに重点を置く。続
いて，西アジアにおける16世紀末までのイスラム王朝の統治機構，社
会構造，文化などをオスマン朝史の事例を中心に理解する。

授業内容

� イスラムに関する基礎知識
� イスラム史の研究方法と文献目録の紹介
� イスラムの成立と発展
� イスラム文明のヨーロッパへの移転
� 遊牧という生活様式，トルコ族の西アジアへの移住
� オスマン朝の成立とバルカン半島への進出
� オスマン帝国の成立：コンスタンティノープル征服の世界史的意
義

	 オスマン帝国の統治理念・機構：前近代イスラム王朝の一事例と
して


 オスマン帝国の地方統治：ティマール制
10 16世紀のアナトリア（小アジア）およびバルカンにおける都市と

農村の成立と発展
11 イスラム文化の諸相（�）遊牧文化
12 イスラム文化の諸相（�）民衆文化
13 イスラム文化の諸相（�）都市文化
14 春学期講義のまとめ：イスラムとオスマン帝国

履修上の注意

本講義は聞きなれない人名，地名，制度名などが頻繁にでてくるの
で，本講義の最初に提示する教科書・参考書を読んで，イスラムにな
じんでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で配布したレジュメおよび教科書・参考書を読み、自筆のノー
トに整理する。

教科書

小杉泰・江川ひかり編『ワードマップ イスラーム─社会生活・思
想・歴史』（新曜社, 2006年）および授業において配布するレジュメを
教科書として用いる。

参考書

・永田雄三（編）『新版世界各国史
 西アジア史� イラン・トル
コ』山川出版社 2002年
・永田雄三・羽田正『成熟のイスラーム社会』中央公論社（世界の歴
史15）1998年
・林 佳世子『オスマン帝国の時代』山川出版社（世界史リブレット
19）1997年
・林 佳世子『オスマン帝国500年の平和』講談社（興亡の世界史10）
2008年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40%）（授業の感想・質問、半期に�回程度の小課題等）
期末試験（60%）

その他

授業形態は、対面が基本であるが、オンデマンド動画配信形式で実施
する回もある。
具体的日程については「シラバスの補足」で事前に詳細を明らかにす
る。

21_14F53301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

イスラム史Ｂ 江 川 ひかり

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近代以前のオスマン朝の統治機構・社会制度が17・18世紀を通じて変容
する過程を扱った後，19 世紀以降の西洋列強による政治的・経済的進出，
国内における中央集権化を目的とした諸改革，民族主義思想の流入など，
内外の影響を受けてオスマン朝が従来保持してきた普遍性を失い，帝国内
部において民族・宗教紛争が生まれる過程を考察する。

授業内容

� 16世紀末オスマン朝における古典的政治・社会体制の変容
� 徴税請負制の普及とチフトリキ（大農場）の成立
� 地方名士（アーヤーン）層の勃興と地域社会の形成
� オスマン帝国における改革（�）18世紀における改革
� オスマン帝国における改革（�）「近代化」改革
� オスマン朝における土地法と土地問題
� 19世紀アナトリアにおける遊牧民の定住化
	 19世紀バルカン諸民族の覚醒と「民族問題」の発生：ボスニアの事例

 西洋文化の受容：近代演劇の受容と伝統演劇
10 パレスティナ問題（�）定義と歴史的背景
11 パレスティナ問題（�）オスマン帝国支配下のパレスティナ、第一次

世界大戦、オスマン帝国の崩壊
12 パレスティナ問題（�）英国委任統治期、第二次世界大戦、中東戦争
13 「イスラム復興」の意味
14 イスラム社会の諸制度および遊牧民の生活様式から持続可能な社会の
実現に不可欠な要素を見出し、人類社会の将来を展望する

履修上の注意

本講義は聞きなれない人名，地名，制度名などが頻繁にでてくるので，
本講義の最初に提示する参考書を読んで，イスラムになじんでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で配布したレジュメおよび教科書・参考書を読み、自筆のノートに
整理する。

教科書

小杉泰・江川ひかり編『ワードマップ イスラーム─社会生活・思想・
歴史』（新曜社, 2006年）。同時に授業において配布するレジュメが教科書
の役割をはたす。

参考書

・新井政美『トルコ近現代史─イスラム国家から国民国家へ』みすず書房,
2001年.
・永田雄三・加賀谷寛・勝藤猛『中東現代史I トルコ・イラン・アフガ
ニスタン』山川出版社（世界現代史11), 1982年.
・永田雄三（編）『新版世界各国史
 西アジア史� イラン・トルコ』
山川出版社, 2002年.
・永田雄三・江川ひかり『世紀末イスタンブルの演劇空間─都市社会史の
視点から』白帝社, 2015年.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40%）（視聴覚資料を用いた場合等に感想を書いてもらう）
期末試験（60%）

その他

授業形態は、対面が基本であるが、オンデマンド動画配信形式で実施する
回もある。
具体的日程については「シラバスの補足」で事前に詳細を明らかにする。
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22_14F04301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

異文化理解Ⅰ（英米） 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

By reviewing ethnographic literature, we will explore how social scientists analyze
globalization. Students are expected to critically analyze how a culture is
intertwined with and dependent on other cultures. Using Anglophone regions and
cultures as our foci, students will learn the effective ways to communicate in
English and the knowledge to teach language and communication courses in middle
and high school curriculum. Through readings, lectures, and class discussion
students will acquire knowledge to analyze intercultural relations.

授業内容

Week �: Globalization Today
Week �: Dimensions of Globalization
Week �: Distance and Time : Peer Discussion Week
Week �: Abstract nature of Culture
Week �: Nationalism
Week �: Acceleration and Change : Peer Discussion Week
Week �: Modernity
Week 	: Standardization
Week 
: Human Rights and Identity Politics : Peer Discussion Week
Week 10: Network Society
Week 11: Translation
Week 12: Sports : Peer Discussion Week
Week 13: Food and Society
Week 14: Final Discussion

履修上の注意

There are no prerequisites to enroll in this course.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures and discussions. Attendance is a minimal
requirement. Participation is measured by attendance and by asking and
answering questions on a timely basis. You are expected to read the suggested
materials and to be able to ask and answer questions about them in class
discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o! Meiji at:
https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University username and
password to log in.

教科書

Eriksen, Thomas Hylland 2014 Globalization : The Key Concepts. Bloomsbury.
* The digital version is available on amazon.co.jp

参考書

Other readings will be posted on Oh-o! Meiji.

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on in-class participation (20%), discussion (30%), and
term papers (50%).

その他

* This class will be in HyFlex format. You can physically be in the classroom or
attend this class via Zoom from anywhere around the world. For the in-class/live
streaming will be on 2nd period of WED in Surugadai. Please check the Oh-o! Meiji
for the physical classroom location.

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを介してどこか
らでも履修ができます。対面・ライブ配信は水曜日の�限目です。教室はOh-o!
Meijiを確認してください。

23_14F04501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

異文化理解Ⅰ（ドイツ） ブリール，リタ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Der Unterricht ist für Studenten im 3. und 4. Studienjahr, die mehr über die
deutsche Kultur kennen lernen wollen und Interesse an einem Kulturvergleich
Japan-Deutschland haben. Im ersten Unterricht werden die Themenblöcke
ausgewählt. Textgrundlage bilden Zeitungs- oder Internetartikel, literarische Texte
oder Sachbücher. Diese Texte werden in Einzel- oder auch Zusammenarbeit zuerst
gelesen und dann ─ sowohl schriftlich als auch mündlich ─ analysiert und
erörtert. Filme werden in ähnlicher Weise analysiert und erörtert.
Unterrichtssprache ist nach Möglichkeit Deutsch, bei Bedarf können schwierige
Sachverhalte jedoch auch auf Japanisch erklärt werden.

授業内容

1 Selbstvorstellung, Themenauswahl und Themenfestlegung
2 1. Themenblock, Lekture
3 1. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Lektüre,
4 1. Fragen zum Inhalt, Zusammenfassung, Erörterung, persönliche Stellungnahme,
kurze Präsentationen
5. 2. Themenblock, Lektüre
6. 2. Themenblock, Lektüre
7. 2. Themenblock, Zusammenfassung, Erörterung, persönliche Stellungnahme in
Form eines Tests
8. 3. Themenblock, Film
9. 3. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Film
10. 3. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Zusammenfassung, Erörterung, persönliche
Stellungnahme, kurze Präsentationen
11. 4. Themenblock, Text oder Film
12. 4. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Erörterung, persönliche Stellungnahme
13. 5. Themenblock, Lektüre, Fragen zum Inhalt
14. 5. Themenblock, schriftliche Aufgaben dazu in Form eines Tests

履修上の注意

Bitte nehmen Sie regelmäßig und aktiv am Unterricht teil! Bringen Sie ein
Wörterbuch (elektronisch oder Papier) mit! Eigene Themenvorschläge sind nicht
nur erwünscht, sondern gefordert! Die schriftlichen Arbeiten, die als Test
angekündigt werden, zählen 60 %. Kleine Präsentationen, Mitarbeit im Unterricht,
schriftliche kleinere Arbeiten und Hausaufgaben sowie Ihre Teilnahme am
Unterricht machen 40 % aus.
Ich freue mich auf Ihr Kommen. Auf gute Zusammenarbeit!

準備学習（予習・復習等）の内容

前回授業のプリントを読んで授業に参加すること。

教科書

no textbook

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

クラスに/ e-mail (Oh-Meiji)

成績評価の方法

授業は休まず，積極的に参加することが求められます。
大きな試験は各学期�回，これに加えて適宜小テストを行います。
大テスト70%，小テスト30%でそれぞれのテストで60点以上取ることが合格の基

準となる。

その他

特になし
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24_14F04601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

異文化理解Ⅱ（ドイツ） ブリール，リタ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Der Unterricht ist fur Studenten im 3. und 4. Studienjahr, die mehr über die
deutsche Kultur kennen lernen wollen und Interesse an einem Kulturvergleich
Japan-Deutschland haben. Im ersten Unterricht werden die Themenblöcke
ausgewählt. Textgrundlage bilden Zeitungs- oder Internetartikel, literarische Texte
oder Sachbücher. Diese Texte werden in Einzel- oder auch Zusammenarbeit zuerst
gelesen und dann ─ sowohl schriftlich als auch mündlich ─ analysiert und
erörtert. Filme werden in ähnlicher Weise analysiert und erörtert.
Unterrichtssprache ist nach Möglichkeit Deutsch, bei Bedarf können schwierige
Sachverhalte jedoch auch auf Japanisch erklärt werden.

授業内容

1 Themenauswahl und Themenfestlegung
2 1. Themenblock, Lektüre
3 1. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Lektüre,
4 1. Fragen zum Inhalt, Zusammenfassung, Erörterung, persönliche Stellungnahme,
kurze Präsentationen
5. 2. Themenblock, Lektüre
6. 2. Themenblock, Lektüre
7. 2. Themenblock, Zusammenfassung, Erörterung, persönliche Stellungnahme in
Form eines Tests
8. 3. Themenblock, Film
9. 3. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Film
10. 3. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Zusammenfassung, Erörterung, persönliche
Stellungnahme, kurze Präsentationen
11. 4. Themenblock, Text oder Film
12. 4. Themenblock, Fragen zum Inhalt, Erörterung, persönliche Stellungnahme
13. 5. Themenblock, Lektüre, Fragen zum Inhalt
14. 5. Themenblock, schriftliche Aufgaben dazu in Form eines Tests

履修上の注意

Bitte nehmen Sie regelmäßig und aktiv am Unterricht teil! Bringen Sie ein
Wörterbuch (elektronisch oder Papier) mit! Eigene Themenvorschläge sind nicht
nur erwünscht, sondern gefordert! Die schriftlichen Arbeiten, die als Test
angekündigt werden, zählen 60 %. Kleine Präsentationen, Mitarbeit im Unterricht,
schriftliche kleinere Arbeiten und Hausaufgaben sowie Ihre Teilnahme am
Unterricht machen 40 % aus.
Ich freue mich auf Ihr Kommen. Auf gute Zusammenarbeit!

準備学習（予習・復習等）の内容

前回授業のプリントを読んで授業に参加すること。

教科書

no textbook

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

クラスに/ e-mail (Oh-Meiji)

成績評価の方法

授業は休まず，積極的に参加することが求められます。
大きな試験は各学期�回，これに加えて適宜小テストを行います。
大テスト70%，小テスト30%でそれぞれのテストで60点以上取ることが合格の基

準となる。

その他

特になし
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25_14F04701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

異文化理解Ⅰ（フランス） 陣 野 俊 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

フランス文化を紹介しつつ、問われているフランスの社会問題をまず、呈示します。
そのうえで、それらの社会問題について、具体的に私たちがどのように考えること
ができるのか、考えたいと思います。したがって、授業の「概要」は、まず問題の
在りかを知ること。そのうえで、どのような議論がなされているか、さらに知るこ
と。そのうえで日本の側からアプローチすること、です。そのさいに、キーワード
となるのは、フランスと海外県の問題、アフリカ諸国との関係性だと思っています。
もう一つ付け加えておけば、講義担当者は、サッカーとヒップホップに深い関心を
寄せているので(春学期はとくにサッカー）、そうした話がやや多くなる可能性はあ
ります。

授業内容

第一回 フランスの社会問題概説
第二回 イエロー・ベスト運動とは何だったのか〜エドゥアール・ルイの言葉から
第三回 ニューカレドニアは、どうして独立しなかったのか
第四回 フランスとアルジェリア（�） ジダンとアラブとカビリア
第五回 フランスとアルジェリア（�） カメル・ダーウドの小説から考える
第六回 フランスとチュニジア〜ある映画を介して
第七回 フランスとモロッコ〜レイラ・スリマニの小説、カタール・ワールドカッ

プを振り返る
第八回 コンゴ〜映画『女を修理する男』をめぐって
第九回 レユニオン島と音楽
第十回 マダガスカル島の文化〜小説を中心に
第十一回 フランス・サッカー代表の光と影
第十二回 DV防止に決定的な決め手はあるのか
第十三回 フランスの同性婚をめぐって
第十四回 フランス語圏アフリカ文化について

履修上の注意

アフリカに限らず、フランス語圏の諸国とフランスとの関係について、知る限りの
ことを話すので、学生諸君は、耳にした中で特に自分の関心が持てるものに限定し
て、講義のあと、さらに知識を深めていってほしいと思う。参考文献やネット情報
は、十分に気を配ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

特に定めないが、授業で指定したものについては、よく読んでおくこと。事後の、
講義の後の学習が重要。

教科書

特に定めない。必要なものは講義で指示する。

参考書

教科書に同じ。特に定めないが、講義で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

対面の場合、授業への積極的な参加……40パーセント、期末のレポート……60パー
セント

ただし、2020年度のようなオンライン授業になった場合、まずリアル配信の形で講
義をします。毎回、授業前にレジュメをアップしますので、必ずその資料を読んで
きてください。そのうえで講義を聴くようにしてください。そして、講義の後、一
定期間を設けるので、その間に、講義で扱ったテーマについて考察を深め、小レ
ポートをとして提出してください。これを12〜�回、積み上げていってください。
これが基礎的な評価。これに期末のレポートを加えて、学期末の評価とします。

その他

特にありません。

26_14F04801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

異文化理解Ⅱ（フランス） 陣 野 俊 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

秋学期は、音楽をベースに議論します。音楽といっても、クラシック音楽や
ジャズは扱いません。ほとんどはフランス語圏の国々（フランスを含む）の
ラップがメインです。ラップは、実に多くの国々で、民族や民衆の思いを代弁
する機能を果たしています。そのことに無知であることは（ラップに対する好
悪とは別に）どうでもいいことであるとは思えません。この三十年の動きを総
覧しつつ、彼らが何をうたっているかを伝えたいと思っています。とりわけフ
ランスはこの10年、ラップ＝移民系の若者の音楽という図式を完全に乗り越え
ました。ただラップのみでは授業が成立しないので、必要に応じて、テクノや、
そのほか必ず知っておくべきフランスのミュージシャンの話をもします。

授業内容

第一回 フレンチラップとは何か（�） オールドスクールから
第二回 フレンチラップとは何か（�） 映画との繋がり
第三回 フレンチラップとは何か（�） その現在形 Bigflo et Oliの二つの楽曲

から
第四回 フレンチ・ラップの現在形（�） ネクフ、スズヤ
第五回 フレンチ・ラップの現在形（�） ギムス、PLN
第六回 フレンチ・ラップの現在形（�） グランコールマラッド、アブダル・

マリク
第七回 移民を描いた映画『ディーパンの闘い』から『パリ13区』へ（ジャッ

ク・オーディアール監督作品）
第八回 セルジュ・ゲンスブールについて
第九回 ボリス・ヴィアンの先進性
第十回 フレンチ・テクノについて（�）
第十一回 フレンチ・テクノについて（�）
第十二回 フランスのオルタナティヴ・ロックは、いま
第十三回 日本語ラップについても少しだけ
第十四回 ラップの未来について

履修上の注意

基本的に音楽が好きならば、そこを突破口にフランス社会について考えていく
ことはできると思うけれども、音楽が嫌いな人にはとてもつまらない授業かと
思う。そういう人には履修は勧めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

特にフランス語が堪能である必要はない。ただ、フランス語の音楽を、フラン
ス語だからという理由で拒まないで欲しい。日本語は基本的に講義担当者が日
本語に訳す。そのうえで、考えるべき問題があると思うので、そのあたりまで
ついてくるつもりで履修や準備をお願いします。あと、リンクは貼っておくの
で、家でも必ずもう一回聴いて、「復習」するようにお願いします。

教科書

特に定めない。プリントを配布。

参考書

特に定めない。授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

対面の場合は、授業への積極的な参加……40パーセント、期末のレポート
……60パーセント
ただし、オンラインになった場合は、上の評価ではない。授業の準備のところ
でも書いたように、講義の後、小レポートとして毎回、書いてもらう。それは
授業に即した内容になる。それを12回ほど積み上げていく。それが基本的な評
価。学期末には、学期末のレポートを提出のこと。

その他

─ 17 ─



27_14A11901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

意味論Ａ 岩 崎 永 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
意味論・語用論の基礎をバランスよく学びます。まず、真理条件的意味論の考え方や哲学的背景の基
礎を確認します。その後、個別のトピックを通じて意味論の分析手法・言語事実の分析手法を学びま
す。特に、実際の文例を丹念に見ることを重視します。授業の構成はパワーポイントを使用した講義
と履修者による例文の考察の二つが中心ですが、英文や和文の文献の黙読とその纏めや分析の提出等
を行うときもあります。理論的背景としては、春学期はどちらかと言えば、意味論が語用論から独立
であるという立場を取る意味理論を多く扱うことになります。

（到達目標）
受講者の皆さんが�，�年時に進むための基礎知識（真理条件的意味論や非指示的な意味論）を拡充
することと言葉の意味の研究の面白さを知ること、そして考察力や洞察力の基礎を養うことを目標に
します。特に、履修者の皆さんに言語直感をフルに働かせて頂き、文の意味の多様性を捉えて頂きま
す。このことを通じて、言語事実をどのように分析するかという力（言語分析力・洞察力）を向上さ
せることができると思います。これは将来、言語学の研究を行う上で極めて重要な力となります。

授業内容

�年次の「英語学概論A・B」での学習内容を踏まえ，意味の分析方法と意味理論の基礎知識を拡充し
ます。講義の内容はそのときの状況に応じてペース・進度を若干、変更する場合があります。

第�回 意味論入門・研究姿勢について（生成文法における意味論とは何か、Chomskyの意味論観、
プラトニズムの意味論観、等）

第�回 真理値・真理条件と意味(�)
第�回 真理値・真理条件と意味(�)
第�回 コピュラ文の意味および変項名詞句（西山2003他）(�)
第�回 コピュラ文の意味および変項名詞句（西山2003他）(�)
第�回 Donnellan (1966)の帰属的用法
第�回 ライプニッツの法則 / 代入推論
第	回 指示的不透明性と指示的透明性
第
回 真理条件的意味論（指示的意味論）の問題点 / グライスの理論 / 関連性理論
第10回 自由変項と束縛変項
第11回 指標主義と文脈主義
第12回 集合論と意味論
第13回 意味論と統語論の関係
第14回 言語能力のモジュール性と意味論

履修上の注意

履修上の注意としては、単に座って、パワーポイントの内容を書き写して記憶するだけでは単位取得
には結びつかない授業ということです。自ら自分の頭を使って考え、その結果として、言語分析の方
法や直観力・洞察力を高めて頂くことが授業の目的です。言語分析が楽しいと思って頂けることが一
番の狙いです。なお、授業中の携帯電話の使用は一切禁止です。携帯電話でパワーポイントの内容を
取るようなことも一切禁止です。授業中に関連する文献の示唆を行いますので、それらを各自で読ん
で頂きます。

準備学習（予習・復習等）の内容

下記の参考書やその他の論文（授業中に示唆）を必ず読んで理解を深めてください。また、履修者そ
れぞれの関心に応じて、講義をきっかけにして図書館を散策したり、電子ジャーナルを検索したりし
て、多くの関係文献に当たり知的好奇心を高めることが望ましいと思われます。

教科書

特定の教科書は指定しません。

参考書

下記の今井・西山(2012)を出来るだけ入手されることを強く勧めます。

今井邦彦，西山佑司. 2012. 『ことばの意味とはなんだろう: 意味論と語用論の役割』 東京: 岩波書店
Cummins, Chris & Patrick Griffiths. 2017. An Introduction to English Semantics and Pragmatics.
Edinburgh : Edinburgh University Press.
Cummins, Chris. 2019. Pragmatics. Edinburgh : Edinburgh University Press.
岩崎永一. 2015. 『英語定冠詞とコピュラの意味論─背後に潜む自然数概念─』 東京: 金星堂
岩崎永一. 2018. 『意味論と語用論に基づく最上級英文法理論 −変項・認知・文脈からの母語話者の言
語知識の解明−』 名古屋: 三恵社
岩崎永一. 2020. 『言語科学と言語哲学─生成文法基礎論と意味論』 東京: 金星堂
服部裕幸. 2003. 『言語哲学入門』 東京：勁草書房
辻幸夫（編著). 2001. 『ことばの認知科学事典』 東京: 大修館書店
西山佑司. 2003. 『日本語名詞句の意味論と語用論─指示的名詞句と非指示的名詞句─』 東京: ひつじ
書房
（購入なさる必要はありません。）

課題に対するフィードバックの方法

〇授業中に例文等について、学生さんにお聞きし、それに対して、ソクラテス的問答法により、真理
に近づくお手伝いを致します。
〇Oh!Meijiの掲示板で授業の内容（発展的内容含む）についての質問に回答します。

成績評価の方法

授業への参加度（20%), 期末試験（80%）

その他

〇出席が�分の�以上を満たさない場合、単位認定されません。また、遅刻は状況に応じて合算して
欠席�回分に数えることがあります。
〇パワーポイントの内容は、特に、図解等も含め、見やすいものになるように今年度もさらに工夫致
します。

28_14A12001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

意味論Ｂ 岩 崎 永 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
前半で認知言語学についてその方法論的基盤・哲学的基盤や実際の言語分析を学びます。そのことを通じて、「意味」とは何
か、という問題についてより本質的に掘り下げた理解を目指します。さらに、後半では春学期の意味論Aで学んだ普遍文法と整
合性を持つ（であろう）意味理論に戻り、言語事実を広く分析していきます。この�つの理論的立場の両方を学ぶことで、各
履修者が将来、どちらの立場に立つにせよ、広く言語学を展望できるようになります。前半は特定の教科書を用い、後半は春
学期「意味論A」の内容を復習しつつ、さらに個別のトピックについて発展させる内容です。前半と後半ともに、授業の構成は
意味論Aと同じで、パワーポイントを使用した講義、例文提示と履修者による考察を中心に行われますが、資料の黙読とその纏
めや分析の提出等も行われることがあります。

（到達目標）
受講者の皆さんが�，�年時に進むための基礎知識（認知言語学や非指示的な意味論）を拡充することと言葉の意味の研究の
面白さを知ること、そして考察力や洞察力の基礎を養うことを目標にします。特に、履修者の皆さんに言語直感をフルに働か
せて頂き、文の意味の多様性を捉えて頂きます。このことを通じて、言語事実をどのように分析するかという力（言語分析力・
洞察力）を向上させることができると思います。これは将来、言語学の研究を行う上で極めて重要な力となります。

授業内容

�年次の「英語学概論A・B」や�年春学期の「意味論A」での学習内容を踏まえ，言語の「意味」について深くじっくりと考
える力を養成します。また、言語分析方法と意味理論の知識を発展させます。
（�）意味に対する様々なアプローチ
（�）教科書第�章「認知言語学とは」
（�）教科書第�章「視点と言葉の意味」
（�）教科書第�章「カテゴリー化と日常言語」
（�）教科書第�章「イメージと言語表現」
（�）教科書第�章「言葉とレトリック」
（�）教科書第�章「用法基盤としての認知言語学」
（	）教科書第�章「文法現象へのアプローチ」
（
）認知言語学のまとめと復習
（10）言語哲学と意味論・語用論（Chomskyの意味論観とプラトニズムの意味論観）
（11）存在文の意味（�）
（12）存在文の意味（�）、所有文（�）
（13）所有文（�）
（14) 意味論と統語論の関係の再吟味と総まとめ
［上記のシラバスの（�）〜（	）は下記の教科書に拠っています。］
講義の内容はそのときの状況に応じてペース・進度を変更する場合があります。特に、教科書第�章〜第�章の箇所は順序の
入れ替わりや別の補充的トピックも扱う場合もあります。上記は秋学期全体として見た場合、認知言語学の基礎はしっかりと
カバーするという意味で柔軟に捉えてください。

履修上の注意

履修上の注意としては、単に座って、パワーポイントの内容を書き写して記憶するだけでは単位取得には結びつかない授業と
いうことです。自ら自分の頭を使って考え、その結果として、言語分析の方法や直観力・洞察力を高めて頂くことが授業の目
的です。言語分析が楽しいと思って頂けることが一番の狙いです。なお、授業中の携帯電話の使用は一切禁止です。携帯電話
でパワーポイントの内容を取るようなことも一切禁止です。授業中に関連する文献の示唆を行いますので、それらを各自で読
んで頂きます。

準備学習（予習・復習等）の内容

下記の参考書やその他の論文（授業中に示唆）を必ず読んで理解を深めてください。また、履修者それぞれの関心に応じて、
講義をきっかけにして図書館を散策したり、電子ジャーナルを検索したりして、多くの関係文献に当たり知的好奇心を高める
ことが望ましいと思われます。

教科書

李在鎬. 2010. 『認知言語学への誘い─意味と文法の世界─』 東京: 開拓社

参考書

Lee, David. 2001. Cognitive Linguistics. An Introduction. Cambridge : Cambridge University Press. [デイヴィット・リー[著], 宮浦
国江[訳] 2006. 『実例で学ぶ認知言語学』 東京: 大修館書店]
池上嘉彦（編著). 1996. 『英語の意味』 東京: 大修館書店．（特に、辻幸夫 「意味の習得」pp.135-156.）
Iwasaki, Eiichi. 2017. The Syntax and Semantics of Comparative Correlatives : A Generative-Cognitive Language Design. Nagoya :
Sankeisha.
岩崎永一. 2018.『意味論と語用論に基づく最上級英文法理論−変項・認知・文脈からの母語話者の言語知識の解明−』 名古屋:
三恵社
辻幸夫（編著). 2003. 『認知言語学への招待』 東京: 大修館書店
中村芳久（編著）2004. 『認知文法論ＩＩ』 東京: 大修館書店
西山佑司（編著). 2013. 『名詞句の世界: その意味と解釈の神秘に迫る』 東京: ひつじ書房
大谷直輝. 2019. 『ベーシック英語構文文法』 東京: ひつじ書房
山梨正明. 2000. 『認知言語学原理』 東京: くろしお出版.
山梨正明. 2017. 『自然論理と日常言語−ことばと論理の統合的研究』
山梨正明. 2019. 『日・英語の発想と論理−認知モードの対照分析−』 東京: 開拓社
遊佐典昭（編著). 2010.『言語と哲学・心理学』 東京: 朝倉書店（特に、西山佑司. 第�章「言語学から見た哲学」pp.9-38）
（教科書と異なり、特に購入なさる必要はありません。）

課題に対するフィードバックの方法

〇授業中に例文等について、学生さんにお聞きし、それに対して、ソクラテス的問答法により、真理に近づくお手伝いを致し
ます。
〇Oh!Meijiの掲示板で授業の内容（発展的内容含む）についての質問に回答します。

成績評価の方法

授業への参加度（20%), 期末試験（80%）

その他

〇出席が�分の�以上を満たさない場合、単位認定されません。また、遅刻は状況に応じて合算して欠席�回分に数えること
があります。
〇パワーポイントの内容は、特に、図解等も含め、見やすいものになるように今年度もさらに工夫致します。
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29_14H12801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ特論Ⅱ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
ウェルネスとは，充実した人生を送るために毎日の生活を見直し，改善が必要と
気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この概念に基
づくライフスタイルにおいては，健康は充実した人生を送るための一要素とされ
ている。本授業は，ウェルネスライフを実践，推進していくための知識を獲得し，
それに対してグループワークやディスカッションを行うことで理解を深めていく。
※ウェルネスライフ特論Ⅱでは、ライフステージ（子ども、大人、高齢者）、社会
環境（健康格差）、ヘルスリテラシーに着目して考える。

＜到達目標＞
�．ウェルネスライフを実践，推進していくための知識を獲得し，自分自身で健
康管理ができる。
�．グループワークやディスカッションを通して，積極的に意見を交わし個々人
の自己啓発に取り組むことができる。

授業内容

本授業では，�週ごとに�つのテーマを取り扱う。各テーマに対して，�週目は
講義を中心に，�週目はグループワークとディスカッションを中心に進めていく。

・第�週目：授業概要の説明，ウェルネスの基本概念の確認
・第�〜�週目：ウェルネスライフの実践・推進とは
（ライフステージ，社会環境を中心に）
・第�〜�週目：「子ども」のウェルネスライフの実践・推進
・第�〜�週目：「大人」のウェルネスライフの実践・推進
・第	〜
週目：「高齢者」のウェルネスライフの実践・推進
・第10〜11週目：「健康格差」とウェルネスライフの実践・推進
・第12〜13週目：「ヘルスリテラシー」とウェルネスライフの実践・推進
・第14週目：まとめ，ウェルネスライフを実現するための確認テスト

※扱うテーマの順番や授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネスライフ論や健康に関連した講義内容を復習しておくこと。
・現在の自分，これからの自分の健康・身体に関心をもって授業に取り組むこと。
・授業で学び，理解した内容を実生活にいかすよう心掛けること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・毎回，その都度予習・復習について案内する。
・学習内容を整理し，まとめ，不明な部分があれば次の授業で質問すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
授業の取り組み姿勢（50点），クラスメイトとの関わり方（30点），期末の確認テ
スト（20点）から総合評価する。

その他

なし
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30_14F10301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

映画論Ａ 小河原 あ や

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義は、現在も映像文化一般に影響力を持つ「古典的ハリウッド映画」（概ね1910
年代後半から50年代にハリウッドで作られた商業的な物語映画）を取り上げ、生産
体制、物語構造、空間演出、音声演出、記号性、ジャンル、社会的背景、倫理観、
臨界点と崩壊について考察する。諸作品の映像を具体的に示しながら解説する。
到達目標は、映画史の一つの中心であり、今なお映像文化に影響力を持つ「古典的
ハリウッド映画」の特性と歴史を理解すること、それに基づいて映画独自の表現領
域とその可能性について考察出来ることである。

授業内容

第�回：導入：古典的ハリウッド映画の概要と生産体制
第�回：古典的ハリウッド映画の物語構造
第�回：古典的ハリウッド映画の記号性
第�回：古典的ハリウッド映画の空間演出
第�回：初期映画から古典的ハリウッド映画へ
第�回：サイレントからトーキーへ
第�回：古典的ハリウッド映画の倫理観
第	回：古典的ハリウッド映画のジャンル性
第
回：古典的ハリウッド映画 と社会的背景
第10回：古典的ハリウッド映画の変遷
第11回：古典的ハリウッド映画の臨界点：ヒッチコックにおける主客の視点
第12回：古典的ハリウッド映画の臨界点：ヒッチコックにおける真偽の問題
第13回：古典的ハリウッド映画の崩壊
第14回：古典的ハリウッド映画を軸にして現代的な作品と映像文化を考える

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は、重要な作品を可能な限り鑑賞しておくこと。復習は、授業内容を振り返り、
不明な部分や具体的な映像について気付いた点があれば授業で質問すること。

教科書

特に定めない。

参考書

『新版 ハリウッド映画史講義 夢の工場から夢の王国へ』北野圭介（平凡社新書、
2017年）
『ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために』蓮實重彦（ちくま学芸文庫、2017
年）
『映画映像史 ムーヴィング・イメージの軌跡』出口丈人（小学館、2004年）
『フィルム・アート 映画芸術入門』デイヴィッド・ボードウェル／クリスティン・
トンプソン（名古屋大学出版会、2007年）

課題に対するフィードバックの方法

コメントペーパーで寄せられた質問や意見への返答をパワーポイントに記し、適宜
講義に交えて解説する。

成績評価の方法

学期末レポート（70％）、不定期に提出するコメントペーパー（30％）

その他

授業の概要・到達目標の英訳
This lecture will focus on the classical Hollywood Cinema (generally entertainment
films made in Hollywood from the late 1910s to the 1950s),which are still influential in
visual culture. I will examine their production system, mise-en-scene, narrative
structure, symbolism, sound, genre, social background, ethics, critical points and
collapse. I will use specific examples of films to illustrate our discussion.
The goal of this course is for students to be able to understand the characteristics and
history of the classical Hollywood cinema, which are one of the mainstreams of film
history and still have an influence on visual culture, and also to be able to consider the
expressive fields of film and their possibilities.

なお、2022年度授業改善アンケートでパワーポイントをOh-o! Meijiに毎週アップし
てほしいという意見があり、そのようにする。

31_14F10401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

映画論Ｂ 小河原 あ や

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義は、映画生誕期、前衛映画、ドキュメンタリー映画、第二次大戦後のイタリ
ア映画（ネオレアリズモ）とフランス映画（ヌーヴェルヴァーグ）を取り上げる。
これらは非-商業的な物語映画であり、映画を分析する際の一つの規範となる「古典
的ハリウッド映画」以外の、独自の映画表現を開拓した映画である。これらを基に
映画史を概観するとともに、表現特性とその理論的背景を考察する。諸作品の映像
を具体的に例示して解説する。
到達目標は、様々な映画の表現特性を理解し、映画表現の可能性、さらには現在の
映像文化について考察出来ることである。

授業内容

第�回：導入：映画における現実性と虚構性、現代性
第�回：初期映画における現実性と虚構性
第�回：モンタージュ論（エイゼンシュテイン）と「映画＝真実」（ヴェルトフ、フ

ラハティ）
第�回：イタリアのネオレアリズモ（デ・シーカを中心に）
第�回：イタリアのネオレアリズモ（ロッセリーニ）
第�回：イタリアのネオレアリズモ（その現実性と虚構性、現代性）
第�回：シネマ・ヴェリテ（ルーシュ）
第	回：ヌーヴェルヴァーグ（1959年前後の諸作品）
第
回：ヌーヴェルヴァーグ（初期のゴダール）
第10回：ヌーヴェルヴァーグ（その後のゴダール）
第11回：ヌーヴェルヴァーグ（ロメール）
第12回：ヌーヴェルヴァーグ（ロメールの現実性と虚構性、現代性）
第13回：近年の映画の傾向
第14回：まとめ（映画と人生をつなぐ）

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は、重要な作品を可能な限り鑑賞しておくこと。復習は、授業内容を振り返り、
不明な部分や具体的な映像について気付いた点があれば授業で質問すること。

教科書

特に定めない。

参考書

『新版 ハリウッド映画史講義 夢の工場から夢の王国へ』北野圭介（平凡社新書、
2017年）
『ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために』蓮實重彦（ちくま学芸文庫、2017
年）
『映画映像史 ムーヴィング・イメージの軌跡』出口丈人（小学館、2004年）
『フィルム・アート 映画芸術入門』デイヴィッド・ボードウェル／クリスティン・
トンプソン（名古屋大学出版会、2007年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート（70％）、不定期に提出するコメントペーパー（30％）

その他

授業の概要・到達目標の英訳
This lecture will focus on the cinema of the birth, avant-garde, documentary, post-
WWII Italian cinema (Neorealismo) and French cinema (Nouvelle Vague). They are
non-commercial narrative films that pioneered their own cinematic expression
outside of "classic Hollywood cinema," which serve as one of the norms for analyzing
films. The course will review the history of cinema based on these films and examine
their expressive characteristics and theoretical backgrounds. I will use specific
examples of films to illustrate our discussion.
The goal of the course is for students to be able to understand the expressive
characteristics of various films and consider their possibilities, as well as the current
visual culture.

なお、2022年度授業改善アンケートでパワーポイントをOh-o! Meijiに毎週アップし
てほしいという意見があったことを反映し、そのようにする。
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32_14A13402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習A 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、いわゆる言語の�技能のうち、リスニングに特化し、
リスニング能力の向上を目指す。そのための基本的な語彙力向上も同
時に目指していく。

授業内容

第�回 当講義の概要・使用教材とリスニング学習の進め方の解説
第�回 British News Update Unit � 「カンタベリー大聖堂」
第�回 British News Update Unit � 「東京五輪」
第�回 British News Update Unit � 「パンデミック」
第�回 British News Update Unit � 「ホームシェア」
第�回 British News Update Unit � 「脱炭素社会」
第�回 British News Update Unit � 「ブルーマンデー」
第	回 British News Update Unit � 「銀行ハブ」
第
回 British News Update Unit 	 「大気汚染」
第10回 British News Update Unit 
 「障がい者雇用」
第11回 British News Update Unit 10 「環境保護」
第12回 British News Update Unit 11 「学生ローン」
第13回 British News Update Unit 12 「地球温暖化」
第14回 a)講義（春学期のまとめ） b)学期末試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように
準備しておくこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授
業中の使用は、授業担当者の許可がない限り、いかなる目的であって
も禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容に関しては、復習が中心になります。次週までに前週の教科
書を復習し、不明な点は授業担当者に質問するように心がけること。

教科書

Timothy Knowles他編著、『British News Update �』（金星堂、2023
年）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業内小テスト、課題提出物の成績）30％、学期末試験70％
で100点満点に換算し、60点以上が合格となる。ただし、欠席回数が
授業回数の�分の�を超えた場合、学期末試験の受験資格はなく、不
合格となる。

その他

33_14A13502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習B 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続き、この授業ではリスニング能力の向上を目指す。そ
のための基本的な語彙力向上も同時に目指していく。

授業内容

第�回 当講義の概要・使用教材とリスニング学習の進め方の解説
第�回 CNN News Unit � Ukraine's Comedian-turned-president
第�回 CNN News Unit � Four-Footed Refugees
第�回 CNN News Unit � Noble Journalism
第�回 CNN News Unit � No Mere Fill-In
第�回 CNN News Unit � Look but Don't Speak
第�回 CNN News Unit � Chips in Short Supply
第	回 CNN News Unit � More Than More Pandas
第
回 CNN News Unit 	 Trash Transformation
第10回 CNN News Unit 
 Allies Against Authoritarianism
第11回 CNN News Unit 10 Suggestive Revelations
第12回 CNN News Unit 11 Travel Boom in the Offing
第13回 CNN News Unit 12 Miraculous Footwork
第14回 a)講義（春学期のまとめ） b)学期末試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように
準備しておくこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授
業中の使用は、授業担当者の許可がない限り、いかなる目的であって
も禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容に関しては、復習が中心になります。次週までに前週の教科
書を復習し、不明な点は授業担当者に質問するように心がけること。

教科書

関西大学CNN英語研究会編著、『English for the Global Age with CNN
Vol.24』（朝日出版社、2023年）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業内小テスト、課題提出没の成績）30％、学期末試験70％
で100点満点に換算し、60点以上が合格となる。ただし、欠席回数が
授業回数の�分の�を超えた場合、学期末試験の受験資格はなく、不
合格となる。

その他
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34_14A13401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習A 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

メディア英語を主に使いリスニング力の向上につとめる。しかしなが
らたんにリスニング力のスキルアップに留まるのではなく具体的な目
標提示としてTOEICを念頭に置いたリスニング力の強化を図りたい。
また単にTOEIC限らず、生きたメディア英語を使いこなせるより実践
的な英語リスニング力の向上を図りたい。

授業内容

�回 リスニング力とは何か─その向上のために
�回 メディア英語とTOEICリスニングパート
�回 Unit1 Hot Dogs
�回 Unit2 Firefighter
�回 Unit3 Sounds of Bluegrass
�回 Unit4 Harlem Reborn
�回 Unit5 Islam in America
	回 TOEIC Listening模試
10回 模試解説
11回 Unit6 UFO Fever
12回 TOEICリスニングキーワード
13回 TOEICリスニングキーワード�

14回 TOEIC全般ガイダンスと文法

履修上の注意

出席重視、授業の中だけでなく日常の中において英語を聞くことを習
慣化すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習を必ず行い、復習として問題演習を繰り返す事。

教科書

Kaleidoscope U.S.A. 成美堂

参考書

TOEICテスト新公式問題集 国際ビジネスコミュニケーション協会

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期テスト約60％、課題・レポート30％、授業への貢献度10％

その他

学内外を含め実際のTOEIC受験をしてもらいたい。またTOEICに限ら
ず英検準一級以上、TOEFF等の英語能力資格試験の受験を奨める。ま
た実際のTOEICテストにて高得点を取得した場合、成績評価に反映さ
せる。

35_14A13501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習B 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

メディア英語を主に使いリスニング力の向上につとめる。しかしなが
らたんにリスニング力のスキルアップに留まるのではなく具体的な目
標提示としてTOEICを念頭に置いたリスニング力の強化を図りたい。
また単にTOEIC限らず、生きたメディア英語を使いこなせるより実践
的な英語リスニング力の向上を図りたい。

授業内容

�回 TOEIC Listening模試
�回 模試解説
�回 Unit7 The Teddy Bear
�回 Unit8 At-Home Dads
�回 Unit9Big Wave Rider
�回 Unit10 Pioneer Day and the Dutch Oven Contest
�回 TOEIC Listening模試
	回 模試解説

回 Unit11 Historic Route66
10回 Unit12 Cheerleader
11回 Surrogate Motherhood
12回 TOEICリスニングキーワード�

13回 TOEICリスニングキーワード�

14回 TOEIC全般ガイダンスと文法�

履修上の注意

出席重視、授業の中だけでなく日常の中において英語を聞くことを習
慣化すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習を行い、復習として問題演習を繰り返す事を習慣化する
こと。

教科書

Kaleidoscope U.S.A. 成美堂

参考書

TOEICテスト新公式問題集 国際ビジネスコミュニケーション協会

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期テスト約60％、課題・レポート30％、授業への貢献度10％

その他

学内外を含め実際のTOEIC受験をしてもらいたい。またTOEICに限ら
ず英検準一級以上、TOEFF等の英語能力資格試験の受験を奨める。ま
た実際のTOEICテストにて高得点を取得した場合、成績評価に反映さ
せる。
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36_14A13403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習A 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
皆さんはこれまで「国際化社会を生きる上で英語は不可欠だ」と繰り返し聞か
されてきたのではないでしょうか。しかし、本当に必要なのは、今日の世界が
直面する諸問題について自分の意見を持ち、それを英語で表現する力です。
この授業は映画を教材とし、とくにリスニングを重視しながら英語力の向上を
図るとともに、身につけた英語力を「活用する」ことを目指します。また、映
画が扱うテーマについてディスカッションを行う中で、さまざまな社会問題に
ついても考えていきましょう。

【到達目標】
�) さまざまな声質や訛りに触れ、柔軟なリスニング力を身につける。
�) 方言、社会方言、スラングを含め、幅広い語彙や英語表現を習得する。
�) 社会問題について考え、自分の意見を英語で表現する力をのばす。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit �: 『スリー・ビルボード』を観る
第�回 Unit �: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第�回 Unit �: 『ムーンライト』を観る
第�回 Unit �: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第�回 Unit �: 『ドリーム』を観る
第�回 Unit �: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第	回 Unit �: 『それでも夜は明ける』を観る
第
回 Unit �: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第10回 Unit �: 『ブルックリン』を観る
第11回 Unit �: 『グラン・トリノ』を観る
第12回 Unit �: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第13回 Unit �: 『扉をたたく人』を観る
第14回 Unit �: ペア＆グループワーク、ディスカッション

履修上の注意

辞書を持ってきてください。紙の辞書でも電子辞書でも使いやすいものでかま
いません。

準備学習（予習・復習等）の内容

各Unitの【Write & Speak】欄に掲載されている語彙について英英辞典で調べて
おいてください。文化的な意味合いや微妙なニュアンスを理解するには英英辞
典が役立ちます。
授業終了後は、新しく学んだ語彙や英語表現を確認し、自分でも使えるように
しましょう。

教科書

『Our Society, Our Diversity, Our Movies』, Joseph Tabolt & Koji Morinaga,（金星
堂）

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、期末レポートについてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

期末レポート50%,
授業内課題25%,
ペア＆グループワーク25%

その他

37_14A13503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習B 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
皆さんはこれまで「国際化社会を生きる上で英語は不可欠だ」と繰り返し聞か
されてきたのではないでしょうか。しかし、本当に必要なのは、今日の世界が
直面する諸問題について自分の意見を持ち、それを英語で表現する力です。
この授業は映画を教材とし、とくにリスニングを重視しながら英語力の向上を
図るとともに、身につけた英語力を「活用する」ことを目指します。また、映
画が扱うテーマについてディスカッションを行う中で、さまざまな社会問題に
ついても考えていきましょう。

【到達目標】
�) さまざまな声質や訛りに触れ、柔軟なリスニング力を身につける。
�) 方言、社会方言、スラングを含め、幅広い語彙や英語表現を習得する。
�) 社会問題について考え、自分の意見を英語で表現する力をのばす。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit 	: 『マダム・イン・ニューヨーク』を観る
第�回 Unit 
: 『ロスト・イン・トランスレーション』を観る
第�回 Unit 
: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第�回 Unit 10: 『わたしは、ダニエル・ブレイク』を観る
第�回 Unit 10: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第�回 Unit 11: 『博士と彼女のセオリー』を観る
第	回 Unit 12: 『ダラス・バイヤーズクラブ』を観る
第
回 Unit 12: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第10回 Unit 13: 『アメリカン・スナイパー』を観る
第11回 Unit 13: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第12回 Unit 14: 『ホテル・ルワンダ』を観る
第13回 Unit 14: ペア＆グループワーク、ディスカッション
第14回 Unit 15: 『シンドラーのリスト』を観る

履修上の注意

辞書を持ってきてください。紙の辞書でも電子辞書でも使いやすいものでかま
いません。

準備学習（予習・復習等）の内容

各Unitの【Write & Speak】欄に掲載されている語彙について英英辞典で調べて
おいてください。文化的な意味合いや微妙なニュアンスを理解するには英英辞
典が役立ちます。
授業終了後は、新しく学んだ語彙や英語表現を確認し、自分でも使えるように
しましょう。

教科書

『Our Society, Our Diversity, Our Movies』, Joseph Tabolt & Koji Morinaga,（金星
堂）

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、期末レポートについてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

期末レポート50%,
授業内課題25%,
ペア＆グループワーク25%

その他
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38_14A13405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習A 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では洋楽ポップスのヒット曲を利用して、ナチュラルスピードの
英語を聞き取る訓練を行います。英語のリスニング能力を高めるためには、
音の脱落や連結等、音声変化の特徴を正しく知ることが大切です。そのよう
な音声変化のポイントを、ポップスのヒット曲を用いて系統的に学び、ナ
チュラルスピードの英語を正確に聞き取る力をつけることを目標とします。
リスニング対策の補助として、適時映像教材も利用します。歌詞の一部を活
用した英文法の問題、アーティストや曲に関する聞き取り問題、異文化ト
ピックを扱った読解問題にも取り組み、総合的な英語力の養成を目指します。

授業内容

各ユニットで取り上げられている曲の中に出てくる重要単語や表現を学ん
だ後、歌詞の空欄補充問題に取り組んでもらいます。リスニング以外にも、
英文法、読解等の演習問題を解いていきます。

第�回 a : イントロダクション
b : Unit � 音の同化①

第�回 : Unit � 接続詞と前置詞の区別
第�回 : Unit � 音の連結①
第�回 : Unit � 仮定法
第�回 : Unit � 音の脱落①
第�回 : Unit � 品詞
第�回 : Unit � 音の同化②
第	回 : Unit � 不定詞
第
回 : Unit � 音の脱落②
第10回 : Unit � 分詞
第11回 : Unit � ingの発音
第12回 : Unit � 形容詞・副詞
第13回 : Unit � アメリカ英語の特徴① / 知覚・使役動詞
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所に目を通し、分からない単語があれば調べ、リ
スニング以外の問題に解答しておくこと。

教科書

Teruhiko Kadoyama, Simon Capper, English with Pop Hits（成美堂）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度(30%), 小テスト(10%), 課題の提出(10%), 期末試験(50%) に
よって総合的に評価します。

その他

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。

39_14A13505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習B 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では洋楽ポップスのヒット曲を利用して、ナチュラルスピードの
英語を聞き取る訓練を行います。英語のリスニング能力を高めるためには、
音の脱落や連結等、音声変化の特徴を正しく知ることが大切です。そのよう
な音声変化のポイントを、ポップスのヒット曲を用いて系統的に学び、ナ
チュラルスピードの英語を正確に聞き取る力をつけることを目標とします。
リスニング対策の補助として、適時映像教材も利用します。歌詞の一部を活
用した英文法の問題、アーティストや曲に関する聞き取り問題、異文化ト
ピックを扱った読解問題にも取り組み、総合的な英語力の養成を目指します。

授業内容

各ユニットで取り上げられている曲の中に出てくる重要単語や表現を学ん
だ後、歌詞の空欄補充問題に取り組んでもらいます。リスニング以外にも、
英文法、読解等の演習問題を解いていきます。

第�回 a : イントロダクション
b : Unit 	 アメリカ英語の特徴②

第�回 : Unit 	 動名詞
第�回 : Unit 
 音の脱落③
第�回 : Unit 
 受動態
第�回 : Unit 10 助動詞の発音①
第�回 : Unit 10 完了形
第�回 : Unit 11 音の連結②
第	回 : Unit 11 �文型
第
回 : Unit 12 助動詞の発音②
第10回 : Unit 12 助動詞
第11回 : Unit 13 音の弱化
第12回 : Unit 13 関係代名詞
第13回 : Unit 14 助動詞の発音③ / 否定
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所に目を通し、分からない単語があれば調べ、リ
スニング以外の問題に解答しておくこと。

教科書

Teruhiko kadoyama, Simon Capper, English with Pop Hits（成美堂）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度(30%), 小テスト(10%), 課題の提出(10%), 期末試験(50%) に
よって総合的に評価します。

その他

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。
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40_14A13404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習A 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

なぜ英語が聞き取れないのか、その疑問に自分で答えられるようになることを目
指します。英語発音の特徴を知ることだけでなく、基礎的な文法力や語彙力もリ
スニングに重要な役割を果たします。授業を通し、自ら聞き落としの原因は何な
のか、突き止められるようになりましょう。
教材としてTOEICの練習問題を用いて、きれいに録音された英語のリスニングに取
組みます。また、米放送局CNNのニュース番組を用いて、キャスターの話すナ
チュラルスピードのリスニングを行ないます。ディクテーションやシャドーイン
グ練習を通じて、速いスピードでも正確に英語を捉えることができるようになり
ます。耳からの英語のインプットに慣れ、授業終了後も自立した英語学習を促す
ことも目的の一つです。

授業内容

毎回、授業初めに小テスト（単語テスト）を行います。その後、英語発音の特徴
や効果的なリスニング方法の解説を、教材を使ったリスニング・シャドーイング・
内容理解などを通じて行ないます。

第�回 リスニングの基礎、英語の音とは？
第�回 TOEIC �、CNN �
第�回 TOEIC �、CNN �
第�回 TOEIC �、CNN �
第�回 TOEIC �、CNN �
第�回 TOEIC �、CNN �
第�回 ここまでの達成度確認�
第	回 TOEIC �、CNN �
第
回 TOEIC �、CNN �
第10回 TOEIC 	、CNN 	
第11回 TOEIC 
、CNN 

第12回 TOEIC 10、CNN 10
第13回 ここまでの達成度確認�
第14回 a試験, bまとめ, 解説

履修上の注意

理由のない欠席が�分の�を超える場合、単位認定はできません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業への積極的参加，毎週の単語テストや予習復習のための自宅学習が重要です。
教科書の中には授業時に初めて行うタスクもあるので、予習範囲と復習範囲は毎
回指示します。

教科書

�『MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST Listening [New Edition]』
早川 幸治 著（桐原書店）ISBN: 978-�-342-55016-�

�『大学生のためのCNNニュース・リスニング：STEAM教育 編』
川﨑和基 編著（朝日出版社）ISBN: 978-�-255-15705-�

参考書

学習英和辞典（『ウィズダム英和辞典』『ジーニアス英和辞典』など）、もしくは学
習英英辞典（Longman Dictionary of Contemporary Englishなど）を持参すること。
紙の辞書・電子辞書・アプリ・オンライン辞書などメディアにはこだわりません
が，用法や例文を確認できるものでないと学習には使えないので注意してくださ
い。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・発言・授業への貢献度など）50％，期末試験50％

その他

授業冒頭の復習小テストはよいという意見が多く、今学期も継続したいと思いま
すが、小テストの内容が確認できない時があるとのことでした。どうしてそうな
るのかちゃんと調べて、みなさんが復習できるようにします。

41_14A13504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語演習B 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

なぜ英語が聞き取れないのか、その疑問に自分で答えられるようになることを目
指します。英語発音の特徴を知ることだけでなく、基礎的な文法力や語彙力もリ
スニングに重要な役割を果たします。授業を通し、自ら聞き落としの原因は何な
のか、突き止められるようになりましょう。
教材としてTOEICの練習問題を用いて、きれいに録音された英語のリスニングに取
組みます。また、米放送局CNNのニュース番組を用いて、キャスターの話すナ
チュラルスピードのリスニングを行ないます。ディクテーションやシャドーイン
グ練習を通じて、速いスピードでも正確に英語を捉えることができるようになり
ます。耳からの英語のインプットに慣れ、授業終了後も自立した英語学習を促す
ことも目的の一つです。

授業内容

毎回、授業初めに小テスト（単語テスト）を行います。その後、英語発音の特徴
や効果的なリスニング方法の解説を、教材を使ったリスニング・シャドーイング・
内容理解などを通じて行ないます。

第�回 リスニングに必要な知識とは？
第�回 TOEIC 11、CNN 11
第�回 TOEIC 12、CNN 12
第�回 TOEIC 13、CNN 13
第�回 TOEIC 14、CNN 14
第�回 TOEIC 15、CNN 15
第�回 ここまでの達成度確認�
第	回 TOEIC 16、CNN 16
第
回 TOEIC 17、CNN 17
第10回 TOEIC 18、CNN 18
第11回 TOEIC 19、CNN 19
第12回 TOEIC 20、CNN 20
第13回 ここまでの達成度確認�
第14回 a試験, bまとめ, 解説

履修上の注意

理由のない欠席が�分の�を超える場合、単位認定はできません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業への積極的参加，毎週の単語テストや予習復習のための自宅学習が重要です。
教科書の中には授業時に初めて行うタスクもあるので、予習範囲と復習範囲は毎
回指示します。

教科書

�『MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC(R) L&R TEST Listening [New Edition]』
早川 幸治 著（桐原書店）ISBN: 978-�-342-55016-�

�『大学生のためのCNNニュース・リスニング：STEAM教育 編』
川﨑和基 編著（朝日出版社）ISBN: 978-�-255-15705-�

参考書

学習英和辞典（『ウィズダム英和辞典』『ジーニアス英和辞典』など）、もしくは学
習英英辞典（Longman Dictionary of Contemporary Englishなど）を持参すること。
紙の辞書・電子辞書・アプリ・オンライン辞書などメディアにはこだわりません
が，用法や例文を確認できるものでないと学習には使えないので注意してくださ
い。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・発言・授業への貢献度など）50％，期末試験50％

その他

授業冒頭の復習小テストはよいという意見が多く、今学期も継続したいと思いま
す。また、試験内容が教科書にもっと沿ったものにしてほしいという要望もあり
ました。応用問題とのバランスを考慮したいと思います。
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42_14A10301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学概論Ａ 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英語学とは、英語を対象とした言語学の分野です。そして、言語学とは、人間言
語を科学的アプローチにより客観的に分析する学問分野です。この授業では、英語
の様々な現象に基づいて、英語学の基本的概念や分析方法を概観し、�年次以降英
語学を学ぶための基礎を築くことを目的とします。
より具体的には、英語学・言語学とはどのような学問分野なのかから始めて、音

声学・音韻論・形態論・統語論に関する基本的概念を、具体的言語現象の分析を通
じて徐々に身に付けていきます。

授業内容

�. Why Study English Linguistics? (�): What is English linguistics?, Components
of Grammar
�. Why Study English Linguistics? (�): Knowledge of Language
� . The Sounds of English : Phonetics（音声学）(�): Phonetics, Voiced and
Voicelsss Consonants
�. The Sounds of English : Phonetics（音声学）(�): Place of Articulation, Manner
of Articulation
�. The Sounds of English : Phonetics（音声学）(�): Vowels, Diphthongs
� . The Sound Patterns of Language : Phonology（音韻論）(�): Phonemes,
Allophones, Minimal Pairs
� . The Sound Patterns of Language : Phonology（音韻論）(�): Phonotactics,
Syllables, Coarticulation Effects
	 . The Sound Patterns of Language : Phonology（音韻論）(�): Phonological
Problems

. How Words Are Made : Morphology（形態論）(�): Dividing Words into Parts,
Compounding
10. How Words Are Made : Morphology（形態論）(�): Derivation, Conversion,
Inflection
11. How Words Are Made : Morphology（形態論）(�): Minor Word Formation
Processes, Morphological Problems
12. How English Phrases Are Formed : Syntax（統語論）I (�): What is Syntax?
13. How English Phrases Are Formed : Syntax（統語論）I (�): Complements,
Adjuncts
14. How English Phrases Are Formed : Syntax（統語論）I (�): Cross-Categorial
Parallelism, Tree Diagram

履修上の注意

この授業は、�年次以降英語学を学ぶための基礎となります。秋学期開講の「英語
学概論B」を合わせて履修すると、英語学に関する理解が深まります。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の指定箇所は、授業に来る前に各自で読んで下さい。授業では、その部分の
解説とそれに関連する練習問題を行います。さらに、各単元を終了後、授業で行っ
た練習問題と同型式からなる宿題を課します。

教科書

影山太郎、ブレント・デ・シェン、日比谷潤子、ドナ・タツキ (2004) First Steps in
English Linguistics (2nd Edition)（「英語言語学の第一歩」), くろしお出版.

参考書

George, Yule (2020) The Study of Language (7th Edition), Cambridge University Press.
ジョージ・ユール（著）今井邦彦・中島平三（訳）(1987) 「現代言語学20章̶こと
ばの科学−」, 大修館書店.（第�版の翻訳本）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度10％、宿題20％、期末試験70％

その他

43_14A10601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学概論Ｂ 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英語学とは、英語を対象とした言語学の分野です。そして、言語学とは、人間
言語を科学的アプローチにより客観的に分析する学問分野です。この授業では、
英語の様々な現象に基づいて、英語学の基本的概念や分析方法を概観し、�年次
以降英語学を学ぶための基礎を築くことを目的とします。
より具体的には、「英語学概論A」の続きとなり、統語論・意味論に関する基本

的概念を、具体的言語現象の分析を通じて徐々に身に付けていき、語用論・社会
言語学・心理言語学などの分野も概観します。

授業内容

�. How English Sentences Are Formed : Syntax（統語論）I (�): Tree Diagram
�. How English Sentences Are Formed : Syntax（統語論）II (�): Auxiliary Verbs,
Tense
� . How English Sentences Are Formed : Syntax（統語論）II (�): Complex
Sentences, Element C, Movement
�. How Words Mean : Semantics（意味論）I (�): Kinds of Meaning, Synonyms
and Antonyms
�. How Words Mean : Semantics（意味論）I (�): Polysemy, Semantic Network
� . How Words Mean : Semantics（意味論）I (�): Meanings as a Set of
Properties, Metaphor and Metonymy
�. How Sentences Mean : Semantics（意味論）II (�): Semantic Roles, Argument
Structure
	. How Sentences Mean : Semantics（意味論）II (�): Constructional Meaning

 . How Sentences Mean : Semantics（意 味 論）II (�): Word Order and
Information, What do Pronouns Refer to?
10. How to Communicate with Other People : Pragmatics（語用論）(�): What is
Pragmatics?, Politeness
11. How to Communicate with Other People : Pragmatics（語用論）(�): Speech
Acts, Conversational Implicature
12. How to Communicate with Other People : Pragmatics（語用論）(�): The Co-
operative Principle
13. How English Is Acquired : Psycholinguistics（心理言語学）
14. English in Society : Sociolinguistics（社会言語学）:

履修上の注意

この授業は、�年次以降英語学を学ぶための基礎となります。�年次以降も英語
学の授業を履修予定の人は、本授業を履修するようにして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の指定箇所は、授業に来る前に各自で読んで下さい。授業では、その部分
の解説とそれに関連する練習問題を行います。さらに、各単元を終了後、授業で
行った練習問題と同型式からなる宿題を課します。

教科書

影山太郎、ブレント・デ・シェン、日比谷潤子、ドナ・タツキ (2004) First Steps
in English Linguistics (2nd Edition)（「英語言語学の第一歩」), くろしお出版.

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度10％、宿題20％、期末試験70％

その他

特になし。
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44_14F02103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学研究Ａ 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、英語のテクストを読み、イギリス英語を具体的例として
扱いながら、音声学一般について幅広く学んでいきます。
春学期は特に、英語音に限らず世界の様々な言語の音を扱いますので、
十分に理解するには、積極的に声を出して練習することが求められま
す。音声一般について幅広く学んでいくなかで、英語の発音についての
理解がより一層深まるようにします。春学期は基礎となる知識を学び、
秋学期に非標準的な英語変種や学習者の発音について考えるための素地
を養います。

授業内容

受講者の理解度によって多少変更する可能性がありますが、以下のよう
に計画しています。
初回の授業日に担当者を決め、発表してもらう形で進めます。

第�回：ガイダンス（担当者決め＋イントロダクション）
第�回：A4 How we produce speech (音声器官、気流の種類、声帯)
第�回：A4 How we produce speech (調音点、調音様式)
第�回：A5 Consonant possibilities (子音一般)
第�回：A6 English Consonants (英語の子音)
第�回：A6 English Consonants (英語の子音)---続き
第�回：A7 Vowel possibilities (母音一般)
第	回：A8 English Vowels（英語の母音）
第
回：B5 Pronunciation changes (発音の変化)
第10回：B1 Phoneme and syllable revisited (音素に関する諸問題)
第11回：B1 Phoneme and syllable revisited (音節に関する諸問題)
第12回：B2 Features of connected speech（音変化)
第13回：B2 Features of connected speech（音変化)---続き
第14回：春学期のまとめ

履修上の注意

�年次の「音声学A, B」あるいはその他音声学関連科目を少なくとも�
つ履修済みであること。他専攻の学生など、なんらかの理由でこれを履
修していない場合は申し出ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として、必ず教科書の指定範囲を読み、入念に予習をしてくるこ
と。都度出てくるActivityにも取り組むこと。

教科書

Collins, B., Mees, I. and Carley, P. (2019) Practical English Phonetics and
Phonology 4th (ed.). Oxon : Routledge.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度10％、宿題20％、学期末課題70％

その他

45_14F02203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学研究Ｂ 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、英語のテクストを読み、イギリス英語を具体的例として
扱いながら、音声学一般について幅広く学んでいきます。
秋学期は、超分節音に関連する英語発音の特徴を扱います。学期の中盤
以降は、これまでに身に着けた音声学の知識を活用して、いくつかの非
標準的な英語変種の特徴を概観し、英語の多様性について学んでいきま
す。また、世界中で様々な英語が話されている現代において、英語を外
国語として学ぶ人に発音を教える際に、どのような発音を目標にするべ
きか、何を、どの程度身に着ける必要があるのかを検討していきます。

授業内容

受講者の理解度によって多少変更する可能性がありますが、以下のよう
に計画しています。
初回の授業日に担当者を決め、発表してもらう形で進めます。

第�回：ガイダンス（担当者決め＋春学期の復習）
第�回：B3 Stress and rhythm (強勢、リズム)
第�回：B3 Speech melody (イントネーション)
第�回：B3 Speech melody (イントネーション)---続き
第�回：Sec. C2〜 Exploration（英語変種�）
第�回：Sec. C2〜 Exploration（英語変種�）
第�回：Sec. C2〜 Exploration（英語変種�）
第	回：D1 Attitudes to accents (「訛り」に対する態度／評価)
第
回：B6 Teaching a foreign language
第10回：D2 Preliminaries to teaching pronunciation
第11回：D4 Teaching the pronunciation of English
第12回：議論：日本語母語話者に教える場合
第13回：議論：日本語母語話者に教える場合
第14回：秋学期のまとめ

履修上の注意

�年次の「音声学A, B」あるいはその他音声学関連科目を少なくとも�
つ履修済みであること。他専攻の学生など、なんらかの理由でこれを履
修していない場合は申し出ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として、必ず教科書の指定範囲を読み、入念に予習をしてくるこ
と。都度出てくるActivityにも取り組むこと。

教科書

Collins, B., Mees, I. and Carley, P. (2019) Practical English Phonetics and
Phonology 4th (ed.). Oxon : Routledge.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度10％、宿題20％、学期末課題70％

その他

─ 27 ─



46_14F02102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学研究Ａ 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、英語の統語についての分析を行うことを通じて、統
語論の基本的な考え方を少しずつ身に付けていくことを目的とします。
内容としては、�年次「統語論A, B」の続きになりますす。より具体的
には、�年次「統語論A, B」の復習から始め、文の構造・移動規則・統
語論での議論の進め方について概観します。

授業内容

�. Review of Chapters �-� (�): Function
�. Review of Chapters �-� (�): Word Classes, Phrases, Clauses
�. Review of Chapters �-� (�): Predicates, Thematic Roles, X-bar
Syntax
�. More on Clauses (�): The I-node
� . More on Clauses (�): Clauses functioning as Direct Object,
Subject and Adjunct
�. More on Clauses (�): Clauses functioning as Complements and
Adjuncts with NP
�. Movement (�): Verb Movement
	. Movement (�): NP Movement : Passive

. Movement (�): NP Movement : Raising
10. Movement (�): Wh-Movement
11. Tense, Aspect, and Mood (�): Time and Tense
12. Tense, Aspect, and Mood (�): Aspectuality and Aspect
13. Tense, Aspect, and Mood (�): Modality and Mood
14. Review

履修上の注意

�年次「統語論A, B」を履修済みまたは履修中であることが好ましい。
なお、「英語学研究A, B」は、A, Bそれぞれ	単位、合計16単位まで履
修することができます（ただし、同一担当者の履修は不可）
情報コミュニケーション学部の方は「言語学」を履修済みで「談話コ
ミュニケーションI」を履修中であることが好ましい。
。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業で扱う内容は、徐々に蓄積されそして累進的に専門的に
なっていきます。従って、教科書の指定箇所は、授業に来る前に各自
で読んで下さい。重要な内容を見落とし、理解不足のままにしておく
と、その後の授業での内容が理解できなくなりますので、わからない
ことはその都度解決するように留意して下さい。

教科書

Bas Aarts (2018) English Syntax and Argumentation (5th Edition),
Palgrave.

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度 10%、発表点 �%、宿題 25%、期末試験 60%

その他

47_14F02202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学研究Ｂ 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、英語の統語についての分析を行うことを通じて、統語論の
基本的な考え方を少しずつ身に付けていくことを目的とします。内容として
は、「英語学研究A」の続きになりますす。より具体的には、構成素・構成素
テスト・述語と項・文法的不確定性・事例研究について概観します。

授業内容

�. Syntactic Argumentation (�): Economy of Description
� . Syntactic Argumentation (�): Elegance of Description, Independent
Justification
� . Constituency : Movement and Substitution (�): Movement Test :
Movement to the Left
� . Constituency : Movement and Substitution (�): Movement Test :
Movement to the Right
�. Constituency : Movement and Substitution (�): Substitution Test
� . Constituency : Some Additional Tests (�): The Coordination Test, The
Cleft and Pseudocleft Tests
� . Constituency : Some Additional Tests (�): The Insertion Test, The
Constituent Response Test
	. Information Structuring (�)

. Information Structuring (�)
10. Predicates and Arguments Revisited (�): Establishing Argumenthood
11. Predicates and Arguments Revisited (�): Two Further Types of Verb + NP
12. Grammatical Indeterminacy (�): Category Boundaries and Gradience
13. Grammatical Indeterminacy (�): Subjective Gradience, Interactive
Gradience
14. Case Studies : Negated Modal Auxiliaries, Noun Phrase Structure, Verb
Complementation

履修上の注意

�年次「統語論A, B」および「英語学研究A」を履修済みであることが好まし
い。
なお、「英語学研究A, B」は、A, Bそれぞれ	単位、合計16単位まで履修するこ
とができます（ただし、同一担当者の履修は不可）。
情報コミュニケーション学部の方は「言語学」、「談話コミュニケーションI」
を履修済みであることが好ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業で扱う内容は、徐々に蓄積されそして累進的に専門的になってい
きます。従って、教科書の指定箇所は、授業に来る前に各自で読んで下さい。
重要な内容を見落とし、理解不足のままにしておくと、その後の授業での内
容が理解できなくなりますので、わからないことはその都度解決するように
留意して下さい。

教科書

Bas Aarts (2018) English Syntax and Argumentation (5th Edition), Palgrave.

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度 10%、発表点 �%、宿題 25%、期末試験 60%

その他
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48_14F02101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学研究Ａ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

コーパスと呼ばれる言語データベースおよび自分で作成した分析用テキスト
を利用し、分析対象のありさまを数値的に記述できる能力を身につける。コー
パス言語学、計量言語学を専門的に学んでいる学生に限らず、対象を広く想定
している。コーパスは自学ツール、また教育ツールとしても非常に有効であり、
英語学習に興味のある学生、教員志望の学生にも適した内容としている。
代表的な英語コーパスのほか、日本語教育ツールとしての利用も盛んな日本
語をデータとしてコーパスも紹介する。双方を使うことで、言語そのものの特
徴を考える機会となるはずである。
「海外現地研修」（石井・久保田）の履修者は、ICE-GB, DCPSEコーパスの実習
を中心にこの授業の内容が特に有益となるはずである。「英語学研究B」では、
会話の分析に焦点をあてるが、コーパス言語学の知見を活かしたアプローチも
紹介するため、継続した受講が望ましい。

授業内容

次のような進行を予定している。期末には学習した内容に基づくレポートを個
別に提出。期間中、理解度を確認するための小テストを実施する場合もある。
�．既成データベースとしてのコーパス
�．背景理論（�）サンプリング
�．背景理論（�）差異の計算
�．大型コーパス（�）
�．大型コーパス（�）
�．事例研究（�）
�．ICE-GB, DCPSE（�）
	．ICE-GB, DCPSE（�）

．事例研究（�）
10．学習者コーパス（�）
11．学習者コーパス（�）
12．日本語コーパス
13．事例研究（�）
14．まとめ

履修上の注意

コーパス、ソフトウェアについての知識は講義開始の時点では特に必要としな
いが，欠席が続くと理解が困難になるので，出席を続けること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で作製・利用したデータによって予習・復習を行なうこと。

教科書

変更の場合あり。初回にて指示する。

石川慎一郎（2008）『英語コーパスと言語教育』東京:大修館書店.
中俣尚己 (2021) 『「中納言」を活用したコーパス日本語研究入門』 東京: ひつ
じ書房.

参考書

Weisser, M. (2016). Practical Corpus Linguistics : An Introduction to Corpus-
Based Language Analysis. Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

レポート等60%、小テスト、理解度テスト等40%

その他

49_14F02201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語学研究Ｂ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

いわゆる「会話分析」の手法を中心に「会話」の分析の基本的な分析法を講
義する。会話分析にもコーパス言語学（「英語学研究A」の授業内容）の方法論
に通じる定量的なアプローチもあるが、個々の事例に注目し、その内容解釈を
重視する内容分析として実行されることが多い。この授業でも、毎週さまざま
な事例研究（論文）を紹介し、この分析法の応用範囲の広さを知ってもらう。
また分析対象として会話の音声面だけでなく、映像つきのデータを扱うこと

も一般化しているため、マルチモーダルな記述方法についても知ってもらう。
会話分析の転記方法、分析方法の基本を知ることで、卒業論文などで扱おう

としている対象への対応力が増すはずである。

授業内容

以下の内容を含めて講義する予定。期間中�、�回の理解度テストを行う予定。
�．「会話」へのアプローチ概論
�．事例研究（�）
�．会話分析というアプローチ（�）
�．会話分析というアプローチ（�）
�．会話分析というアプローチ（�）
�．事例研究（�）
�．ケースと一般化（�）
	．ケースと一般化（�）

．前半のまとめと確認
10．事例研究（�）
11．発展的研究（�）
12．発展的研究（�）
13．発展的研究（�）
14．まとめ

履修上の注意

「英語学研究A（コーパス言語学）」とは独立した内容となっているが、コーパス
言語学の知見を使用する部分もあるので、できれば、「英語学研究A（コーパス
言語学）」の履修もしていることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した方法を、自身のデータに応用して復習することが望ましい。

教科書

変更の可能性あり。初回に指示する。

ティム・ラプリ (2018) 『会話分析・ディスコース分析・ドキュメント分析』
東京: 新曜社.
高木智世・ 細田由利・森田笑 (2016) 『会話分析の基礎』 東京: ひつじ書房.
細馬宏通・菊地浩平 (2020) 『ELAN入門』 東京: ひつじ書房.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

レポート等60%、小テスト、理解度テスト等40%

その他
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50_14F65301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語圏の歴史Ａ 金 澤 宏 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アメリカの歴史を通史的に学ぶ。ただし、歴史的に表出した現象を並び立てるの
ではなく、「アメリカ」を形作るものは何かという問いかけを中心に、アメリカの政
治、社会、文化を緊密に結びつけて考えてもらう。また、様々なテーマを設定し、
アメリカの地域的対立や領土膨張などの地理的・空間的な問題や、白人性、人種、
ジェンダーを含めた市民権の有り様などを理解することも授業の目的である。

授業内容

建国初期から1945年頃までを時期的な対象とする。英語の資料などにも触れつつ、
当該時期のアメリカ史の全体像を把握する。同時に、様々な論題を提示するので、
受講生にそれらを検討し、考えてもらいたい。

�）イントロダクション:アメリカ史とは？ アメリカの「イメージ」と「現実」
�）アメリカの誕生:初期アメリカとヒトの移動、独立戦争から憲法制定へ
�）合衆国連邦政府の形成／アメリカ領土の拡大と1812年戦争
�）モンロー主義とアメリカの政党／ミズーリの妥協
�）米墨戦争から南北戦争へ:初期奴隷解放運動と1850年の妥協
�）南北戦争:セクショナリズムと奴隷解放宣言
�）南北戦争後の社会変化�:憲法修正条項と、ひとつのアメリカ
	）南北戦争後の社会変化�:金ぴか時代とアメリカの変容

）初期の海外領土膨張とフロンティアの消滅
10）20世紀転換期のアメリカ海外領土膨張
11）革新主義の時代／第�次世界大戦との関わり
12）世界恐慌と戦間期のアメリカ
13）第�次世界大戦期のアメリカの変化
14）まとめ:弱いアメリカと強いアメリカ

履修上の注意

講義では学生同士の議論やピア・レビューを積極的に行う。お互いにレポートや
小レポート,リアクション・ペーパーを学生同士で見せ合い,意見交換をしてもらう。
また、多くの問いかけをするので受講生には積極的な発言を求める。
第二回講義で多くの講義ルールについて解説するので、注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

アメリカ史を理解してもらうために、簡単な英語の文章や映像・図像史料などを
活用する。受講生は、高校世界史テキスト程度のアメリカ史の基礎知識があること
が望ましい（基礎知識が欠けている場合は必ず予習の上で参加すること）。また、講
義で提示した内容や考え方について、文献調査などを行うこと。

教科書

レジュメ、サブテキストや地図、図表などは適宜講師が用意し、配布する。

参考書

通史を学ぶ上での参考として。

野村達朗『アメリカ合衆国の歴史』（ミネルヴァ書房、1998年）
和田光弘編著『大学で学ぶ」アメリカ史』ミネルヴァ書房、2014年

和田光弘『植民地から建国へ シリーズ アメリカ合衆国史①』岩波書店（岩波新書
新赤版1770）、2019年
貴堂嘉之『南北戦争の時代 シリーズ アメリカ合衆国史②』岩波書店（岩波新書 新
赤版1771）、2019年
中野耕太郎『20世紀アメリカの夢 シリーズ アメリカ合衆国史③』岩波書店（岩波新
書 新赤版1772）、2019年
古谷旬『グローバル時代のアメリカ シリーズ アメリカ合衆国史④』岩波書店（岩波
新書 新赤版1773）、2020年

課題に対するフィードバックの方法

講義のため、課題の受講生全体に対するフィードバックを講義内かクラスウェブ
で行う（オンデマンドの動画配信の可能性もある）。個別フィードバックは行わない
ので注意すること。

成績評価の方法

成績はリアクション・ペーパーや小レポート、授業への積極的な参加、学期末の
レポート等から総合的に評価する（リアクション・ペーパー、小レポートの提出な
ど平常点20%、レポート80%）。

その他

51_14F65401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語圏の歴史Ｂ 渡 辺 知

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

16世紀以降、イギリス人は積極的に海外に進出し、一大帝国を築くに至ります。近年のイギ
リス史研究では帝国の存在がイギリスの歴史を強く規定してきたことを強調する傾向にありま
す。また、イギリス帝国への関心はその経済的側面に留まらず、文化や社会のあり方にまで広
がっています。この授業では、こうしたイギリス帝国の多様なあり方を見ていくこととします。
ただ、過去の事実の確認にとどまらず、それがなぜ起きたのか、また、過去の出来事が現在

のイギリスの社会といかに関係するのか、あるいは、イギリスの動向が世界のその他の地域の
動向といかに密接に結びついているのかといった点に力点を置きつつ、歴史学における多様な
ものの捉え方をあわせて提示できればと希望します。

授業内容

以下の通り講義を進める予定ですが，進行具合によって若干の変更を加えることもあります。
第�回 授業内容の紹介 16世紀から19世紀にかけてのイギリスの歴史の流れを概観します。
第�回 16世紀のイギリス� バラ戦争や宗教改革、ウェールズとの合同を通じて国家統合が

進む過程を説明します。
第�回 16世紀のイギリス� 16世紀のイギリス経済が停滞していたこと、それに伴って浮浪

者問題など社会が混乱していたことを説明します。
第�回 イギリス帝国の形成� 15世紀末からの初期の海外進出から17世紀初頭の海外進出が

軌道に乗るまでの過程を説明します。
第�回 イギリス帝国の形成� 17世紀ヘゲモニー国家として繁栄したオランダと対立する中、

航海法体制を確立する過程を説明します。
第�回 イギリス帝国の形成� 17世紀末からのフランスとの対立の中18世紀中頃に第一帝国

を完成させる過程を説明します。
第�回 イギリス商業革命� イギリス帝国の形成がイギリスの経済にどのような影響を与え

たのか貿易面に焦点をあて説明します。
第	回 イギリス商業革命� イギリス帝国の形成が貿易に留まらず、経済全般に影響を与え、

結果、産業革命をもたらした過程を説明します。
第
回 イギリス生活革命 イギリス帝国の形成がイギリスの生活文化に与えた影響について

説明します。
第10回 砂糖と西インド諸島 イギリス商業革命、イギリス生活革命で重要な役割を果たした

のが砂糖ですが、その生産を行っていた西インド諸島がその結果低開発の道を進むこ
とになったことを説明します。

第11回 大西洋黒人奴隷貿易 イギリスは植民地経営に必要な労働力を獲得する手段として大
西洋黒人奴隷貿易を盛んに行いました。この貿易がイギリス帝国およびアフリカに与
えた影響について説明します。

第12回 13植民地の独立 13植民地の独立の過程と独立がイギリスに与えた影響について説明
します。

第13回 産業革命と帝国 産業革命の展開と帝国が果たした役割について説明します。
第14回 まとめ 第一イギリス帝国の形成がイギリスの内外に与えた影響について総括します

履修上の注意

西洋やイギリスの歴史に興味のある方はもちろん、これまで歴史にあまりなじみがなかった
という方も受講を歓迎します。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義で紹介した問題について参考文献等で調べてください。講義前に前回の講義ノート、
参考文献を見返し、まとめておいてください。

教科書

特に使用しません。

参考書

適宜、プリントを配布し、参考文献を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

講義でコメントします。

成績評価の方法

講義の区切りに講義内容のまとめや感想を書いていただきます。これら平常点と学期末の試
験の総合評価とします（平常点20％、学期末の試験80％）。

その他

オフィスアワーは最初の講義でお知らせします。
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52_14F03501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語史Ａ 小 竹 直

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語の歴史を、単に過去へさかのぼるのみでなく、過去・現在・未来を様々な視点
から検討し、理解を深めることを目標とします。

ひとつの言語の歴史は単純に言語学的な側面から分析できるものではなく、その言
葉を話す人々の歴史と切り離すことはできません。またその言葉の変遷を検討する
には、その言葉で書かれた書物や史的資料を綿密に検討する必要があります。さら
に、ヨーロッパの片隅に浮かぶ島国の言語であった英語が、世界的に用いられるよ
うになり、インターネットなどの新しいメディアを通じてさらにその役割を広げて
いく中で、その言葉はさらに変遷を遂げていきます。本講義では、以下に挙げる教
科書を主な素材とし、いま私たちが使用する英語がどのように誕生し発達してきた
のかという言語の歴史を中心に、西洋史、書物史、文化史といった複合的な視野を
持ちながら、英語の歴史を紐解きます。

授業内容

�．イントロダクション 「英語史を学ぶとは」
�．Chapter �: What is English?
�．Chapter �: Origins (�) Beginnings
�．Chapter �: Origins (�) Old English
�．Chapter �: Origins (�) Middle English
�．Chapter �: Origins (�) Early/Late Modern English
�．Chapter �: Authorities (�)
	．Chapter �: Authorities (�)

．Chapter �: Standards
10．学期末レポート中間発表
11．Chapter �: Varieties
12．Chapter �: Global Englishes
13．Chapter �: Why do we care?
14．まとめ・レポート報告

履修上の注意

大学の方針に従いながら、【対面授業】を基本とします。

秋学期「英語史B」は、この授業の延長線上に位置づけているので、合わせての履修
が望ましいが、春学期のみの履修も歓迎します。ただし、秋学期「英語史B」のみの
履修は推奨しません。

教員への質問は授業前後に受け付けるほか、メールでも受け付けます。アドレスは
初回授業時にお知らせします。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書の指定範囲を講読し、授業内で予告したポイントについて検
討してもらう形になります。英語を専門としない方には、分量が多く感じる回もあ
るかもしれませんが、ポイントに従って範囲を絞って読み込むことで対応できると
思います。全訳を求めるようなことはありません。

復習というよりは、各授業で興味をもったことがあれば、さらに自分で調べる作業
に時間を割いてほしいと思います。その中で学期末レポートの題材を見つけていく
のが理想的だと思います。

教科書

Simon Horobin, The English Language : A Very Short Introduction (Oxford, 2018) (ISBN
9780198709251)

初回の授業までに手に入らなくても心配しないでください。初回授業の際に、対応
方法を説明します。

参考書

テーマごとに異なるため、特定の参考書は指定しません。適宜授業内で紹介する資
料を利用してください。

課題に対するフィードバックの方法

コメントシートについては、毎回の授業冒頭に、前回分のコメントにフィードバッ
クする時間を設けます。期末レポートについては、Oh-o! Meijiを利用したコメント
の送信を行います。

成績評価の方法

平常点（出席・コメントシート・発言など）50%、期末レポート 50%

その他

53_14F03601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英語史Ｂ 小 竹 直

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

春学期の「英語史A」で学んだ英語の歴史の知識を、実際の作品や書物作成の背景など
に触れることで、知的好奇心を高め、理解をより豊かなものにすることを目標としま
す。

「英語史A」では、英語の歴史を、過去・現在・未来の様々な視点から検討しましたが、
秋学期の「英語史B」では、主にほかの授業で触れることの少ない中世から近代へかけ
ての作品や書物について検討する機会を設けます。それによって、英語は、どのよう
に私たちのもとへと伝わってきたのか、その断片をさまざまな角度から検討していき
ます。また古い英語の実例をもとに、英語の歴史的発達に関する多様なトピックを検
討していきます。

さまざまな工夫をして、古い英語の作品を紹介するので、もちろん古英語や中英語と
いった英語のいわゆる「古文」読解の知識は必要ありません。現代英語訳、和訳、映
像化作品などさまざまな資料を利用します。

授業内容

�．イントロダクション 「中世の書物づくり」
�．中世イギリスの書物 ：書物の到来と最初期の写本*
�．King Alfredと書物/古英語で何が記された？
�．古英語詩『ベオウルフ』を考える
�．英訳聖書の歴史 古英語〜中英語〜近代英語
�．英語の中の古典 「オルフェウス」の物語の変容
�．トールキン訳で読む中英語ロマンスSir Orfeo (�)
	．トールキン訳で読む中英語ロマンスSir Orfeo (�)

．トールキン訳で読む中英語ロマンスSir Orfeo (�)
10．チョーサーとカンタベリ物語
11．学期末レポート中間発表�
12．学期末レポート中間発表�
13．印刷技術の発明と伝来：GutenbergとCaxton
14．まとめ・学期末レポート報告

*図書館のグループ閲覧室などを利用し図書館所蔵の貴重書資料やファクシミリ版など
を利用する授業を計画しています。

履修上の注意

大学の方針に従いながら、【対面授業】を基本とします。

春学期「英語史A」の履修を前提に授業を進めていきます。秋学期「英語史B」のみの
履修は推奨しません。

教員への質問は授業前後に受け付けるほか、メールでも受け付けます。アドレスは初
回授業時にお知らせします。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、毎回予告する点について、資料を読み検討する時間をとってもらうこ
とになります。

復習というよりは、各授業で興味をもったことがあれば、さらに自分で調べる作業に
時間を割いてほしいと思います。その中で学期末レポートの題材を見つけていくのが
理想的だと思います。

教科書

教科書は特にありません。関連の資料をハンドアウトやクラスウェブで配布します。

参考書

Simon Horobin, The English Language : A Very Short Introduction (Oxford, 2018) (ISBN
9780198709251)
春学期「英語史A」で使用する教科書を秋学期の参考書とします。

また、図書館のホームページの「オンライン情報源」よりリンクされているOED
Online（Oxford English Dictionary）は繰り返し利用する資料となります。授業内でも
詳しく説明しますが、積極的に利用してください。

課題に対するフィードバックの方法

コメントシートについては、毎回の授業冒頭に、前回分のコメントにフィードバック
する時間を設けます。期末レポートについては、Oh-o! Meijiを利用したコメントの送
信を行います。

成績評価の方法

平常点（出席・コメントシート・発言など）50%、期末レポート 50%

その他
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54_14F01701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英作家作品研究Ａ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語文学において「日本」がどのように表象されているかを考えなが
ら今学期はイシグロ・カズオの A Pale View of Hills(1982)を読んでい
きます。この作品が改めて日本語に翻訳される際の問題点や課題、そ
れによって見えてくる日・英語比較も考察のポイントとなるでしょ
う。英語と日本語訳を比較しながら読み進めることにより、英語だけ
でなく日本語の特質についても再考する機会となることを期待しま
す。

授業内容

Week-� Introduction - 'Japaneseness' in Literature in English
Week-� Chapter �
Week-� Chapter �
Week-� Chapter �
Week-� Chapter �
Week-� Chapter �
Week-� Mid-term review
Week-	 Chapter �
Week-
 Chapter �
Week-10 Chapter 	
Week-11. Chapter 

Week-12. Chapter 10
Week-13 Chapter 11
Week-14. General Review- Japaneseness in Literature in English

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回指定された箇所については、�）英文テクストを読む �）翻訳
の当該箇所を読む �）翻訳についてのコメントや問題点について考
えてみること。�）については毎時間発言を求めます。

教科書

Ishiguro, Kazuo. A Pale View of Hills London : Faber & Faber (2010/
1984)
カズオ・イシグロ『遠い山なみの光』小野寺健（訳）早川書房 2001

参考書

斉藤兆史『翻訳の作法』東京大学出版会 2007

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Class participation and (short) written assignments 50%
Term-end written assignment 50%

その他

55_14F01801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英作家作品研究Ｂ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語文学において「日本」がどのように表象されているかを考えなが
ら今学期は中島京子原作『小さなおうち』の英訳The Little House
(Ginny Tapley Takemori 訳)を読んでいきます。この作品が英語に翻
訳される際の問題点や課題、それによって見えてくる日・英語比較も
考察のポイントとなるでしょう。英語と日本語訳を比較しながら読み
進めることにより、英語だけでなく日本語の特質についても再考する
機会となることを期待します。

授業内容

Week-� Introduction - Translating Japan into English
Week-� 第�章
Week-� 第�章
Week-� 第�章
Week-� 第�章
Week-� 第�章
Week-� 第�章
Week-	 第�章
Week-
 第�章
Week-10 Translation as Film adaptation
Week-11 第�章
Week-12 第�章
Week-13 最終章
Week-14 Term-end Review on Translation and Literature in English

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回指定された箇所については、�）原文（日本語）テクストを読む
�）英訳の当該箇所を読む、�）翻訳についてのコメントや問題点に
ついて考えてみること。�）については毎時間発言を求めます。

教科書

Nakajima, Kyoko. The Little House (Trans. Ginny Tapley Takemori)
London : Darf Publishers, 2019.
中島京子『小さいおうち』文春文庫 2012

参考書

牧野成一『日本語を翻訳するということー失われるもの、残るもの』
中公新書 2018

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Class participation and (short) written assignments 50%
Term-end written assignment 50%

その他
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56_14F01702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英作家作品研究Ａ 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

短篇小説はその短さゆえにテーマが絞られ、やはり短さゆえにテーマがわかりにくい場合が
あります。その反面、凝縮された鋭さがあり、作家の意図やメッセージを読み取って解釈でき
たときには、考えさせられること、学ぶことの多いものです。

この授業ではごく短い小説をなるべく多く原文で読み、その記述を根拠にして作品を読み解
く練習をします。もちろん昔の、それも外国の作家作品ですから、歴史や文化の背景知識が必
要ですし、自分よも年齢が上の登場人物を理解するには想像力が要ります。

そこで、教室では自分の持っている知識や意見を出しあい、他の受講生の感想に耳を傾ける
ことによって、読みを深めていきます。こうして、すこしずつ、過去の作品が現代に生きる私
たちにとっても大切なことを書いているのが見えてくると良いと思います。

作家はすでに多くのことを考えています。すぐれた作家の作品に触れて、私たちの背丈を伸
ばしてもらうのが目標といえば目標です。そして、このような読みのプロセスは長編小説を読
む土台となり、また卒業論文のための解釈訓練にもなると思います。

授業内容

原文の精読を行います。英語として難解な箇所について丁寧に辞書をひき，綿密に考えて正
確な意味をとっていきます。

春学期は、ニュージーランド生まれの作家キャサリン・マンスフィールド(Katherine
Mansfield 1888-1923)の作品を精読します。扱う作品は“The Garden Party”, “A Dill Pickle”, “Miss
Brill”, “The Fly”, “Bliss”, “An Ideal Family”を予定しています。なお、理解を深めるために、受講
生と相談して、同時代の他の作家の作品を読むことも考えています。

第�週：上記の授業内容に関する質疑応答。
第�週：“The Garden Party”その�
第�週：“The Garden Party”その�
第�週：“The Garden Party”その�
第�週：“A Dill Pickle”その�
第�週：“A Dill Pickle”その�
第�週：“Miss Brill”その�
第	週：““The Fly”その�
第
週：“The Fly”その�
第10週：“Bliss”その�
第11週：“An Ideal Family”その�
第12週：“An Ideal Family”その�
第13週：“An Ideal Family”その�
第14週：まとめ

履修上の注意

難易度の高い英文を読みます。文学を読もうという興味関心と意欲が必要です。

第二週から本格的に授業を行います。この授業を履修したい学生はシラバスを読んだうえで、
必ず第一週から出席してください。

基本的には、秋学期開講の「英作家作品研究Ｂ」と合わせて受講するようにしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者は予習段階で丁寧に辞書をひき，不明点をはっきりさせて授業に参加してください。
自分なりの訳・解釈を用意しておくことが求められます。教室で初めて読んで考えることは、
他の参加者の時間も無駄にします。

また，その週に読む部分の要点と疑問点を授業前に提示することで出席とみなします。

常習的に予習していない者は出席を認めない場合があります。

教科書

プリントを配布します。開講時に指示します。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

授業への準備および参加態度・質問内容（50%)、レポート（25%)、定期試験（25%）などを
勘案して行います。
また、予習をしていない場合には大幅な減点の対象になります。

その他

57_14F01802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英作家作品研究Ｂ 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

短篇小説はその短さゆえにテーマが絞られ、やはり短さゆえにテーマがわかりにくい場合があります。
その反面、凝縮された鋭さがあり、作家の意図やメッセージを読み取って解釈できたときには、考えさせ
られること、学ぶことの多いものです。

この授業ではごく短い小説をなるべく多く原文で読み、その記述を根拠にして作品を読み解く練習をし
ます。もちろん昔の、それも外国の作家作品ですから、歴史や文化の背景知識が必要ですし、自分よも年
齢が上の登場人物を理解するには想像力が要ります。

そこで、教室では自分の持っている知識や意見を出しあい、他の受講生の感想に耳を傾けることによっ
て、読みを深めていきます。こうして、すこしずつ、過去の作品が現代に生きる私たちにとっても大切な
ことを書いているのが見えてくると良いと思います。

作家はすでに多くのことを考えています。すぐれた作家の作品に触れて、私たちの背丈を伸ばしてもら
うのが目標といえば目標です。そして、このような読みのプロセスは長編小説を読む土台となり、また卒
業論文のための解釈訓練にもなると思います。

授業内容

原文の精読を行います。英語として難解な箇所について丁寧に辞書をひき，綿密に考えて正確な意味を
とっていきます。

秋学期は、帝国主義の時代にヨーロッパの外の土地を舞台とする作品を書いた作家たちを扱います。
ジャック・ロンドン (Jack London, 1876-1916)の “Yah! Yah! Yah!”、ジョゼフ・コンラッド (Joseph
Conrad, 1965-1924)の“An Outpost of Progress”、サマセット・モーム(Somerset Maugham, 1874-1965)の
“Rain”を読む予定です。

ロンドンはアメリカの作家ですが、植民地支配の暴力構造がわかりやすく読み取れるので、イントロとし
て取り上げます。コンラッドの有名な『闇の奥』は、その難解さに挫折した人もいるかもしれません。授
業では最初に彼の出発点となる短篇を取り上げ、この時代の植民地主義がいかに現代まで続いているかを
考えます。モームの作品を読むことで、ヨーロッパの男性にとって植民地経験がいかなるものであったか
が見えてくると思います。

第�週：上記の授業内容に関する質疑応答。
第�週：“Yah! Yah! Yah!”その�
第�週：“Yah! Yah! Yah!”その�
第�週：“Yah! Yah! Yah!”その�
第�週：“An Outpost of Progress”その�
第�週：“An Outpost of Progress”その�
第�週：“An Outpost of Progress”その�
第	週：“An Outpost of Progress”その�
第
週：“An Outpost of Progress”その�
第10週：“Rain”その�
第11週：“Rain”その�
第12週：“Rain”その�
第13週：“Rain”その�
第14週：まとめ

履修上の注意

難易度の高い英文を読みます。文学を読もうという興味関心と意欲が必要です。

第二週から本格的に授業を行います。この授業を履修したい学生はシラバスを読んだうえで、必ず第一
週から出席してください。

基本的には、春学期開講の「英作家作品研究Ａ」と合わせて受講するようにしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者は予習段階で丁寧に辞書をひき，不明点をはっきりさせて授業に参加してください。自分なりの
訳・解釈を用意しておくことが求められます。教室で初めて読んで考えることは、他の参加者の時間も無
駄にします。

また，その週に読む部分の要点と疑問点を授業前に提出することで出席とみなします。

常習的に予習していない者は出席を認めない場合があります。

教科書

プリントを配布する。開講時に指示する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

.授業への準備および参加態度・質問内容（50%)，レポート（25%)，定期試験（25%）などを勘案し
て行います。
また，予習をしていない場合には，大幅な減点の対象になります。

その他
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58_14F10901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

映像論Ａ 奥 村 賢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

20世紀は映像文化が地球規模で深く広く浸透していく、まさに映像の
時代であった。しかし、隆盛期が過ぎたわけではない。映像は現代と
いう時代と密接に連動しているメディアであり、今世紀も映像の威力
や重要性は強まりこそすれ、弱まることはけっしてないであろう。授
業では、映像の本性や機能，歴史、周囲にあたえる影響などを扱う。
学生諸君に映像について思考するときの基礎力を培ってもらうことが
本講座の到達目標である。

授業内容

（�）「映像論A」の概要
（�）映像と視覚
（�）映像の概念 種別
（�）映像の概念 起源／変遷
（�）映像の概念 研究者の見解
（�）映像の特性 一般的特性
（�）映像の特性 他メディアとの異同点
（	）メディア論
（
）映像の本質へ 学習と読解能力をめぐる問題
（10）映像の本質へ 複製性をめぐる問題
（11）映像の本質へ 大衆性をめぐる問題
（12）映像成立の背景（�） 技術的背景
（13）映像の成立の背景（�） 社会的背景／精神的背景
（14）a）まとめ b）学力考査

履修上の注意

授業中の私語，無断退出厳禁。端末機器の使用は原則使用禁止。ただ
し、授業に関する発言、質問についてはいっさい制限を設けない。な
お、初回の授業では受講中の注意事項の詳細について伝えるので、初
回はかならず出席すること。また、「映像論A」の履修者は「映像論
B」も受講することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業内容を振り返り、不明な部分は徹底的に調べ、解決しない
場合は次回の授業で質問できるように準備しておくこと（90分）。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

『映画理論集成』岩本憲児編（フィルムアート社）。
『映像学原論』植上則夫編（ミネルヴァ書房）。
『映画史を学ぶ クリティカル・ワーズ』村山匡一郎編（フィルム
アート社）
『世界映画大事典』,岩本憲児／高村倉太郎／奥村賢／佐崎順昭／宮澤
誠一編（日本図書センター）。

課題に対するフィードバックの方法

学期末に実施する学力考査については、同日に解説をくわえる。

成績評価の方法

出席率�/�以上の者を成績評価対象とし、その評価は学期末に実施
する学力考査で判定する。なお出欠に関しては、初回授業で詳細を説
明する。

その他

視覚資料が多いほど理解が深まるようなので、授業では今後も映像を
中心とした視覚資料を活用していく。

59_14F11001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

映像論Ｂ 奥 村 賢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

20世紀は映像文化が地球規模で深く広く浸透していく、まさに映像
の時代であった。しかし、隆盛期が過ぎたわけではない。映像は現代
という時代と密接に連動しているメディアであり、今世紀も映像の威
力や重要性は強まりこそすれ、弱まることはけっしてないであろう。
授業では、映像の本性や機能，歴史、周囲にあたえる影響などを扱う。
学生諸君に映像について思考するときの基礎力を培ってもらうことが
本講座の到達目標である。

授業内容

（�）「映像論B」の概要
（�）映像の成立
（�）人類史における映像の意味 〜映画の所産〜 中井正一の映画

論を読み解く
（�）映画論再考察 映画と音楽の関係 リズム論
（�）映画論再考察 映画と音楽の関係 映画分析の実践①
（�）映画論再考察 映画と音楽の関係 映画分析の実践②
（�）映画論再考察 映画と言語の関係 映画言語
（	）映画論再考察 映画と言語の関係 モンタージュ理論①
（
）映画論再考察 映画と言語の関係 モンタージュ理論②
（10）映画論再考察 映画と言語の関係 映画記号学
（11）現代社会と映像 イメージの先行
（12）現代社会と映像 イデオロギーの浸透
（13）現代社会と映像 プロパガンダ
（14）a）まとめ b）学力考査

履修上の注意

授業中の私語，無断退出厳禁。端末機器の使用は原則使用禁止。ただ
し、授業に関する発言、質問についてはいっさい制限を設けない。な
お、初回の授業では受講中の注意事項の詳細について伝えるので、初
回はかならず出席すること。また、「映像論B」の受講者は「映像論A」
を履修していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業内容を振り返り、不明な部分は徹底的に調べ、解決しない
場合は次回の授業で質問できるように準備しておくこと（90分）。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

『映画理論集成』岩本憲児編（フィルムアート社）。
『映像学原論』植上則夫編（ミネルヴァ書房）。
『映画史を学ぶ クリティカル・ワーズ』村山匡一郎編（フィルムアー
ト社）
『世界映画大事典』,岩本憲児／高村倉太郎／奥村賢／佐崎順昭／宮澤誠
一編（日本図書センター）。

課題に対するフィードバックの方法

学期末に実施する学力考査については、同日に解説をくわえる。

成績評価の方法

出席率�/�以上の者を成績評価対象とし、その評価は学期末に実施す
る学力考査で判定する。なお出欠に関しては、初回授業で詳細を説明
する。

その他

視覚資料が多いほど、授業の理解が深まるようなので、今後も映像を
中心とした視覚資料を活用していく。
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60_14A11101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ａ 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英語で文学作品を読む目的は、作品において使用されている様々な英語表現を学びつつ、
描かれている国や地域の文化について理解することにある。
この授業では代表的な文学者として、D．H．ロレンス（1885-1930）の短篇小説を読み、
この作家のおおまかな輪郭をとらえたいと思います。また、数多く出ている翻訳を参考にし
つつ、受講者各自が正確に英文を読み解く力を養うことも授業の目的となります。

授業内容

文学作品を読み，自分の問題として考えることもこの授業の主眼のひとつなので，「参考
書」に挙げた翻訳をあらかじめ読むことによって，受講者は作品のストーリーと要点あるい
は疑問点をおさえてから，授業に参加してください。

そのうえで原文の精読を行います。英語として難解な箇所について丁寧に辞書をひき，綿
密に考えて正確な意味をとっていきます。

適宜映像資料等を紹介し，作品の理解に欠くことのできない時代背景を解説します。

春学期は，第一次世界大戦終結までの期間に書かれた作品を読んでいきます。ロレンスの
生い立ちが窺われるとともに，作家としてひとり立ちしたことを示す作品，“Daughter of the
Vicar”「牧師の娘たち」から始める予定です。毎週テキスト精読を行いつつ、以下のテーマ
について解説をします。

第�週：上記の授業内容に関する質疑応答。
第�週：19世紀イギリス社会の基本知識。
第�週：ガヴァネス問題。課題の説明。
第�週：課題の講評。
第�週：リスペクタビリティと階級問題。
第�週：救貧法と貧困者への社会意識。
第�週：死亡率。
第	週：性役割についての社会通念。
第
週：ダーウィニズムと疑似科学。
第10週：春学期レポート課題の説明。
第11週：「家庭の天使」の内在化。
第12週：清潔観念と中流階級。
第13週：軍隊と売春。
第14週：結婚予告と婚姻法。

履修上の注意

難易度の高い英文を読みます。文学を読もうという意欲のある学生のみ履修してくださ
い。

必ず第一週から出席してください。

基本的には、秋学期開講の「英文学講読Ｂ」と合わせて受講するようにしてください。

なお、読書課題・レポートが出されます。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者は予習段階で丁寧に辞書をひき，不明点をはっきりさせて授業に参加してくださ
い。自分なりの訳・解釈を用意しておくことが求められます。教室で初めて読んで考えるこ
とは、他の参加者の時間も無駄にします。

また，その週に読む部分の要点と疑問点を授業前に提出することで出席とみなします。

常習的に予習していない者は出席を認めない場合があります。

教科書

プリントを配布します。開講時に指示します。

参考書

『新版ロレンス短編集』（上田和夫訳，新潮文庫）
『ロレンス短篇集』（河野一郎訳，岩波文庫）
『乾し草小屋の恋ロレンス短篇集』（西村孝次訳，福武文庫）

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

授業への準備および参加態度・質問内容（50%)、レポート（25%)、定期試験（25%）など
を勘案して行います。
また、予習をしていない場合には大幅な減点の対象になります。

その他

61_14A11201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｂ 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英語で文学作品を読む目的は、作品において使用されている様々な英語表現を学びつつ、描
かれている国や地域の文化について理解することにある。

この授業では代表的な文学者として、D．H．ロレンス（1885-1930）の短篇小説を読み、こ
の作家のおおまかな輪郭をとらえたいと思います。また、数多く出ている翻訳を参考にしつつ、
受講者各自が正確に英文を読み解く力を養うことも授業の目的となります。

授業内容

文学作品を読み，自分の問題として考えることもこの授業の主眼のひとつなので，「参考書」
に挙げた翻訳をあらかじめ読むことによって，受講者は作品のストーリーと要点あるいは疑問
点をおさえてから，授業に参加してください。

そのうえで原文の精読を行います。英語として難解な箇所について丁寧に辞書をひき，綿密
に考えて正確な意味をとっていきます。

適宜映像資料等を紹介し，作品の理解に欠くことのできない時代背景を解説します。

秋学期は，第一次世界大戦終結からロレンスの死までに書かれた作品を読みます。第一次世
界大戦がロレンスに与えた影響を考察しながら，Lady Chatterley’s Loverにいたる，作家の思索
の深まりを探っていきます。戦争に突き進んで行くイギリス社会と個人を描いた“England, My
England”「イギリスよ，わがイギリスよ」から始める予定です。毎週精読を行いつつ、以下の
テーマについて解説を行います。

第�週：上記の授業内容に関する質疑応答。
第�週：第一次世界大戦の基礎知識。課題講評。
第�週：開戦時の熱狂。女性の社会進出。
第�週：戦場の現実。
第�週：ロレンスと戦時下のイギリス社会。
第�週：戦場における「人殺し」の心理。
第�週：和訳課題の講評。
第	週：群集心理。
第
週：大衆と民主主義。
第10週：専制政治の問題。
第11週：秋学期課題の説明。
第12週：戦後の女性たち。
第13週：ヨーロッパの裸体運動。
第14週：性の解放とその問題。

履修上の注意

難易度の高い英文を読みます。文学を読もうという意欲のある学生のみ履修してください。

授業を履修したい学生は、必ず第一週から出席してください。

基本的には、春学期開講の「英文学講読Ａ」と合わせて受講するようにしてください。

なお、読書課題・レポートが出されます。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者は予習段階で丁寧に辞書をひき，不明点をはっきりさせて授業に参加してください。
自分なりの訳・解釈を用意しておくことが求められます。教室で初めて読んで考えることは、
他の参加者の時間も無駄にします。

また，その週に読む部分の要点と疑問点を授業前に提出することで出席とみなします。

常習的に予習していない者は出席を認めない場合があります。

教科書

プリントを配布する。開講時に指示する。

参考書

『新版ロレンス短編集』（上田和夫訳，新潮文庫）
『ロレンス短篇集』（河野一郎訳，岩波文庫）
『乾し草小屋の恋ロレンス短篇集』（西村孝次訳，福武文庫）
『ロレンス短篇集』（井上義夫編訳，ちくま文庫）

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

.授業への準備および参加態度・質問内容（50%)，レポート（25%)，定期試験（25%）など
を勘案して行います。
また，予習をしていない場合には，大幅な減点の対象になります。

その他
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62_14A12102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｃ 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

シャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』を講読します。

2009年、ブロードウェイ・ミュージカル『ジェイン・エア』が日本上陸、ヒロインを務めたのは松た
か子でした。好評を博して 2012年に再演、さらに今年、2023年 �月には、上白石萌音／屋比久知奈
のWキャストで再々演しました。今を時めく俳優が熱演するジェインとは、一体どんな人物なので
しょうか。ミュージカルになっただけではなく、これまで映画やテレビで実に 20回以上映像化されて
きた不朽の名作を、原文でじっくり読んでみませんか。

大勢で集まって文学作品を読む意義は、ひとりで読んでいては気づくことのできない様々な「読み」
（視点）を獲得できることです。到達目標は、イギリスの小説を「読む」ことを楽しみ、その思いを
明確に表現して伝えることができるようになること、そして、他者の意見を理解して、様々な視点を
獲得し、多角的に作品を分析できるようになることです。また、物語を読み進める過程で、ヴィクト
リア朝の社会や文化を知ることになるでしょう。

授業内容

� 指定範囲を精読して、感じたこと、考えたこと、話し合ってみたいことを書き出して提出しま
す。
� 担当教員が � の宿題を評価した上で、意見をまとめ、受講生のコメントを掲載した進行表を作
成します。
� 授業中は � の進行表を用いて、受講生の発表をもとに、ひとりで読んでいては気づくことので
きない様々な「読み」を共有します。また、下記のように、作品理解を深める話題や資料を提示しま
す。
� 受講生は授業中、発表に耳を傾け、投げかけられる問いから考察して、出席レポート（リアク
ション・ペーパー）を仕上げて提出、それを出席点とみなします。

第�回 作品を「読む」とはどういうことか ／授業の目標と宿題の方法を確認しましょう
第�回 Part � (p. 10 l. � ‒ p. 31 l. �) を分析した宿題を提出 ／ブロンテ姉妹の人生について思い

を巡らせましょう
第�回 Part � (p. 31 l. � ‒ p. 53 l. �) 宿題提出 ／Part � 講読 「色彩の効果」について考えま

しょう
第�回 Part � (p. 53 l. � ‒ p. 74 l. �) 宿題提出 ／Part � 講読 「小説とは何か」
第�回 Part � (p. 74 l. � ‒ p. 95 l. 33) 宿題提出 ／Part � 講読 「孤児の物語」
第�回 Part � (p. 95 l. 34 ‒ p. 117 l. �) 宿題提出 ／Part � 講読 「イギリスとフランスの歴史」
第�回 Part � (p. 117 l. � ‒ p. 137 l. 37) 宿題提出 ／Part � 講読 「イギリス貴族の邸宅と生活」
第	回 Part� (p. 137 l. 38 ‒ p. 159 l.�) 宿題提出 ／Part� 講読 「ビルドゥングスロマンの系譜」
第
回 Part 	 (p. 159 l. � ‒ p. 181 l. 23) 宿題提出 ／Part � 講読 「18時のアフタヌーン・ティ」
第10回 Part 
 (p. 181 l. 24 ‒ p. 203 l. �) 宿題提出 ／Part 	 講読 「崇高と美の概念」
第11回 Part 10 (p. 203 l. � ‒ p. 225 l. �) 宿題提出 ／Part 
 講読 「骨相学の流行」
第12回 Part 11 (p. 225 l. � ‒ p. 245 l. �) 宿題提出 ／Part 10 講読 「住み込みの家庭教師ガヴァネ

ス」
第13回 Part 12 (p. 245 l. � ‒ p. 266 l. �) 宿題提出 ／Part 11 講読 「ヴァージニア・ウルフの自分

ひとりの部屋」
第14回a Part 13 (p. 266 l. � ‒ p. 288 l. 25) 宿題提出 ／秋学期への展望 「小論執筆に向けて」

b 春学期の総括・記述試験

履修上の注意

� 必ず、指定教科書を入手して受講しましょう。版が異なると、ページ数・行数が異なります。指
定教科書のページ数・行数を明示していない提出物は受理できません。
� 遅刻厳禁。辞書必携。
� 難解な言葉を駆使して、一般的な意見を述べることよりも、今の自分が読むからこそ感じるこ
と、見えてくることを、飾らない身近な言葉で、ありのままに述べることが求められる授業です。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめ指定範囲を読み解いていないと、意見を言うことも、他の人の意見を理解することもでき
ません。毎回の宿題を、地道にこなすことが肝要です。

教科書

Charlotte Bronte, Jane Eyre (London : Penguin, 2006) ISBN: 978-7-141-44114-�

参考書

随時、紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の宿題と出席レポートは、採点しコメントを寄せて翌週に返却、その内容は授業中に、受講生が
発表したり、担当教員が紹介して共有します。

成績評価の方法

日常点 (宿題・出席レポート・発言) 60%
期末試験 40%
全授業数のうち、�分の �以上出席することが前提条件です。

その他

63_14A12202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｄ 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英文学講読 Cに続き、シャーロット・ブロンテの『ジェイン・エア』第 20章以降 (指定教科
書の 245ページ �行目以降) を講読します。作品を読み終えたら、テーマをひとつ選び、授
業で培った表現力と様々な視点を駆使して小論を仕上げます。

授業内容

� 指定範囲を精読して、感じたこと、考えたこと、話し合ってみたいことを書き出して提
出します。
� 担当教員が � の宿題を評価した上で、意見をまとめ、受講生のコメントを掲載した進
行表を作成します。
� 授業中は � の進行表を用いて、受講生の発表をもとに、ひとりで読んでいては気づく
ことのできない様々な「読み」を共有します。また、下記のように、作品理解を深める話題
や資料を提示します。
� 受講生は授業中、発表に耳を傾け、投げかけられる問いから考察して、出席レポート
（リアクション・ペーパー）を仕上げて提出、それを出席点とみなします。

第�回 Part 12 講読 「小論の書き方」を確認しましょう
第�回 Part 14 (p. 288 l. 26 ‒ p. 309 l. 	) を分析した宿題を提出 ／Part 13 講読 「文学作

品における病いと看護」について考えましょう
第�回 Part 15 (p. 309 l.
 ‒ p. 330) 宿題提出 ／Part 14 講読 「日本は幕末 使用人と雇用

主の想い」
第�回 Part 16 (p. 331 ‒ p. 351 l. 19) 宿題提出 ／Part 15 講読 「『サウンド・オブ・ミュー

ジック』の世界」
第�回 Part 17 (p. 351 l. 20 ‒ p. 372 l. 24) 宿題提出 ／Part 16 講読 「混血の民クレオール」
第�回 Part 18 (p. 372 l. 25 ‒ p. 393 l. 37) 宿題提出 ／Part 17 講読 「長子相続制 次男は

牧師か軍人か」
第�回 Part 19 (p. 393 l. 38 ‒ p. 416 l. 30) 宿題提出 ／Part 18 講読 「バーサの物語『サル

ガッソーの広い海』」
第	回 Part 20 (p. 416 l. 31 ‒ p. 440 l.�) 宿題提出 ／Part 19 講読 「100年後の物語『一握

の塵』」
第
回 Part 21 (p. 440 l. � ‒ p. 461 l. �) 宿題提出 ／Part 20 講読 「植民地主義の実態

『闇の奥』」
第10回 Part 22 (p. 461 l. � ‒ p. 481 l. 15) 宿題提出 ／Part 21 講読 「シンデレラ・ストー

リーの真実」
第11回 Part 23 (p. 481 l. 16 ‒ p. 502 l. �) 宿題提出 ／Part 22 講読 「理想の結婚とは」
第12回 Part 24 (p. 502 l. � ‒ p. 521) 宿題提出 ／Part 23 講読 「父パトリックの白内障」
第13回 Part 24 講読 「遠隔精神反応テレパシー」
第14回a 文芸批評の歴史

b 秋学期の総括・小論合評会

履修上の注意

� 春学期の英文学講読 C を履修して、作品前半の講読の内容を理解していることを前提
に、授業を展開します。
� 必ず、指定教科書を入手して受講しましょう。版が異なると、ページ数・行数が異なり
ます。指定教科書のページ数・行数を明示していない提出物は受理できません。
� 遅刻厳禁。辞書必携。
� 難解な言葉を駆使して、一般的な意見を述べることよりも、今の自分が読むからこそ感
じること、見えてくることを、飾らない身近な言葉で、ありのままに述べることが求められ
る授業です。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめ指定範囲を読み解いていないと、意見を言うことも、他の人の意見を理解するこ
ともできません。毎回の宿題を、地道にこなすことが肝要です。また、復習を通して、期末
の小論で取り上げるテーマを何にするか考えながら、材料を集めていきましょう。

教科書

Charlotte Bronte, Jane Eyre (London : Penguin, 2006) ISBN: 978-7-141-44114-�

参考書

随時、紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の宿題と出席レポートは、採点しコメントを寄せて翌週に返却、その内容は授業中に、
受講生が発表したり、担当教員が紹介して共有します。

成績評価の方法

日常点 (宿題・出席レポート・発言) 60%
期末の小論 40%
全授業数のうち、�分の �以上出席することが前提条件です。

その他

─ 36 ─



64_14A12103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｃ 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

主にオスカー・ワイルド（アイルランド出身）の短編を読解していきます。オスカー・ワイル
ドは、残した作品はさることながら、彼自身、非常に興味深い人生を駆け抜けた人物です。当
時としては奇抜な風貌と行動で世間にインパクトを与えていましたが、それだけではなく、彼
は真面目に人生と芸術の関係性を、まさに自身の人生をもって体現しました。そのような彼の
作品には、現代の私たちの人生にも共通する根本的なテーマ、問題意識が盛り込まれています。
彼の作品から感じ、学ぶことは少なくないはずです。
ワイルドの作品を読解しながら、私たち自身の問題意識へと繋げていくことが、このクラスの
大きな目標の�つとなります。

春学期は主に"The Canterville Ghost"を読解しながら、そこから見出されるテーマ、問題意識に
注目します。19世紀ヨーロッパ（英国）とアメリカとの関係性、各自がお互いに持つイメージ
を軸に、当時の文化、社会的価値観、芸術など、様々なテーマに注目していくことになります。
その後、彼の童話の�つ、"The Selfish Giant"にも目を通していく予定です。随時、視聴覚資料も
使用していきます。

授業内容

授業では、比較のためにワイルド以外の作品も随時読解していきます。
作品によっては全部を読むのではなく、重要な箇所を選び、その部分を担当者を決めながら精
読する形で進めていきます。
資料も多々配布します。映像、絵画などのビジュアル資料も随時使用していきます。

第�回：春学期授業の概要説明 / Oscar Wildeについて / 19世紀末イギリスの風景
第�回：“The Canterville Ghost” � 【<a modern country> vs. <the Old World>】
第�回：“The Canterville Ghost” � 【the Canterville Ghost 登場】
第�回：“The Canterville Ghost” � 【Sir William Gull / hystericsの概念】
第�回：“The Canterville Ghost” � 【"a Spectre in Armour"とは】
第�回：Review / リアクションペーパーの提出 / ディスカッション
第�回：“The Canterville Ghost” � 【<an American girl> vs <an English Ghost>�】
第	回：“The Canterville Ghost” � 【<an American girl> vs <an English Ghost>�】
第
回：“The Canterville Ghost” � 【Death vs. Love】 (読後の感想と分析 / 資料読解)
第10回：“The Selfish Giant” �
第11回：“The Selfish Giant” �
第12回：“The Selfish Giant” � (読後の感想と分析 / 資料読解)
第13回：関連資料の読解
第14回：a. 春学期のまとめ

b. 試験

* 受講者の関心により、予定している読解箇所を変更する場合もある。
* 折をみてレポートなどの課題を出す予定。
* 授業の進行については、受講者の理解などに合わせて適宜調整していく。

履修上の注意

上記はあくまで予定であり、変更があるかもしれません。毎回の指示をよく確認のこと。
授業中の私語、テキストや辞書の不携帯などがないように。大学生としての良識を問います。
出席、遅刻に関して、詳細は開講時に指示。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に与えられたテキスト関しては、各自必ず予習をして授業に臨むこと。
少し手ごわい作業となることもあるかもしれませんが、テキストに対して積極的な姿勢で臨ん
で下さい。随時読解をサポートする資料を配布します。
その中でわからない箇所が出た際には遠慮なく質問して下さい。
英語から日本語への単なる文章解釈にとどまらず、英文を通して、そこに描かれている風景、
筆者の思考を英文から直接汲み取るということを念頭に、楽しみながら、テキストに向き合っ
ていきましょう。

教科書

主にこちらで準備したプリントを使用する予定。詳しくは開講時に指示。

参考書

必要に応じて、授業内で紹介・解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加、課題提出など平常点（50％）
定期試験（50％）とともに総合的に行う。

その他

65_14A12203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｄ 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英文学講読Cに引き続き、主にオスカー・ワイルド（アイルランド出身）の短編を読解し
ていきます。非常に興味深い人生を駆け抜けた彼の作品を読解しながら、そこから見出さ
れるテーマ、問題意識に注目し、私たち自身の問題意識へと繋げていくことが、このクラ
スの大きな目標の�つとなります。

秋学期は主に"Lord Arthur Savileʼs Crime"、"The Nightingale and the Rose"に目を通してい
きます。その中で春学期同様、19世紀英国当時の社会的価値観や文化、芸術などに様々な
テーマに注目していくことになりますが、秋学期ではこの両作品を通し、さらにワイルド
の描く人間の本質に迫ります。ワイルドの批評にも目を通していく機会を作っていきま
す。また、ワイルドの晩年を取り巻く人々、そしていわゆる「ワイルド裁判」についても
注目する予定です。随時、視聴覚資料も使用していきます。

授業内容

授業では、比較のためにワイルド以外の作品も随時読解していきます。
作品によっては全部を読むのではなく、重要な箇所を選び、その部分を担当者を決めなが
ら精読する形で進めていきます。
資料も多々配布します。映像、絵画などのビジュアル資料も随時使用していきます。

第�回：秋学期授業の概要説明 / 19世紀末の芸術思想を垣間見る
第�回：“Lord Arthur Savileʼs Crime” �
第�回：“Lord Arthur Savileʼs Crime” �
第�回：“Lord Arthur Savileʼs Crime” �
第�回：“Lord Arthur Savileʼs Crime” �
第�回：“Lord Arthur Savileʼs Crime” �（資料読解）
第�回：Review / リアクションペーパー提出 / ディスカッション
第	回：“The Nightingale and the Rose” �
第
回：“The Nightingale and the Rose” �
第10回：“The Nightingale and the Rose” �
第11回：“The Nightingale and the Rose” �（資料読解）
第12回：Review / リアクションペーパー提出 / ディスカッション
第13回：関連資料の読解、ワイルド裁判について
第14回：a. 秋学期のまとめ

b. 試験

* 受講者の関心により、予定している読解箇所を変更する場合もある。
* 折をみてレポートなどの課題を出す予定。
* 授業の進行については、受講者の理解などに合わせて適宜調整していく。

履修上の注意

上記はあくまで予定であり、変更があるかもしれません。毎回の指示をよく確認のこと。
授業中の私語、テキストや辞書の不携帯などがないように。大学生としての良識を問いま
す。
出席、遅刻に関して、詳細は開講時に指示。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に与えられたテキスト関しては、各自必ず予習をして授業に臨むこと。
少し手ごわい作業となることもあるかもしれませんが、テキストに対して積極的な姿勢で
臨んで下さい。随時読解をサポートする資料を配布します。
その中でわからない箇所が出た際には遠慮なく質問して下さい。
英語から日本語への単なる文章解釈にとどまらず、英文を通して、そこに描かれている風
景、筆者の思考を英文から直接汲み取るということを念頭に、楽しみながら、テキストに
向き合っていきましょう。

教科書

主にこちらで準備したプリントを使用する予定。詳しくは開講時に指示。

参考書

必要に応じて、授業内で紹介・解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加、課題提出など平常点（50％）
定期試験（50％）とともに総合的に行う。

その他
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66_14A12101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｃ 引 田 直 巳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

イギリス小説における幻想的な作品を読む。
文学史の正典から外れている、もしくは裏街道を歩んでいる幻想文学
にスポットライトを当て、もうひとつのイギリス小説史を試みる。
前期はメアリー・シェリー「フランケンシュタイン」(1818)を中心に
講じる。

授業内容

第一回 イントロダクション
第二回 今日のゴシック・カルチャー
第三回 ピクチュアレスクとサブライム
第四回 墟と廃英国庭園
第五回 ホレス・ウォルポール「オトラント城」
第六回 テラーとホラー
第七回 メアリー・シェリーについて
第八回 「フランケンシュタイン」読解�
第九回 「フランケンシュタイン」�
第十回 「フランケンシュタイン」�
第十一回 「フランケンシュタイン」�
第十二回 映画「フランケンシュタインの花嫁」鑑賞
第十三回 映画「フランケンシュタインの花嫁」解読
第十四回 今日の「フランケンシュタイン伝説」自動人形、ロボッ
ト、サイボーグ、アンドロイドについて。

履修上の注意

小説だけではなく、映画、美術、音楽、サブカルなど、広い好奇心の
ある学生向け。
ホラーやファンタジー、SF、ミステリなどに関心のある学生なら、
さらに好ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

幻想文学およびゴシック小説に関する研究書・参考書・副読本の類は
かなり刊行されているので、自分で勉強しておくこと。

教科書

プリントを配布する。

参考書

風間賢二「ホラー小説大全」(角川ホラー文庫・双葉文庫)
風間賢二「完全版 新編ホラー小説大全」(青土社近刊予定)
小池滋「ゴシック小説をよむ」(岩波書店)
キャサリン・スプーナー「コンテンポラリー・ゴシック」(水声社)
ローズマリー・ジャクソン「幻想と怪奇の英文学Ⅲ」(春風社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加態度(40％)、レポート(60％)

その他

67_14A12201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学講読Ｄ 引 田 直 巳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

前期では主として18世紀における怪奇幻想小説(ゴシック・ロマンス)
と19世紀初頭のメアリー・シェリー「フランケンシュタイン」をとり
あげたが、後期は19世紀末のロバート・ルイス・スティーヴンソン
「ジキルとハイド」(1886)とブラム・ストーカー「吸血鬼ドラキュラ」
(1897)を読解する。

授業内容

第一回 イントロダクション
第二回 ロバート・L・スティーヴンソン「ジキル博士とハイド氏」

読解�
第三回 ロバート・L・スティーヴンソン「ジキル博士とハイド氏」

�
第四回 ロバート・L・スティーヴンソン「ジキル博士とハイド氏」

�
第五回 ロバート・L・スティーヴンソン「ジキル博士とハイド氏」

�
第六回 吸血鬼信仰
第七回 吸血鬼伝説
第九回 吸血鬼文学の系譜
第十回 ブラム・ストーカー「吸血鬼ドラキュラ」読解�
第十一回 ブラム・ストーカー「吸血鬼ドラキュラ」�
第十二回 ブラム・ストーカー「吸血鬼ドラキュラ」�
第十三回 ブラム・ストーカー「吸血鬼ドラキュラ」�
第十四回 ニュータイプ・ヴァンパイアについて

履修上の注意

写実的な小説以外のアンチ・リアリズム小説の構造と機能、そうした
作品が生み出される文化的・社会的背景に関心がある学生向け。
全体として、作品読解(作者の意図や物語内容の意味)より、作品を通
じての怪奇幻想的なるものの文化史・精神史を講じる。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義でとりあつかう作品は、あらかじめ読んでおくことが望ましい。

教科書

プリントを配布。

参考書

風間賢二「完全版 新編ホラー小説大全」(青土社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加態度(40％)、レポート(60％)

その他
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68_14A10101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学史Ａ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業のテーマ及び到達目標 英文学を学ぶにあたり、必要最小限の項目と固有名詞
についての知識を獲得する。同時に、文学研究に役立つと思われる文学的問題（各
回に掲げたトピック）を理解する。到達目標は以下の通り。�) 英文学作品において
使用されている様々な英語表現について理解している。�) 英文学作品で描かれてい
る，英語が使われている国・地域の文化について理解している。�) 英語で書かれた
代表的な英文学について理解している。

授業の概要 毎回の講義毎に英文学を学ぶ上で重要と思われる問題点を拾いながら，
英文学史を概観します。A（春学期）では，英語の成り立ちから説明し，17世紀まで
をカバーする予定です。時代に鑑み「疫病と文学」というゆるい括りを用いて英文
学史Aを組んでいます。

英文学史は表象芸術における伝統をあつかうものです。そして伝統の感覚とは可能
性の認識そのものと言ってもよいでしょう。その点で英文学史は単なる著名作家の
羅列ではありえません。講義でもその点に注意したいと思います。

授業内容

第�回 「文・学・史」についての断想 言葉はウイルスか？／言葉の隠喩としての
ウイルス

第�回 「文・学・史」についての断想 遺伝子とミーム：言葉を使う人間とは
第�回 疫病と文学 イントロ：古代、そして近現代／西洋中世からルネサンスへ
第�回 疫病と文学 黒死病と中英語 (ME = Middle English)：文学への助走／そも

そも「英語」はいつから？（中世文学最盛期以前）／黒死病とLollardry
第�回 黒死病と中英語文学
第�回 大母音推移とgrapholect
第�回 疫病と文学 シェイクスピアと疫病
第	回 疫病と文学 人文主義とルネサンス
第
回 疫病と文学（から少し離れて） プロテスタンティズム
第10回 疫病と文学（から少し離れて） バロック的感性
第11回 疫病と文学（から少し離れて） 清教徒革命と文学
第12回 疫病と文学 Defoe, Journal of the Plague Year (1722) 途中まで
第13回 疫病と文学 Defoe, Journal of the Plague Year (1722) つづき
第14回 疫病と文学 コロナ後の世界？ ･･･但し、予想ではない
定期試験

履修上の注意

できるだけ英文学史Bとあわせて履修して下さい

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストは特に定めません。授業で使うパワーポイント・スライドをPDFにして、随
時Oh-o! Meijiシステムで配布します。必要に応じて、講義はオンディマンドでも提
供されます。これを予習・復習に使って下さい。また出席をとる代わりに、毎回
Oh-o! Meiji での小テストを受けてもらいます（これが出席登録の代わりになりま
す）。

教科書

特に定めません。

参考書

特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価対象は、毎回の小テストの累積点(60%）ならびに期末試験（ないしは期末課題、
40%）です。この割合で計算した点数を素点として、評価を行います。

その他

69_14A10401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英文学史Ｂ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【履修目標】 英文学を学ぶにあたり、必要最小限の項目と固有名詞についての知識
を獲得する。同時に、文学研究に役立つと思われる文学的問題（各回に掲げたト
ピック）を理解する。到達目標は以下の通り。�) 英文学作品において使用されてい
る様々な英語表現について理解している。�) 英文学作品で描かれている，英語が使
われている国・地域の文化について理解している。�) 英語で書かれた代表的な英文
学について理解している。

【授業の概要】 毎回の講義毎に英文学を学ぶ上で重要と思われる問題点を拾いなが
ら，英文学史を概観します。英文学史B（秋学期）では，18世紀から始まって，20世
紀前半までカバーする予定です。英文学史は表象芸術における伝統をあつかうもの
です。そして伝統の感覚とは可能性の認識そのものと言ってもよいでしょう。その
点で英文学史は単なる著名作家の羅列ではありえません。講義でもその点に注意し
たいと思います。

授業内容

第�回 18世紀初頭の英国 ジャーナリズム・コーヒーハウス・小説／虚構と事実
の狭間としての小説：Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719) の場合

第�回 18世紀小説の展開
第�回 � 18世紀小説のさらなる展開
第�回 科学革命 コペルニクスからニュートンまで：機械的宇宙論へ
第�回 認識論の変容 部屋としての精神：ロック、バークリー、ヒューム
第�回 Adam Smith 「頭の中のこびと」から「不偏の内部者」、そして「見えざる

手」へ
第�回 �つの革命とロマン主義への動き
第	回 自然 (nature)、崇高、ゴシック：新古典主義からロマン主義へ
第
回 ロマン派第一世代：WordsworthとColeridge
第10回 ロマン派第二世代：Byron, Shelley, Keats
第11回 女性と小説 ヴィクトリア朝という時代：識字率・市場・主題
第12回 Victoria朝の小説家
第13回 ヴィクトリア朝小説 帝国の小説家たち：Stevenson, Haggard, Doyle,

Stoker, Kipling, Conrad（付・児童文学）／ヴィクトリア朝の詩
第14回 ヴィクトリア朝思想／20世紀初頭の文学：モダニズム、その他
定期試験

履修上の注意

できれば英文学史Aとあわせて履修して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストは特に定めません。授業で使うパワーポイント・スライドをPDFにして、随
時Oh-o! Meijiシステムで配布します。必要に応じて、講義はオンディマンドでも提
供されます。これを予習・復習に使って下さい。また出席をとる代わりに、毎回
Oh-o! Meiji での小テストを受けてもらいます（これが出席登録の代わりになりま
す）。

教科書

特に定めません。

参考書

特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価対象は、毎回の小テストの累積点(60%）ならびに期末試験（ないしは期末課題、
40%）です。この割合で計算した点数を素点として、評価を行います。

その他

特にありません。
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70_14F02901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米劇作家作品研究Ａ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業のテーマ】 舞台・映画を通じて、演劇芸術のあり方を考えます。舞台芸術では何ができる
か。映像と舞台とではどう違うのか。日本人作家の作品を肩慣らしに観た後に、シェイクスピアの
作品、そしてシェイクスピアに触発された日本の作品を通して考えていきます。今回は、演劇とい
うジャンルについて考えていきたいと思っています。

【到達目標】 ジャンルが違えば、ものの作り方も変わります。そして作品を読んだり観たりする時
に浮かび上がってくるトピックも、時代や場所によって異なります。それに、作品がターゲットと
する受容者層が異なれば、作品鑑賞にあたり前提とする知識もそれに応じて変わってきます。
これらのトピックに対しては、まず気づきが重要です。ですから授業で学生さんがあまり知らな

そうなトピックを私から解説するという作業はそんなにない予定です（全然ないわけではありませ
んが）。むしろ「なんだか知らないことが、ここでは大きな問題になっているみたいだぞ」という
感覚を養うこと、作品鑑賞を通じてしか生まれない問題意識を醸成することこそが到達目標です。
あなたにとっての作品の価値は、この意識の有無に大きく依存しますので。

授業内容

最初は肩慣らしに、英米の劇作家ではありませんが、前川知大＝作・演出の『獣の柱』を観てみ
ます。そこで鑑賞とトピックのあぶり出し方に慣れてもらいましょう。それから『ハムレット』中
の一番有名な独白を違う役者がどう演じるかを観てみます。その後、英国人であるトレバー・ナン
＝監督の映画版『十二夜』、そして井上ひさし＝作／蜷川幸雄＝演出の『天保十二年のシェイクス
ピア』を観ます。もし、進行がはやいようであれば、バズ・ラーマン監督の映画『ロミオとジュリ
エット』も観られるかもしれません。
ビデオを観て、そこから関心を払うべきトピックを残りの時間であぶり出す。そしてあぶり出し

たトピックについての調査結果を教員・学生双方から発言し、必要に応じてビデオを見直す。これ
が基本フォーマットです。適宜、オンラインで課題を提出してもらいます（�〜�回）。

第�回 『獣の柱』（イキウメ、作／演出＝前川知大、日本語、前半） 鑑賞とトピックあぶり出し
第�回 『獣の柱』（イキウメ、作／演出＝前川知大、日本語、後半） 鑑賞とトピックあぶり出し
第�回 『ハムレット』 “To be, or not to be” 比較 鑑賞と議論「映像と舞台」（Oh-o! Meijiを使っ

た課外小テストあり）
第�回 『十二夜』前半（映画、監督＝トレバー・ナン、英語・日本語字幕） 鑑賞とトピックあぶ

り出し
第�回 トピックについての議論
第�回 『十二夜』後半 鑑賞とトピックあぶり出し
第�回 トピックについての議論
第	回 井上ひさし＝作／蜷川幸雄＝演出の『天保十二年のシェイクスピア』パート� 鑑賞とト

ピックあぶり出し
第
回 トピックについての議論
第10回 『天保十二年のシェイクスピア』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第11回 トピックについての議論
第12回 『天保十二年のシェイクスピア』パート�
第13回 トピックについての議論
第14回 蜷川幸雄とシェイクスピア：講義

履修上の注意

観ないことにははじまりません。授業では、鑑賞の時でも途中で上映を止めて注意を喚起すること
があります。そしてトピックについての議論では、皆さんからの発言を募り、そこでの発言は評価
に反映されます。授業に出て、作品を鑑賞し、クイズに回答することが大切ですが、自分なりの問
題意識を深めることも重要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業以外に、たくさんの作品に触れるようにして下さい。

教科書

作品は、事前に読んでおくことをおすすめします。

参考書

とくにありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での反応・発言（30%）と課題（70%）により、成績判定します。

その他

71_14F03001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米劇作家作品研究Ｂ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業のテーマ】 舞台・ドラマ・映画を通じて、演劇芸術や現代世界の諸問題を考えます。
秋学期は米国作家を扱います。トニー・クシュナーの『エンジェルズ・イン・アメリカ』
(1991-92) のテレビドラマ版（HBO, six episodes, 2003. なお、アマゾン・プライムでは「エ
ンジェルス」という表記になっています）を通して、そこから見えてくるアメリカを検討し
ます。具体的にはアメリカ建国の精神、宗教、移動、マッカーシズム、民族、ジェンダーと
セクシュアリティ、疫病（本作の場合にはAIDS）といったテーマがからんできます。

【到達目標】 ジャンルが違えば、ものの作り方も変わります。そして作品を読んだり観たり
する時に浮かび上がってくるトピックも、時代や場所によって異なります。それに、作品が
ターゲットとする受容者層が異なれば、作品鑑賞にあたり前提とする知識もそれに応じて変
わってきます。
これらのトピックに対しては、まず気づきが重要です。ですから授業で学生さんがあまり

知らなそうなトピックを私から解説するという作業はそんなにない予定です（全然ないわけ
ではありませんが）。むしろ「なんだか知らないことが、ここでは大きな問題になっている
みたいだぞ」という感覚を養うこと、作品鑑賞を通じてしか生まれない問題意識を醸成する
ことこそが到達目標です。あなたにとっての作品の価値は、この意識の有無に大きく依存し
ますので。

授業内容

各ドラマ・エピソードは各々60分前後です。このドラマはアマゾン・プライム等でも、有
料ですが字幕つきで観ることができます。
奇数回では、エピソードを一回ずつ鑑賞し、そこから関心を払うべきトピックを残りの時

間であぶり出していきます。それに続く偶数回では、あぶり出したトピックについての調査
結果を教員・学生双方から発表し、必要に応じてビデオを見直します。エピソードごとに小
テストに答えてもらいます。

第�回：『エンジェルス・イン・アメリカ』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第�回：トピックについての議論（Oh-o! Meiji を使った課外小テストあり）
第�回：『エンジェルス・イン・アメリカ』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第�回：トピックについての議論（Oh-o! Meiji を使った課外小テストあり）
第�回：『エンジェルス・イン・アメリカ』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第�回：トピックについての議論（Oh-o! Meiji を使った課外小テストあり）
第�回：『エンジェルス・イン・アメリカ』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第	回：トピックについての議論（Oh-o! Meiji を使った課外小テストあり）
第
回：『エンジェルス・イン・アメリカ』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第10回：トピックについての議論（Oh-o! Meiji を使った課外小テストあり）
第11回：『エンジェルス・イン・アメリカ』パート� 鑑賞とトピックあぶり出し
第12回：トピックについての議論（Oh-o! Meiji を使った課外小テストあり）
第13回：総括議論 アメリカ建国の精神、宗教、移動、マッカーシズム、民族、ジェンダー

とセクシュアリティ
第14回：総括議論 疫病（特にAIDS）と演劇

履修上の注意

ドラマを観ないことにははじまりません。授業では、鑑賞の時でも途中で上映を止めて注意
を喚起することがあります。そしてトピックについての議論では、皆さんからの発言を募
り、そこでの発言は評価に反映されます。授業に出て、作品を鑑賞し、クイズに回答するこ
とが大切ですが、自分なりの問題意識を深めることがもっと大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業以外に、たくさんの作品に触れることが重要です。なお本作品はもともと舞台のための
二部よりなる作品です。舞台作品は2023年の�-�月に新国立劇場で公演予定です。観てお
くと,とても良いと思います。

教科書

教科書は、各自購入して下さい。こちらから発注はしません
Tony Kushner, Angels in America, new ed. (Nick Hern Books, 2017), ISBN-13: 978-1848426313.
その他は追って指示します。

参考書

A Study Guide for Tony Kushner's “Angels in America” (Gale Study Guides, 2017). ISBN-13: 978-
1375376174. Kindleで読めるe-bookもあります。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での反応・発言（30%）と小テスト（70%）により、成績判定します。

その他
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72_14A12803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 大須賀 寿 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉
20世紀前半のアメリカ文学の小説を読み、作品そのもの、作家自身、そして時代背景などに関して
理解を深めていく。

〈到達目標〉
20世紀初頭といえば、アメリカにとってどんな時代であったと想像するだろうか？そもそもアメリ
カといえば、あなた方は何を想像するのだろうか？それは人によって、答えが違うだろう。しか
し、19世紀後半から20世紀前半のアメリカは非常に面白い時代であるといえる。この授業では、小
説を読むことを中心として、英語表現、小説の内容のみならず小説の背景、そして地域性や作者の
持つバックグラウンドにも着目する。ただストーリーを追うだけではなく、知識を知り背景となる
小説を楽しみ，味わってもらうことも期待する。アメリカ文学に、そして英語圏の文学に関心を
もってもらうことを目標とする。

授業内容

春学期は以下のFitsgerald 、Steinbeck 両作品で女性について考えていく

第�回 オリエンテーション
第�回 19世紀末、20世紀のアメリカ文学について、扱う作品に関する講義
第�回 自分にとって最も印象に残った作品についてPresentation をする
第�回−The Chrysanthemums
第�回 The Chrysanthemums
第�回 The Chrysanthemums
第�回 Discussion
第	回 The White Quail
第
回 The White Quail
第10回 The White Quail
第11回 Discussion
第12回 Bernice Bobs Her Hair
第13回 Bernice Bobs Her Hair
第14回 Bernice Bobs Her Hair
第15回 Discussion

春学期のまとめ

履修上の注意

必ず予習をして授業に参加すること。ディスカッション及び各人に意見を発表してもらうので、必
ずその日の箇所を読んでおくこと。授業中に私語をする学生や携帯電話やスマートフォンを使用す
る学生、睡眠をとる学生は欠席とみなします。積極的に授業に参加し、意見交換がなされることを
期待しています。

ディスカッション、グループワークなどほかの学生との共同作業も多くなるので、必ず相手を尊重
すること。
同意ができない意見であったとしても、ほかの学生に対して誹謗中傷をしないこと。作品解釈には
さまざまな意見がでてくることは
当然のことです。

欠席�回に達した学生には単位を認定できなくなります。
遅刻�回で欠席�回になるので、遅刻をしないようにすること。グループワークなどに支障がでて
きます。
出席していても授業内活動に参加していない場合には欠席とみなします。
文庫本などの翻訳を授業中に開かないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

必ず教材を英文で読んでおくこと。翻訳がでている作品もあると思うが、翻訳を読んだだけで内容
を理解したと思わないでください。
作品を読んで、自分のなかで印象に残った箇所、印象に残ったことば、疑問点などを提示しておく
こと。また復習のときにも、もう一度授業でやった箇所を振り返っておくこと。

教科書

プリンㇳを配布予定。
なくさないようにきちんと管理しておくこと

参考書

フィッツジェラルド『グレ−ト・ギャツビー』 新潮文庫
村上春樹『ザ・スコット・フィッツジェラルドブック』 中央公論新社
中山喜代市著 『スタインベック』 清水書院
山本洋平、竹内理矢編著『深まりゆくアメリカ文学』 ミネルヴァ書房

その他必要に応じて、教室内で指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内での提出はコメントをつけて個別に返却します。また小テストなどを行った場合にも返却
し、必要に応じて全体にフィードバックをします。また、授業内でのプレゼンテーションに関して
は、個別にコメントを付けます。

成績評価の方法

定期試験かレポート（50％）授業でのプレゼンテーション（30％）授業への貢献度（20％：リア
クションペーパーの提出をもって出席とみなす）で評価します。60％に達した学生に単位を認定し
ます。欠席や遅刻は評価に不利になります。�回の遅刻を欠席�回とみなします。授業回数の�/
�の出席をしている学生のみが評価対象となります。
その他出席と欠席の基準に関しては、履修上の注意を確認すること

その他

73_14A12903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 大須賀 寿 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉
20世紀前半のアメリカ文学の小説を読み、作品そのもの、作家自身、そして時代背景など
に関して理解を深めていく。

〈到達目標〉
20世紀初頭といえば、アメリカにとってどんな時代であったと想像するだろうか？そもそ
もアメリカといえば、あなた方は何を想像するのだろうか？それは人によって、答えが違
うだろう。しかし、19世紀後半から20世紀前半のアメリカは非常に面白い時代であるとい
える。この授業では、小説を読むことを中心として、英語表現、小説の内容のみならず小
説の背景、そして地域性や作者の持つバックグラウンドにも着目する。ただストーリーを
追うだけではなく、知識を知り背景となる小説を楽しみ，味わってもらうことも期待す
る。アメリカ文学に、そして英語圏の文学に関心をもってもらうことを目標とする。春学
期で培ってきた知識をより発展させていく予定である。

授業内容

後期に引き続き、アメリカ文学の作品（トウェイン、アンダーソン、ヘミングウェイ、
フィッツジェラルド、スタインベック、フォークナーなどの作品）を読んでいきます。授
業内で読みたい作品、みんなで議論を深めていきたい作品があれば、お知らせください

第�回 オリエンテーション
第�回-第�回 作品講読
第�回 ディスカッション
第�回-第11回 作品講読
第12回 ディスカッション
第13回 舞台化された作品について
第14回 春学期のまとめ

履修上の注意

履修上の注意
必ず予習をして授業に参加すること。ディスカッション及び各人に意見を発表してもらう
ので、必ずその日の箇所を読んでおくこと。授業中に私語をする学生や携帯電話やスマー
トフォンを使用する学生、睡眠をとる学生は欠席とみなします。積極的に授業に参加し、
意見交換がなされることを期待しています。

ディスカッション、グループワークなどほかの学生との共同作業も多くなるので、必ず相
手を尊重すること。
同意ができない意見であったとしても、ほかの学生に対して誹謗中傷をしないこと。作品
解釈にはさまざまな意見がでてくることは
当然のことです。

欠席�回に達した学生には単位を認定できなくなります。
遅刻�回で欠席�回になるので、遅刻をしないようにすること。グループワークなどに支
障がでてきます。
出席していても授業内活動に参加していない場合には欠席とみなします。
文庫本などの翻訳を授業中に開かないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

必ず教材を英文で読んでおくこと。翻訳がでている作品もあると思うが、翻訳を読んだだ
けで内容を理解したと思わないでください。
作品を読んで、自分のなかで印象に残った箇所、印象に残ったことば、疑問点などを提示
しておくこと。また復習のときにも、もう一度授業でやった箇所を振り返っておくこと。

教科書

プリンㇳを配布します。
なくさないように気をつけること

参考書

村上春樹『ザ・スコット・フィッツジェラルドブック』 中央公論新社
中山喜代市著 『スタインベック』 清水書院
山本洋平、竹内理矢編著『深まりゆくアメリカ文学』 ミネルヴァ書房

その他必要に応じて、アメリカ文学史に関する資料、その他授業に関連する資料などを教
室内で指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に作業したものはコメントをつけて、授業時に返却をします。Presentation などに
対しては、コメントとフィードバックをします。

成績評価の方法

定期試験かレポート（50％）授業でのプレゼンテーション（30％）授業への貢献度
（20％：リアクションペーパーの提出をもって出席とみなす）で評価します。60％に達し
た学生に単位を認定します。欠席や遅刻は評価に不利になります。�回の遅刻を欠席�回
とみなします。授業回数の�/�の出席をしている学生のみが評価対象となります。

その他
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74_14A12802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文学作品を英語で読む際に「英文の意味は一応訳すことができるし、全体のス
トーリーは理解できるのだが、なんとなくしっくりしない」と感じたことはあり
ませんか。その「なんとなくしっくりしない部分」それはその文学作品が書かれ
た文化的・社会的文脈における様々な「ルール」になじみが薄いことにその一因
があるといえるでしょう。このクラスはイギリス文学及び文化事象を図像・映像・
音像など文字以外の媒体を通じて読むことを目標とします。一般的に文学を読む
ということは、文字を読むという行為から始まります。特に外国語で書かれたも
の（優れた翻訳の力を借りることは時として効果的ですが）の場合、それを解釈
する過程において様々な「障壁」があります。それらの障壁をなるべくなくすた
めに、また読者と文学テクストとの時代的・文化的距離をより小さくするために
多角的なアプローチが効果的であると考えます。絵画・絵本・映画などイギリス
文学と映像文化の関連性、イギリスの階級制度や地域性、イギリス人の行動様式
や社会的慣習、ユーモアのセンスなどについて書かれたテクストをベースに授業
を進めていきます。履修者のみなさんには、多角的なテクストの「読み」を通じ
てイギリスという国をより身近に感じ、英国（また英国に関連した）文学作品を
より深く解釈できるようになることを目指します。

授業内容

Week-� Introduction to British Culture: 'Britishness'
Week-� British sense of humour-�
Week-� British sense of humour-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� British Literature and films-�
Week-	 British Literature and films-�
Week-
 Reading picture books-�
Week-10 Reading picture books-�
Week-11 Visual Culture (Literature and paintings)-�
Week-12 Visual Culture (Literature and paintings)-�
Week-13 Writing about literature : how to write an academic essay
Week-14 Term-end Revision

履修上の注意

履修者のみなさんの意見、問題提起などがクラスの充実度を左右します。活発な
クラス参加を期待します。

準備学習（予習・復習等）の内容

Watching the English の内容を中心に授業を進めますが、これ以外にも適宜ハンド
アウトを配布します。毎週指定する「テクスト」は必ず精読した上で、質問・コ
メントを準備してから授業に臨んでください。

教科書

Fox, Kate. Watching the English : The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder,
2004.

参考書

Christopher, David P. British Culture : An Introduction. 3rd edition. Routledge, 2015.
D'oriscoll, James. Britain for Learners of English. OUP, 2009.

課題に対するフィードバックの方法

クラスでのフィードバック及びクラスウェブ上で個別にフィードバックを行いま
す。

成績評価の方法

Weekly assignments 50%; Term-end written assignment 50%

その他

75_14A12902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文学作品を英語で読む際に「英文の意味は一応訳すことができるし、全体のス
トーリーは理解できるのだが、なんとなくしっくりしない」と感じたことはあり
ませんか。その「なんとなくしっくりしない部分」それはその文学作品が書かれ
た文化的・社会的文脈における様々な「ルール」になじみが薄いことにその一因
があるといえるでしょう。このクラスはイギリス文学及び文化事象を図像・映像・
音像など文字以外の媒体を通じて読むことを目標とします。一般的に文学を読む
ということは、文字を読むという行為から始まります。特に外国語で書かれたも
の（優れた翻訳の力を借りることは時として効果的ですが）の場合、それを解釈
する過程において様々な「障壁」があります。それらの障壁をなるべくなくすた
めに、また読者と文学テクストとの時代的・文化的距離をより小さくするために
多角的なアプローチが効果的であると考えます。絵画・絵本・映画などイギリス
文学と映像文化の関連性、イギリスの階級制度や地域性、イギリス人の行動様式
や社会的慣習、ユーモアのセンスなどについて書かれたテクストをベースに授業
を進めていきます。履修者のみなさんには、多角的なテクストの「読み」を通じ
てイギリスという国をより身近に感じ、英国（また英国に関連した）文学作品を
より深く解釈できるようになることを目指します。

授業内容

Week-� Revision : British Culture & Literature
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Exploring English Culture-�
Week-� Exploring English Culture-�
Week-	 How to analyse texts-�
Week-
 How to analyse texts-�
Week-10 Academic Paper and Presentation
Week-11 Term-end Presentation-�(Peer Feedback)
Week-12 Term-end Presentation-�(Peer Feedback)
Week-13 Term-end Presentation-�(Peer Feedback)
Week-14 Term-end Revision

履修上の注意

履修者のみなさんのContributionが良い授業を作ります。活発な授業参加を期待し
ます。期末プレゼンテーションについてはPeer Feedbackを行います。「良かった」
「興味深い」などの数語コメントではなく、具体的かつ的確なコメントを書いた場
合は評価します。

準備学習（予習・復習等）の内容

Watching the English をメインに授業を進めますが、これ以外にも適宜ハンドアウ
トを配布します。毎週指定する「テクスト」は必ず精読した上で、質問・コメン
トを準備してから授業に臨んでください。

教科書

Fox, Kate. Watching the English : The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder,
2004.

参考書

Christopher, David P. British Culture : An Introduction. 3rd edition. Routledge, 2015.
D'oriscoll, James. Britain for Learners of English. OUP, 2009.
Lodge, David. The Art of Fiction. Vintage Books, 2011.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Weekly assignments 50%; Term-end assignments (presentation & paper) 50%

その他

クラスでのフィードバック及びクラスウェブ上でのフィードバックを行います。
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76_14A12804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

言語学的分析のためのテキストの基本的な加工について学びます。統計的な言語分
析では分析対象となるテキストに含まれる構造（例えば「語」や「文」）に注目し
て、その数を数えることが出発点です。テキストが短い場合は自分で数えることも
できますが、小説などを対象とする場合、膨大な時間が必要となり現実的ではあり
ません。そのため、コンピュータを利用した効率的な加工法を使用することになり
ます。

�年生以降で計量言語学を専攻する学生だけでなく、統語論、音声学などへの応用
も考慮します。例えば、理論言語学的な分析（「統語論」クラスで学ぶような）を行
う場合でも、注目する言語現象が起きる単位にテキストを分割することは、現象の
観察や、例を得るのにも有効です。「事例研究」として実際に計量的な方法を使用し
た論文を読むことで、そこで使用されたテクニックを理解するとともに、言語学の
論文のなりたちを学びます。
[到達目標]
研究目的に応じて何を数量化すべきかを意識し、テキストエディタの正規表現を
使った基本的なテキスト加工法を身に着ける。

授業内容

次のような進行を予定している。テーマについての講義とグループワークをミック
スする。期末には学習した手法に基づくレポートを個別に提出。期間中、理解度を
確認するための小テストを実施する場合もある。
�. 分析対象としての「テキスト」概論
�.「事例研究�」
�. 正規表現による加工
�.「事例研究�」
�. カウント単位としての「語」
�.「語」の加工とカウント（英語）
�.「語」の加工とカウント（日本語）
	. 中間発表�

. 中間発表�
10.「事例研究�」
11. カウント単位としての「文」
12.「文」の加工とカウント（英語）
13.「文」の加工とカウント（日本語）
14. 最終発表とまとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

使用するソフトウェアは無料または安価なものなので、各自予習・復習できる環境
を作ること。

教科書

なし。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

個別提出の期末レポート60%、理解度テスト・グループワーク等40%

その他

77_14A12904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演習Aで学んだ「構造を意識した加工」を押しす勧め、本クラスで
は、初歩的な計量的手法によるテキスト分析、音声学的分析、統語論
的分析を例に、必要なテキスト加工から、分析後の報告までのプロセ
スの実習を行ないます。
[到達目標]
分析目的、言語学上の構造を意識し、分野毎にどういう加工をすべき
かを考えられるようにする。

授業内容

次のような進行を予定している。テーマについての講義とグループ
ワークをミックスする。期末には学習した手法に基づくレポートを個
別に提出。期間中、理解度を確認するための小テストを実施する場合
もある。
�. テキスト加工技術のまとめ
�. 計量的分析以外のアプローチを見る
�. 「非計量的事例研究」
�. 「事例研究�」
�. 音声に関する計量的アプローチ�
�. 音声に関する計量的アプローチ�
�. 音声に関する計量的アプローチ�
	. 中間発表�

. 中間発表�
10. 「事例研究�」
11. 「文法に関する計量的アプローチ�
12. 「文法に関する計量的アプローチ�
13. 「文法に関する計量的アプローチ�
14. 最終発表とまとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

使用するソフトウェアは無料または安価なものなので、各自予習・復
習できる環境を作ること。

教科書

なし。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

個別提出の期末レポート60%、理解度テスト・グループワーク等40%

その他
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78_14A12806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

General Topic: E. B. Whiteʼs 『The Trumpet of the Swan』

This seminar in American literature for second-year English majors continues the goals and methods of Kiso Enshu. The 2nd
Year Seminar is designed to expand your text/narrative literacy through attention to (�) the ethical contents of a story, (�) the
structural elements of a story, and (�) communication of ideas through speaking and writing.

The primary text will be E.B.Whiteʼs『The Trumpet of the Swan』, which is the third book in Whiteʼs classic trilogy for juvenile
readers that includes the equally famous『Charlotteʼs Web』 and『Stuart Little』. The target age for the『The Trumpet of the
Swan』is grades�-�, but donʼt be fooled into thinking that itʼs a simple book. Like picture books for children, even the simplest
story cannot be adequately understood or discussed without a minimum of analytical skills and time-based effort. Topics and
issues that can be studied through 『The Trumpet of the Swan』 include the diverse geographies and cultures of the United
States; American music from the decades before and after WWII, with a special emphasis on the legendary jazz trumpeter Louis
Armstrong ; gender, race, and disability ; and above all the majority/minority relationships between human beings and animals.
The first half of 『The Trumpet of the Swan』will be read in the spring semester, the second half in the fall.

English communication skills will be strengthened through weekly activities that target all four skills in an integrated way. PPT
lectures about all chapters of『The Trumpet of the Swan』will be supplemented through various kinds of speaking and writing
activities. These activities will be done in small groups of�˜� students to enable the instructor to focus on studentsʼ individual
skill levels, needs, and goals as an English major.

授業内容

�. Overview of E. B. Whiteʼs Life and Work
�. Lecture & Reading #� Chapters �˜�
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #� Chapters �˜	
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
	. Lecture & Reading #� Chapters 
˜12

. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
10. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
11. Ethical Storytelling, Ethical Reading, Ethical Writing
12. Preparation for Final Speaking & Writing Activities
13. Final Speaking Activity : Open Mic on Assigned Topics
14. Final Writing Activity : Sam, Louis, and E. B. White

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

2nd Year Seminar is merely one window for acquiring new knowledge and ways of thinking. That is, whenever you come across
unfamiliar historical or cultural references in 『The Trumpet of the Swan』or the instructorʼs PPT lectures, take a moment to
search for more information on the internet, in Meiji Universityʼs libraries, or by browsing the many bookstores surrounding
Meiji University. This is how to use 2nd Year Seminar, and all of your classes, as windows for seeing farther and deeper.

教科書

The original English publication, in paperback, of E. B.Whiteʼs『The Trumpet of the Swan』 is a required text. Be sure to buy the
edition indicated below, which has been ordered for this class. During the registration period in April, go to the designated
location on Izumi Campus to purchase your copy. You must tell the staff the following information to get your textbook : the
name of this class, the day and time, and the instructorʼs name. You should bring this book to class every week.

Title:『The Trumpet of the Swan』
Author : E. B. White
Publisher:  PUFFIN BOOKS (July �, 2014)
Language:  English
Type : Paperback
ISBN-10:  0141354844
ISBN-13:  978-0141354842
Price: ¥1311

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports function in Oh-Meiji will be used to provide feedback to students individually.

成績評価の方法

1. Plagiarism 剽窃・盗作. Every student is personally responsible for knowing what “plagiarism” means. In this class, proof of
plagiarism will result in a grade of “F” for the course and an official report will be made to Meiji University, which may result in
further penalties. If plagiarism is judged to have occurred because of inconsistencies in writing style and level of English fluency
within the same writing assignment, depending on the degree of suspected plagiarism, the score for the writing assignment can
be anywhere from 7˜59.
2. If you do not buy your own copy of the textbook, you cannot pass this course.
3. Attendance is taken at the start of every class. Frequent lateness, or more than� unexcused absence, will lower your course
grade.
4. Excused Absence => If you miss a graded activity because of illness or emergency, please be prepared to have a doctor or
parent send me an email, with a phone number I can call for verification if necessary. If I get an email with a phone number to
call, you can be re-scheduled for the missed activity or get a make-up assignment.
5. Together with (�)˜(�), your course grade will be determined as follows:
15% � Speaking Activities in Weeks �˜10
15% � Writing Activities in Weeks �˜10
35% Final Speaking Activity
35% Final Writing Activity

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were designed and written by me.
“R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing during your entire time at Meiji University : Read a lot. Examine
what you read. Analyze your examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your life.
Germinate your own words.

79_14A12906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

General Topic: E. B. Whiteʼs 『The Trumpet of the Swan』

This seminar in American literature for second-year English majors continues the goals and methods of Kiso Enshu. The 2nd
Year Seminar is designed to expand your text/narrative literacy through attention to (�) the ethical contents of a story, (�) the
structural elements of a story, and (�) communication of ideas through speaking and writing.

The primary text will be E.B.Whiteʼs『The Trumpet of the Swan』, which is the third book in Whiteʼs classic trilogy for juvenile
readers that includes the equally famous『Charlotteʼs Web』 and『Stuart Little』. The target age for the『The Trumpet of the
Swan』is grades�-�, but donʼt be fooled into thinking that itʼs a simple book. Like picture books for children, even the simplest
story cannot be adequately understood or discussed without a minimum of analytical skills and time-based effort. Topics and
issues that can be studied through 『The Trumpet of the Swan』 include the diverse geographies and cultures of the United
States; American music from the decades before and after WWII, with a special emphasis on the legendary jazz trumpeter Louis
Armstrong ; gender, race, and disability ; and above all the majority/minority relationships between human beings and animals.
The first half of 『The Trumpet of the Swan』will be read in the spring semester, the second half in the fall.

As in the spring semester, English communication skills will be strengthened through weekly activities that target all four skills in
an integrated way. PPT lectures about all chapters of『The Trumpet of the Swan』will be supplemented through various kinds
of speaking and writing activities. These activities will be done in small groups of�˜� students to enable the instructor to focus
on studentsʼ individual skill levels, needs, and goals as an English major.

授業内容

�. Overview of E. B. Whiteʼs Life and Work
�. Lecture & Reading #� Chapters 13˜15
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #� Chapters 16˜18
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
	. Lecture & Reading #� Chapters 19˜21

. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
10. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
11. Ethical Storytelling, Ethical Reading, Ethical Writing
12. Preparation for Final Speaking & Writing Activities
13. Final Speaking Activity : Open Mic on Assigned Topics
14. Final Writing Activity : Sam, Louis, and Alain de Botton

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

2nd Year Seminar is merely one window for acquiring new knowledge and ways of thinking. Whenever you come across
unfamiliar historical or cultural references in 『The Trumpet of the Swan』 or the instructorʼs PPT lectures, take a moment to
search for more information on the internet, in Meiji Universityʼs libraries, or by browsing the many bookstores surrounding
Meiji Universityʼs Surugadai campus. This is how to use 2nd Year Seminar, and all of your classes, as windows for seeing farther
and deeper.

教科書

The original English publication, in paperback, of E. B.Whiteʼs『The Trumpet of the Swan』 is a required text. Be sure to buy the
edition indicated below, which has been ordered for this class. During the registration period in April, go to the designated
location on Izumi Campus to purchase your copy. You must tell the staff the following information to get your textbook : the
name of this class, the day and time, and the instructorʼs name. You should bring this book to class every week.

Title:『The Trumpet of the Swan』
Author : E. B. White
Publisher:  PUFFIN BOOKS (July �, 2014)
Language:  English
Type : Paperback
ISBN-10:  0141354844
ISBN-13:  978-0141354842
Price: ¥1311

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports function in Oh-Meiji will be used to provide feedback to students individually.

成績評価の方法

1. Plagiarism 剽窃・盗作. Every student is personally responsible for knowing what “plagiarism” means. In this class, proof of
plagiarism will result in a grade of “F” for the course and an official report will be made to Meiji University, which may result in
further penalties. If plagiarism is judged to have occurred because of inconsistencies in writing style and level of English fluency
within the same writing assignment, depending on the degree of suspected plagiarism, the score for the writing assignment can
be anywhere from 7˜59.
2. If you do not buy your own copy of the textbook, you cannot pass this course.
3. Attendance is taken at the start of every class. Frequent lateness, or more than� unexcused absence, will lower your course
grade.
4. Excused Absence => If you miss a graded activity because of illness or emergency, please be prepared to have a doctor or
parent send me an email, with a phone number I can call for verification if necessary. If I get an email with a phone number to
call, you can be re-scheduled for the missed activity or get a make-up assignment.
5. Together with (�)˜(�), your course grade will be determined as follows:
15% � Speaking Activities in Weeks �˜10
15% � Writing Activities in Weeks �˜10
35% Final Speaking Activity
35% Final Writing Activity

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were designed and written by me.
“R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing during your entire time at Meiji University : Read a lot. Examine
what you read. Analyze your examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your life.
Germinate your own words.
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80_14A12801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 西 尾 洋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

William Shakespeare（1564−1616）の作品の中でも、最も人気が高くまた読み
やすいもののひとつである『夏の夜の夢』A Midsummer Night's Dreamをとりあ
げる。初めてシェイクスピアの原文に接する受講生にも無理のないよう、Active
かつDramaticなリーディングを助けるテキストを簡潔な註に沿って丁寧に読み
進め、詩的、劇的な効果を存分に味わいたい。芝居の台詞としての英語の音の
響きも大切にしたいので、実際の上演舞台や映画をDVDで視聴しながら、全体
像を把握しつつ進める。英語の語感が深く豊かに養われることを目指す。
恋愛喜劇の中に、祝祭性、民俗性、幻想的な美しさ、超自然、人間の欲望、変
容など様々な普遍的テーマや現代的な問題が織り込まれたこの作品は音楽やバ
レエ、絵画等のモチーフにも広く取り上げられている。実際に劇場に足を運べ
ないまでも、視聴覚教材を利用して「読む」という行為にとどまらず、立体的
に作品世界をとらえる機会を設けていく予定。また、関連した作品、例えば
『ロミオとジュリエット』、『ヴェニスの商人』の一場面を抜き出して鑑賞したり
読み比べたりする時間も持ちたい。

授業内容

（�）講義の概要と計画説明
（�）（�）イントロダクション（作品の全体像）
（�）（�）（�）Ａｃｔ�
（�）Ａｃｔ�のまとめ
（	）（
）（10）Aｃｔ�
（11）Ａｃｔ�のまとめ
（12）（13）Ａｃｔ�
（14）春学期の総括、課題指示

必然的に授業外で各自が通読してくることが求められる。精読のために取り上
げる英文はその都度、教科書の中から選択、もしくは講師側で準備して配布す
る。必ず丹念に辞書を引いて読むこと。台詞としての英語のリズムやイント
ネーションにも配慮しながら、音読も実践していく。余地があれば新旧の批評
も読みたい。

履修上の注意

出席重視。演習授業の利点をフルに活かして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

劇作品をテンポよく味わうためにも予習は必須です。

教科書

William Shakespeare, Cambridge School Shakespeare : A Midsummer Night’ s
Dream (Cambridge University Press) New Edition

参考書

C.T.Onions, Shakespeare Glossary (Oxford)

課題に対するフィードバックの方法

対面の授業内で直接、解答、解説、講評、返却等を行う。

成績評価の方法

学期末課題と平常点を総合評価。

その他

若きシェイクスピアの書いた瑞々しい喜劇『夏の夜の夢』を通して、格調高い
英文に触れ、劇世界の魅力を探究して下さい。スリリングで様々な発見に満ち
た時間を作って行きましょう。

81_14A12901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 西 尾 洋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

William Shakespeare（1564−1616）の作品の中でも、最も人気が高くまた読み
やすいもののひとつである『夏の夜の夢』A Midsummer Night's Dreamをとりあ
げる。初めてシェイクスピアの原文に接する受講生にも無理のないよう、Active
かつDramaticなリーディングを助けるテキストを簡潔な註に沿って丁寧に読み
進め、詩的、劇的な効果を存分に味わいたい。芝居の台詞としての英語の音の
響きも大切にしたいので、実際の上演舞台や映画をDVDで視聴しながら、全体
像を把握しつつ進める。英語の語感が深く豊かに養われることを目指す。
恋愛喜劇の中に、祝祭性、民俗性、、幻想的な美しさ、超自然、人間の欲望、変
容など様々な普遍的テーマや現代的な問題が織り込まれたこの作品は音楽やバ
レエ、絵画等のモチーフにも広く取り上げられている。実際に劇場に足を運べ
ないまでも、視聴覚教材を利用して「読む」という行為にとどまらず、立体的
に作品世界をとらえる機会を設けていく予定。また、関連した作品、例えば
『ロミオとジュリエット』、『ヴェニスの商人』の一場面を抜き出して鑑賞したり
読み比べたりする時間も持ちたい。

授業内容

(�)課題の受取、秋学期計画確認
(�)(�)(�)Ａｃｔ�
（�）Ａｃｔ�のまとめ
（�)(�)(	)Aｃｔ�
（
）Aｃｔ�のまとめ
(10)(11)(12)Ａｃｔ�
（13）Ａｃｔ�のまとめ
(14）秋学期の総括

必然的に授業外で各自が通読してくることが求められる。精読のために取り上
げる英文はその都度、教科書の中から選択、もしくは講師側で準備して配布す
る。必ず丹念に辞書を引いて読むこと。台詞としての英語のリズムやイント
ネーションにも配慮しながら、音読も実践していく。余地があれば新旧の批評
も読みたい。

履修上の注意

出席重視。演習授業の利点をフルに活かし、主体的に参加しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

劇作品をテンポよく読み進めるために予習は必須です。音読下読み、単語調べ、
解釈等。

教科書

William Shakespeare, Cambridge School Shakespeare : A Midsummer Night’ s
Dream (Cambridge University Press, 2014)New Edition

参考書

C.T.Onions, Shakespeare Glossary (Oxford)

課題に対するフィードバックの方法

対面の授業内で直接、解答、解説、講評、返却等を行う。

成績評価の方法

学期末試験と日常点を総合評価。

その他

『夏の夜の夢』の美しい韻文やユーモア溢れるテンポの良い会話文を通して、学
年末には「シェイクスピアを原文で読み切った！」という達成感と充実感を味
わってもらいたいと思います。
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82_14A12805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ことばの意味とは何か，さまざまな角度から説明できるようになることを目指し
ます。英語で書かれた文献を読んで，語の意味はどのように捉えることができる
のかを考察します。意味論（特に語彙意味論）の取り扱う分野を英語で読むこと
により，アカデミック・リーディングに慣れることも目標の一つです。

授業内容

語彙意味論の入門的内容の英文を読みます。担当者を決めてあらかじめ日本語を
提出してもらい，その後，解説と共にクラス全体で内容を深く理解して行きます。
また毎回、重要な概念を復習する小テストも行います。

第�回 ことばの意味とは何か，アカデミック・リーディングについて
第�回 Word-formation �
第�回 Word-formation �
第�回 Word-formation �
第�回 Word-formation �
第�回 Multiple Meaning �
第�回 Multiple Meaning �
第	回 Multiple Meaning �
第
回 Multiple Meaning �
第10回 Meaningful Relations �
第11回 Meaningful Relations �
第12回 Meaningful Relations �
第13回 Meaningful Relations �
第14回 a試験, bまとめ, 解説

履修上の注意

理由のない欠席が�/�以上になると単位認定できないので注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

英文を読み，さらに専門的な内容を理解するには，次の週に読むべき個所は必ず
予習が必要です。知らない単語を引いたり、専門用語のリストを作ったりしま
しょう。あらかじめパラグラフごとに担当者を決めて，日本語訳を提出してもら
うので，担当者は特にしっかりと準備をすること。

教科書

Cowie, A.P. (2009) Semantics. Oxford University Press. ISBN: 9780194389235

参考書

学習英和辞典（『ウィズダム英和辞典』『ジーニアス英和辞典』など）、もしくは学
習英英辞典（Longman Dictionary of Contemporary Englishなど）
池上嘉彦 編（1996）『英語の意味』（テイクオフ英語学シリーズ�）（大修館書店）
岸本秀樹・于一楽 著（2022）『ベーシック語彙意味論』（ひつじ書房）
瀬田幸人・保坂靖人・外池滋生・中島平三（編) (2010)『[入門] ことばの世界』
（大修館書店）
中野弘三 服部義弘 小野隆啓 西原哲雄 (編著) (2015)『最新英語学・言語学用
語辞典』（開拓社）
ラインハート・ハートマン , グレゴリー・ジェームズ著 ; 浅田幸善 [ほか] 訳
(2003)『辞書学辞典』（研究社）
Carter, R. (2012) Vocabulary : Applied Linguistic Perspectives. Routledge.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・提出物・授業参加度など）50%，試験50%

その他

昨年度は配布資料の日本語訳の訂正が読みづらいという意見がありました。工夫
して資料を作成したいと思います。進度が速いと感じる人もいるようですが、専
門的内容の英文を読むことに慣れて行くことも目標なので頑張っていきましょう。

83_14A12905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ことばの意味とは何か，さまざまな角度から説明できるようになることを目指しま
す。英語で書かれた文献を読んで，語の意味はどのように捉えることができるのか
を考察します。語彙意味論や語用論の取り扱う分野を英語で読むことにより，アカ
デミック・リーディングに慣れることも目標の一つです。

授業内容

語彙意味論・語用論の入門的内容の英文を読みます。担当者を決めてあらかじめ日
本語訳を提出してもらい，その後，解説と共にクラス全体で内容を深く理解して行
きます。また毎回、重要な概念を復習する小テストも行います。

第�回 語彙意味論の基礎と復習
第�回 Set Phrases �
第�回 Set Phrases �
第�回 Set Phrases �
第�回 Set Phrases �
第�回 Components of Meaning �
第�回 Components of Meaning �
第	回 Components of Meaning �
第
回 Components of Meaning �
第10回 Pragmatics �
第11回 Pragmatics �
第12回 Pragmatics �
第13回 Pragmatics �
第14回 a試験, bまとめ, 解説

履修上の注意

理由のない欠席が�/�以上になると単位認定できないので注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

英文を読み，さらに専門的な内容を理解するには，次の週に読むべき個所は必ず予
習が必要です。知らない単語を引いたり、専門用語のリストを作ったりしましょう。
あらかじめパラグラフごとに担当者を決めて，日本語訳を提出してもらうので，担
当者は特にしっかりと準備をすること。

教科書

Cowie, A.P. (2009) Semantics. Oxford University Press. ISBN: 9780194389235

参考書

学習英和辞典（『ウィズダム英和辞典』『ジーニアス英和辞典』など）、もしくは学習
英英辞典（Longman Dictionary of Contemporary Englishなど）
池上嘉彦 編（1996）『英語の意味』（テイクオフ英語学シリーズ�）大修館書店
井上亜依 著『英語のフレーズ研究への誘い』開拓社.
岸本秀樹・于一楽 著（2022）『ベーシック語彙意味論』ひつじ書房.
瀬田幸人・保坂靖人・外池滋生・中島平三（編) (2010)『[入門] ことばの世界』大修
館書店.
中野弘三 服部義弘 小野隆啓 西原哲雄 (編著) (2015)『最新英語学・言語学用語
辞典』開拓社.
ラインハート・ハートマン, グレゴリー・ジェームズ著 ; 浅田幸善 [ほか] 訳 (2003)
『辞書学辞典』研究社.
Carter, R. (2012) Vocabulary : Applied Linguistic Perspectives. Routledge.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・提出物・授業参加度など）50%，試験50%

その他

課題となる日本語訳の分量がパラグラフによって差が出てしまう、という意見があ
りました。割り当てには注意していきます。また日本語訳の未提出者がいる場合、
解説がわかりにくいという意見がありましたが、それは担当者の責任なので、こち
らでは解説をすることしかできません。課題はしっかり出すようにお願いします。
進度が速いと感じる人もいるようですが、専門的内容の英文を読むことに慣れて行
くことも目標なので頑張っていきましょう。
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84_14A13002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語で書かれたテキストを読みながら、英語音声学に関する知識を深め
ていきます。また、実際に発音された英語の音声を聞いて音声記述を行
うなど、�年次に卒業論文を執筆する際に必要になる技術習得のための
練習を行います。

授業内容

イギリス英語の発音を中心に取り扱っているCollins, Mees and Carley
(2019) Practical Phonetics and Phonology : A Resource Book for Students
を読み、英語音声学に関する基礎知識の復習をしながら、�年次までに
学習した標準アメリカ英語と本書で扱われる標準イギリス英語の発音上
のちがいについて学びます。これを通じて、様々な英語変種の発音、英
語（あるいはそれ以外の言語）の学習者の発音、英語以外の言語の発音
などについて考えるための基礎知識を身に付けます。た、短い英文テキ
ストを精密な音声表記で表したり、音声を聞きながら音声記述をする練
習を行います。春学期の最後には、各自興味のある英語の変種について
調べ、レポートにまとめてもらいます。

履修上の注意

�年次までに学んだ英語音声学や英語学の知識を前提として授業を進め
ます。
予習前提で授業を進めます。自分の担当以外のセクションも必ず予習を
し、質疑応答や議論に参加できるように準備をしてください。

「英語学研究A, B」（担当：新城、内容：中級音声学・音韻論）を同時に
履修してください。

「英語学研究A, B」（石井先生担当：中級統語論、久保田先生担当：コー
パス言語学）、「音韻・形態論A, B」、「心理言語学」、「社会言語学」、情報
コミュニケーション学部の「談話コミュニケーションI, II」（火曜日�時
限、担当：坂本先生、内容：I: 統語論入門, II: 語用論）などの英語学科
目を履修することをお薦めします。

なお、「英語学研究A, B」は、A, Bそれぞれ	単位、合計16単位まで履修
することができます（ただし、同一担当者の履修は不可）。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当以外の範囲であっても、必ず予習をして参加すること。わからない
ことがあれば、単語の意味を調べるにとどまらず、積極的に引用文献に
あたって調べること。

教科書

Collins, B., Mees, I. and Carley, Paul. 2019. Practical Phonetics and
Phonology : A Resource Book for Students, 4th ed. London : Routledge.

参考書

初回授業時に発音辞典、参考文献、ウェブページのリストを配布しま
す。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（担当箇所の発表および授業内の発言）25%、宿題25%、レポート
50%

その他

85_14A13102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語で書かれたテキストを読みながら、音声学に関する知識を深めて

いきます。春学期に執筆したレポートについて発表し、参加者同士で

問題点を指摘するなど、議論を通じて卒業論文執筆のための準備を行

います。また、春学期に引き続き音声記述の練習を行います。

授業内容

春学期に引き続き、Collins,Mees and Carley (2019)を読み、英語の変

種について学びます。それに加えて、卒業論文執筆に向けての演習を

行います。具体的には、グループごとに�つの英語変種を取り上げ、

春学期末のレポートでまとめた先行研究に基づいて、オンラインや

DVDなどを利用して音声を集め、それらを実際に分析し、結果をま

とめてもらいます（グループ課題）。秋学期の後半は、卒業論文執筆

に向けて各自興味のあるテーマを設定し、先行研究を調べて発表して

もらいます（個別課題）。

履修上の注意

�年次までに学んだ英語音声学や英語学の知識を前提として授業を進

めます。

予習前提で授業を進めます。担当以外の範囲も予習をし、質疑応答や

議論に参加できるように準備をしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当以外の範囲であっても、必ず予習をして参加すること。わからな

いことがあれば、単語の意味を調べるにとどまらず、積極的に他の文

献を当たって調べること。

教科書

Collins, B., Mees, I. and Carley, Paul. 2019. Practical Phonetics and

Phonology : A Resource Book for Students, 4th ed. London : Routledge.

参考書

初回授業時に発音辞典、参考文献、ウェブページのリストを配布しま

す。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業中の発言など）20%

グループ課題（発表およびレポート）40%

個別課題（発表およびレポート）40%

その他

卒業論文で扱う言語は英語でなくても構いませんが、発音と関連のあ

るテーマを設定する必要があります。�年次の卒業論文につながるよ

うなテーマでレポートを執筆することをおすすめします。
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86_14A13001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このクラスでは、英語の統語（文法)及び意味について扱います。英語の統
語・意味に関しての現象はどのように分析・説明出来るのかということにつ
いて、統語論・意味論の基本的な考え方を少しずつ身に付けながら見ていき
ます。そして、卒業論文の主題へと結びつくようにします。

授業内容

�. Introduction
�. Review of Basic Syntactic Notions
�. Generative Grammar
�. Parts of Speech, Constituency, Trees and Rules
�. Structural Relations
�. Binding Theory
�. Extending X-bar Theory
	. Constraining X-bar Theory : The Lexicon

. Auxiliaries and Functional Categories
10. Head-to-Head Movement (�)
11. Head-to-Head Movement (�), Expanded VPs
12. NP/DP Movement (�)
13. NP/DP Movement (�), Wh-Movement (�)
14. Wh-Movement (�), A Unified Theory of Movement

履修上の注意

「英語学研究A, B」（担当：石井、内容：中級統語論＜�年次統語論A・Bの続き
＞）を同時に履修すると理解が深まりますので、履修することをお薦めしま
す。
さらに、「英語学研究A, B」（新城先生・久保田先生担当、内容：中級音声学・
コーパス言語学）、「音韻・形態論A, B」、「心理言語学」、「社会言語学」、情報
コミュニケーション学部の「談話コミュニケーションI, II」（火曜日�時限、担
当：坂本先生、I: 統語論入門, II: 語用論）など英語学科目を幅広く履修するこ
とをお薦めします。
なお、「英語学研究A, B」は、A, Bそれぞれ	単位、合計16単位まで履修するこ
とができます（ただし、同一担当者の履修は不可）。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業では、始めの数回を除いて、受講生が�〜3人のグループとなり、輪
番制でテキストの内容をまとめ、それをクラスで発表し質疑応答を行うとい
う形式で進めていきます。さらに、練習問題及び小レポートを宿題として課
します。練習問題は、教科書の内容についての課題で、�−�人のグループ
で答案を一つにまとめて提出することとします。小レポートは教科書の内容
を基にして、その問題点やさらに発展できる点などについての課題です。レ
ポートの内容について他の受講生と話し合うことは奨励しますが、レポート
を書く際には各自で書くこととします。

教科書

Carnie, Andrew (2013) Syntax : A Generative Introduction (3rd Edition),
Blackwell.

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

クラスでの発表30%、宿題30%、小レポート30%、平常点10%

その他

87_14A13101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このクラスでは、英米文学演習（�年）Aで扱った、英語の統語・意味に関して
の現象の分析・説明及び統語論・意味論の基本的な考え方に基づき、さらに英語
についての理解をより深められるように、英語と日本語との統語・意味の面での
比較も扱います。そして、卒業論文の主題へと結びつくようにします。

授業内容

�. Syntactic Constituency, Phrase Structures, Phrase Structure Rules in Japanese
�. The Notion of Head, Subcategorization, Structural Relations in Japanese
�. Japanese Yes-No Questions
�. WH-Movement and Scrambling Phenomenon in Japanese
�. Configurationality, Evidence for the Movement Analysis
�. Some Restrictions on Scrambling and Null Anaphora in Japanese
�. Reflexives "Zibun-Zisin", The Notion of Subject, and Passives in Japanese
	. Japanese Causatives

. Relative Clauses and Unaccusativity in Japanese
10. The Light Verb Construction in Japanese
11. Deixis
12. Tense and Aspect
13. Lexical Aspect
14. Unaccusativity

履修上の注意

「英語学研究A, B」（担当：石井、内容：中級統語論＜�年次統語論A・Bの続き＞）
を同時に履修すると理解が深まりますので、履修することをお薦めします。
さらに、「英語学研究A, B」（新城先生・久保田先生担当、内容：中級音声学・コー
パス言語学）、「音韻・形態論A, B」、「心理言語学」、「社会言語学」、情報コミュニ
ケーション学部の「談話コミュニケーションI, II」（火曜日�時限、担当：坂本先
生、I: 統語論入門, II: 語用論）など英語学科目を幅広く履修することをお薦めしま
す。
なお、「英語学研究A, B」は、A, Bそれぞれ	単位、合計16単位まで履修すること
ができます（ただし、同一担当者の履修は不可）。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は、受講生が�〜3人のグループとなり、輪番制でテキストの内容をまと
め、それをクラスで発表し質疑応答を行うという形式で進めていきます。さらに、
練習問題及び小レポートを宿題として課します。練習問題は、教科書の内容につ
いての課題で、�−�人のグループで答案を一つにまとめて提出することとしま
す。小レポートは教科書の内容を基にして、その問題点やさらに発展できる点な
どについての課題です。レポートの内容について他の受講生と話し合うことは奨
励しますが、レポートを書く際には各自で書くこととします。
学期末の課題として�枚程度のレポートを各自提出することとします。このレ
ポートでは、受講生が各自で言語学に関するトピックを探し、そのトピックにつ
いてテキストや文献での分析をまとめその問題点を指摘するものとします。自分
なりの新たな提案をするとボーナス点が与えられます。

教科書

Kuno, Susumu (1973) The Structure of the Japanese Language, MIT Press.
Tsujimura, Natsuko (2007) An Introduction to Japanese Linguistics (2nd Edition),
Blackwell.

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

クラスでの発表20%、宿題20%、小レポート20%、平常点10%、学年度末レポート
30%

その他
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88_14A13007

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語（特に英国）文学テクストを文字・図像・映像・音像を通じて、主体的かつ創造的に「読む」
このクラスでは、様々な「テクスト」を�）読み、�）分析・考察し、�）�）・�）の成果とし

ての学術論文作成スキルを身につけることを到達目標とします。対象テクストは、英国（英語）文学
作品をメインに、履修者の興味に応じて、文学作品に関連した映画や絵画の他、新聞・広告・雑誌な
どのメディア・テクストも扱います。様々な「テクスト」をなんとなく読み、なんとなく「理解した
ような気分」になるのではなく、個々の読み手が主体性をもってより創造的に「読み」のプロセスに
関わっていけるような授業をめざします。「読み」(input)の成果(output)として、学術論文執筆の実
践もこのクラスの重要な目的です。
[到達目標]
�）文学テクストを「読む」とはどういうことか、今一度考える
テクスト中に「何（what）」が語られているかを理解することは当然重要ですが、それ以上に「い

かに(how)」語られているか、そしてそれを個々の読者がどのように解釈していくかという読みの
「プロセス」を重要視した授業を行います。英語で文学テクストなどを読むにあたっては克服すべき
困難がいろいろとありますが、イラスト化、書き換え、creative writingなどのタスクを取り入れた授
業を行います。
�）どう読むか 「ツール」としての文学理論
理論のための理論ではなく、あくまでも上記�）の「読み」を実現するために、文学理論の基礎

と、テクスト分析実践のための文体論、（映像）記号論、メディア論の基礎をカバーします。
�）どう書くか 学術論文作成法の習得
春学期は、学術論文作成のための基礎（主題設定、引用、学術論文書式など）をカバーしつつ、指

定されたテクストについて�,000語程度の日本語論文を�本書いてもらいます。秋学期は（卒業論文
も視野に入れて）各自が設定したトピック・主題に沿って�,500語程度の英語論文を完成します。

授業内容

Week-� Introduction : The act of 'reading'
Week-� RP Topic & Thesis
Week-� Library Tour
Week-� RP Thesis : Presentation & Peer Feedback
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Literary Theory-�
Week-	 RP Outline and Introduction
Week-
 RP Literature review and citations
Week-10 Reading visual/media texts-�
Week-11 Reading visual/media texts-�
Week-12 Literary Theory-�
Week-13 Revision : Academic writing
Week-14 RP Peer Feedback & Discussion

履修上の注意

このクラスは講義科目ではありません。従って、みなさんの積極的な授業参加が絶対条件となりま
す。人前での発言が苦手という人も多いかと思いますが、自分の考えを的確に相手に伝えるスキルを
身につける練習だと思って、毎回の授業に臨んでください。授業で扱うテクストに対しては、必ず何
らかのフィードバック・質問を提出してもらいます。このクラスでは、評価をするのは教員だけでは
ありません。特に学術論文執筆過程においては、ピア・フィードバックも可能な限り行います。文学
部の学生さんにとって「勉強」の機会は大学の外にも沢山あります。授業で扱うことのできるテクス
ト量は限られているため、書籍（文学作品）に限定せず、映画、絵画展・博物館、観劇、TV番組、新
聞・雑誌に至る様々な「テクスト」についてのコメントを記録ノート（Reading Log）に書いていっ
てもらいます。「面白かった」「つまらなかった」などの「ひとことコメント」ではなく、なるべく具
体的に自分のアイディアを言語化（図式化、イラスト化も歓迎です）する練習をしてもらいます。各
学期数回、授業でReading Logについて発言を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱う「テクスト」�本につきWritten Assignmentを�本課します。授業はそのテクストの内容
を一通り把握しているものとして進めていきますので、必ずきちんと目を通し、質問・疑問点も整理
してから授業に出席してください。
Reading Logのためのノートは初回に配布しますので、最低週�回は感想・コメントを追加できるよ
うに心がけてください。

教科書

Bradbury, Malcolm. ed. The Penguin Book of Modern British Short Stories. Penguin Books, 2011.
迫桂・徳永聡子『英語論文の書き方入門』慶應大学出版会 2012.

参考書

The Little English Handbook (8th Edition). Edward Corbett and Sheryl Finkle. Longman, 2010.
三森ゆりか『ビジネスパーソンのための「言語技術」超入門』中公新書ラクレ 2021年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Written assignments 50%; Term-end Research Paper 40%; Reading Log 10%

その他

ゼミ会イベント（参加は任意）としては、�年卒論ゼミと合同で絵画・映画鑑賞・観劇など。（但し、
開催の是非はコロナウイルス感染拡大状況による）

89_14A13107

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語（特に英国）文学テクストを文字・図像・映像・音像を通じて、主体的かつ創造的に「読む」
このクラスでは、様々な「テクスト」を�）読み、�）分析・考察し、�）�）・�）の成果とし

ての学術論文作成スキルを身につけることを到達目標とします。対象テクストは、英国（英語）文学
作品をメインに、履修者の興味に応じて、文学作品に関連した映画や絵画の他、新聞・広告・雑誌な
どのメディア・テクストも扱います。様々な「テクスト」をなんとなく読み、なんとなく「理解した
ような気分」になるのではなく、個々の読み手が主体性をもってより創造的に「読み」のプロセスに
関わっていけるような授業をめざします。「読み」(input)の成果(output)として、学術論文執筆の実
践もこのクラスの重要な目的です。
[到達目標]
�）文学テクストを「読む」とはどういうことか、今一度考える
テクスト中に「何（what）」が語られているかを理解することは当然重要ですが、それ以上に「い

かに(how)」語られているか、そしてそれを個々の読者がどのように解釈していくかという読みの
「プロセス」を重要視した授業を行います。英語で文学テクストなどを読むにあたっては克服すべき
困難がいろいろとありますが、イラスト化、書き換え、creative writingなどのタスクを取り入れた授
業を行います。
�）どう読むか 「ツール」としての文学理論
理論のための理論ではなく、あくまでも上記�）の「読み」を実現するために、文学理論の基礎
と、テクスト分析実践のための文体論、（映像）記号論、メディア論の基礎をカバーします。
�）どう書くか 学術論文作成法の習得
春学期は、学術論文作成のための基礎（主題設定、引用、学術論文書式など）をカバーしつつ、指

定されたテクストについて�,000語程度の日本語論文を�本書いてもらいます。秋学期は（卒業論文
も視野に入れて）各自が設定したトピック・主題に沿って�,500語程度の英語論文を完成します。

授業内容

Week-� Revision : How to read texts & Presentation (RP topic and thesis)
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Reading literary texts-�
Week-� Literary Theory-�
Week-� Literary texts and visual art-�
Week-� Literary texts and visual art-�
Week-	 RP Progress Report (Presentation)
Week-
 Reading visual/media texts-�
Week-10 Reading visual/media texts-�
Week-11 Reading visual/media texts-�
Week-12 Literary Theory-�
Week-13 Revision:Academic writing
Week-14 RP Presentation & Peer Feedback

履修上の注意

このクラスは講義科目ではありません。従って、みなさんの積極的な授業参加が絶対条件となりま
す。人前での発言が苦手という人も多いかと思いますが、自分の考えを的確に相手に伝えるスキルを
身につける練習だと思って、毎回の授業に臨んでください。授業で扱うテクストに対しては、必ず何
らかのフィードバック・質問を提出してもらいます。このクラスでは、評価をするのは教員だけでは
ありません。特に学術論文執筆過程においては、ピア・フィードバックも可能な限り行います。文学
部の学生さんにとって「勉強」の機会は大学の外にも沢山あります。授業で扱うことのできるテクス
ト量は限られているため、書籍（文学作品）に限定せず、映画、絵画展・博物館、観劇、TV番組、新
聞・雑誌に至る様々な「テクスト」についてのコメントを記録ノート（Reading Log）に書いていっ
てもらいます。「面白かった」「つまらなかった」などの「ひとことコメント」ではなく、なるべく具
体的に自分のアイディアを言語化（図式化、イラスト化も歓迎です）する練習をしてもらいます。各
学期数回、授業でReading Logについて発言を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱う「テクスト」�本につきWritten Assignmentを�本課します。授業はそのテクストの内容
を一通り把握しているものとして進めていきますので、必ずきちんと目を通し、質問・疑問点も整理
してから授業に出席してください。
春学期に配布したReading Logノートの更新は継続してください。

教科書

Bradbury, Malcolm. ed. The Penguin Book of Modern British Short Stories. Penguin Books, 2011.

参考書

The Little English Handbook (8th Edition). Edward Corbett and Sheryl Finkle. Longman, 2010.
三森ゆりか『ビジネスパーソンのための「言語技術」超入門』中公新書ラクレ 2021年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Written assignments 50%; Term-end Research Paper (in English) 40%; Reading Log 10%

その他

ゼミ会イベント（参加は任意）としては、�年卒論ゼミと合同で絵画・映画鑑賞・観劇など。（但し、
開催の是非はコロナウイルス感染拡大状況による）
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90_14A13010

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「故(ふる)きを温(たず)ね新しきを知る」
“identity”=<わたしであること>とはなんでしょう？＜自己＞とは？＜他者＞とは？こ
のような人間存在の根源に触れる問いに、国家的アイデンティティの探求を重ねな
がら取り組んだのが、19世紀アメリカ文学です。この授業では、アメリカ性が形成
されるなかで近代的・現代的な自己を様々に描き出した19世紀アメリカ文学の代表
作を広く読みます。詩、散文にまたがってアメリカ文学について広い知識を得ると
同時に、文学テクストについて研究論文を書く技術を学びます。
19世紀の外国文学を研究することが21世紀の日本に暮らす自分に役立つのか？とい
う疑問を抱く人もいるかもしれません。「故(ふる)きを温(たず)ね新しきを知る。」
このような姿勢で古典外国文学を探求すれば、あなたにとって思いがけない｢新し
い｣発見が待ち受けていることでしょう。

授業内容

(�) 19世紀アメリカ文学
18世紀後半にイギリスから政治的に独立したものの、アメリカ独自の、国民性を体
現するような｢アメリカ文学｣はなかなか発展しませんでした。ところが19世紀半ば
に次々とアメリカ性を体現する作品が生み出され、これがアメリカン･ルネッサンス
と呼ばれることになります。その後、南北戦争(1861-65)を経て、アメリカはデモク
ラシー理念と人種・ジェンダー・エスニシティの差異軸の構造（典型的なのが黒人
差別）という矛盾を孕みながら、超大国への道を辿りますが、この時代を批判・反
映する文学作品が生み出されています。21世紀のアメリカの特質も19世紀の文学が
見つめるアメリカの問題を探求することで垣間見えてくるでしょう。扱う作家は、
メルヴィル(Herman Melville), ホイットマン(Walt Whitman), ポー(Edgar Allan
Poe), ホーソーン(Nathaniel Hawthorne), ディキンスン(Emily Dickinson), トウェイ
ン(Mark Twain)などです。詩、散文ともに読み、スタイルの違いが何を意味するの
かについても考えます。
(�) 卒業論文に向けた研究論文執筆の訓練
英語のテクストを精読し、分析する力、自分の主題を見つけて自分の意見を表現す
る言語能力、主題についてリサーチをする技術を、始めは発表を通して訓練します。
大きな課題として、学期末のレポート(3200〜4000字)を完成させましょう。
(�) 授業予定
1.イントロダクション �〜4. Edgar Allan Poe �〜8. Walt Whitman 

〜12. Herman Melville 13〜14.春学期末レポート提出ならびに発表

履修上の注意

授業は担当者の発表を中心に進められます。発表担当者(複数)は配布資料(作者・時
代背景・作品の翻訳と分析・批評について調べたこと。また自分の意見)を作成しま
す。担当者以外も作品を精読して授業に臨み、積極的に議論に参加しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意 を参照。

教科書

ポー、ホイットマン、ディキンスンの詩作品はコピー教材を配布します。小説は翻
訳を参考にしながら、原文について議論をしますが、原書の版は自由です。扱う小
説作品の翻訳書は、メルヴィル『白鯨』、ホーソーン『緋文字』、ポー「黒猫」、ト
ウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』などです。

参考書

諏訪部浩一 編著『アメリカ文学入門』（東京：三修社, 2022）第10刷

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート60％、発表・議論への参加・その他の課題40％。原則として、全授
業回数の�分の�以上の出席が成績評価の前提です。

その他

91_14A13110

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「故(ふる)きを温(たず)ね新しきを知る」
“identity”=<わたしであること>とはなんでしょう？＜自己＞とは？＜他者＞とは？こ
のような人間存在の根源に触れる問いに、国家的アイデンティティの探求を重ねな
がら取り組んだのが、19世紀アメリカ文学です。この授業では、アメリカ性が形成
されるなかで近代的・現代的な自己を様々に描き出した19世紀アメリカ文学の代表
作を広く読みます。詩、散文にまたがってアメリカ文学について広い知識を得ると
同時に、文学テクストについて研究論文を書く技術を学びます。
19世紀の外国文学を研究することが21世紀の日本に暮らす自分に役立つのか？とい
う疑問を抱く人もいるかもしれません。「故(ふる)きを温(たず)ね新しきを知る。」
このような姿勢で古典外国文学を探求すれば、あなたにとって思いがけない｢新し
い｣発見が待ち受けていることでしょう。

授業内容

(�) 19世紀アメリカ文学
18世紀後半にイギリスから政治的に独立したものの、アメリカ独自の、国民性を体
現するような｢アメリカ文学｣はなかなか発展しませんでした。ところが19世紀半ば
に次々とアメリカ性を体現する作品が生み出され、これがアメリカン･ルネッサンス
と呼ばれることになります。その後、南北戦争(1861-65)を経て、アメリカはデモク
ラシー理念と人種・ジェンダー・エスニシティの差異軸の構造（典型的なのが黒人
差別）という矛盾を孕みながら、超大国への道を辿りますが、この時代を批判・反
映する文学作品が生み出されています。21世紀のアメリカの特質も19世紀の文学が
見つめるアメリカの問題を探求することで垣間見えてくるでしょう。扱う作家は、
メルヴィル(Herman Melville), ホイットマン(Walt Whitman), ポー(Edgar Allan
Poe), ホーソーン(Nathaniel Hawthorne), ディキンスン(Emily Dickinson), トウェイ
ン(Mark Twain)などです。詩、散文ともに読み、スタイルの違いが何を意味するの
かについても考えます。
(�) 卒業論文に向けた研究論文執筆の訓練
英語のテクストを精読し、分析する力、自分の主題を見つけて自分の意見を表現す
る言語能力、主題についてリサーチをする技術を、始めは発表を通して訓練します。
大きな課題として、学期末のレポート(3200〜4000字)を完成させましょう。
(�) 授業予定
1.イントロダクション �〜4. Emily Dickinson �〜8. Nathaniel Hawthorne

〜12. Mark Twain 13〜14. 秋学期末レポート提出ならびに発表

履修上の注意

授業は担当者の発表を中心に進められます。発表担当者(複数)は配布資料(作者・時
代背景・作品の翻訳と分析・批評について調べたこと。また自分の意見)を作成しま
す。担当者以外も作品を精読して授業に臨み、積極的に議論に参加しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意 を参照。

教科書

ポー、ホイットマン、ディキンスンの詩作品はコピー教材を配布します。小説は翻
訳を参考にしながら、原文について議論をしますが、原書の版は自由です。扱う小
説作品の翻訳書は、メルヴィル『白鯨』、ホーソーン『緋文字』、ポー「黒猫」、ト
ウェイン『ハックルベリー・フィンの冒険』などです。

参考書

諏訪部浩一 編著『アメリカ文学入門』（東京：三修社, 2022）第10刷

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート60％、発表・議論への参加・その他の課題40％。原則として、全授
業回数の�分の�以上の出席が成績評価の前提です。

その他

─ 50 ─



92_14A13008

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

テキスト内容を数量的に記述する計量言語学的手法について学ぶ。特
に計量的な著者同定への応用を念頭に置き、その基礎となるテキスト
の扱い方と基礎的な統計手法（演習Aでは主に記述的な方法）を学
ぶ。教科書でとりあげられている著者同定研究史の重要な研究の方法
を実際に行ってみることで、理論、方法への理解を深める。扱われる
データは英語および日本語の小説、映画スクリプトなどのほか、犯行
声明文など多岐にわたる。

授業内容

次のような進行を予定している。期末には学習した手法に基づくレ
ポートを提出。期間中、理解度を確認するための小テストを実施する
場合もある。
�. データと方法に関する概論
�. 正規表現によるテキスト加工（�）
�. 正規表現によるテキスト加工（�）
�. 事例研究（�）
�. 記述統計と可視化（�）
�. 事例研究（�）
�. 記述統計と可視化（�）
	. 中間まとめ

. 事例研究（�）
10. 統計理論（�）
12. 事例研究（�）
13. 統計理論（�）
14. まとめ

履修上の注意

分析に際しては各種ソフトウェアを用いるが，使い方はすべて解説す
るので，ゼミを選択する時点で特別な知識は不要。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で行った分析を、自分のデータにあてはめて、復習することを推
薦する。統計ソフトウェアを使った自習も「生田仮想デスクトップ
PC」を利用することで可能となる。

教科書

村上征勝 (2020) 『この本を書いたのは誰だ?: 統計で探る“文章の指
紋”』 東京: 勉誠出版.

参考書

村上征勝 (1994) 『真贋の科学』 東京: 朝倉書店.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

レポート，発表等65%、小テスト・授業への貢献度等35%

その他

93_14A13108

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

テキスト内容を数量的に記述する計量言語学的手法について学ぶ。特
に計量的な著者同定への応用を念頭に置き、著名な事例、代表的な研
究について研究し、その再現を試みることで分析の意味、実行法を理
解する。演習Bでは主に多変量解析によってテキストの分類を試みた
事例を扱う。

授業内容

次のような進行を予定している。テーマについての講義の後にグルー
プワークによる発表を行う。期末には学習した手法に基づくレポート
を個別に提出。期間中、理解度を確認するための小テストを実施する
場合もある。
�. 記述統計、推測統計、探索的統計
�. 事例研究（�）
�. 主成分分析（�）
�. 主成分分析（�）
�. 事例研究（�）
�. クラスター分析（�）
	. クラスター分析（�）

. 中間報告
10. 事例研究（�）
11. 判別分析（�）
12. 判別分析（�）
13. その他の分析手法
14. まとめ

履修上の注意

演習Aで扱う内容についての理解を前提とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で行った分析を、自分のデータにあてはめて、復習することを推
薦する。統計ソフトウェアを使った自習も「生田仮想デスクトップ
PC」を利用することで可能となる。

教科書

村上征勝 (2020) 『この本を書いたのは誰だ?: 統計で探る“文章の指
紋”』 東京: 勉誠出版.

参考書

村上征勝 (1994) 『真贋の科学』. 東京: 朝倉書店.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

レポート，発表等65%、小テスト・授業への貢献度等35%

その他

─ 51 ─



94_14A13005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このゼミで主に注目していくのは、19世紀末から20世紀の世紀転換期英国の文学・芸
術・批評です。様々な変化（大英帝国の盛衰、産業革命を経た生活、社会階級の流動な
ど）に直面した時代に生まれた作品を読んでいきます。具体的にはオスカー・ワイルドの
小説、批評を読解するところから始め、当時の芸術と社会、芸術とアイデンティティの確
立といった関係性に注目していきたいと考えています。
その中で、一見、（特に戦時中などの有事には）無益・無用であるように見える芸術、
速攻性のある実力行使の前には無力であるように感じる文学・言葉の持つ力について、改
めて思いを巡らせることになるでしょう。そのことが、短時間で有益な結果を見出せる方
法ばかりを求める現代において、私たちに何か重要な気づきを与えてくれるはず。19世紀
末英国のテキストの探求が、現代に生きる自分への探求に繋がることを望みます。
また、世紀転換期を考える上で、19・20世紀の文学にももちろん触れていくことになり
ます。クラスでは、参加者の関心領域やクラスでの議論の方向に応じ、さまざまな文学作
品を紹介し、触れてもらう予定です。随時視聴覚資料も利用します。
また、学生の皆さんが各自で選び読んだ本を紹介、その感想等を発表してもらう機会を
作っていきます。

授業内容

* 基本的には、担当者を決めテキストを精読する形を取る。
担当者による訳読、気づいたことなどの発表、そしてクラス内の議論へと発展させ、
�年次の卒業論文作成にそなえ、各自がテーマを見いだせる機会を作っていく。

第�回：春学期授業の概要説明 / 参考文献の紹介 / 初回アンケート
第�回：19世紀末 時代を表すテーマの整理 (各資料の解説)
第�回：19世紀末 時代を表すテーマの整理 (資料読解 �)
第�回：19世紀末 時代を表すテーマの整理 (資料読解 �)
第�回：Review / 小レポート提出 / ディスカッション
第�回：“The Morel Millionaire” �
第�回：“The Morel Millionaire” �
第	回：“The Morel Millionaire” �
第
回：“The Morel Millionaire” � 【Review / The Picture of Dorian Gray 参考】
第10回：“The Sphinx Without a Secret” �
第11回：“The Sphinx Without a Secret” �
第12回：“The Sphinx Without a Secret” �
第13回：“The Sphinx Without a Secret” � 【Review / Salomé 参考】
第14回：レポート提出 / 夏期休暇の課題について

履修上の注意

上記はあくまで予定であり、変更もありうる。（授業の進行については、受講者の理解な
どに合わせて適宜調整していく。）
毎回の指示をよく確認のこと。
プリントを多数配布予定。各自ファイルなど準備し、しっかり保管すること。
出席、遅刻に関して、詳細は開講時に指示。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの読解に際し、少し手ごわい作業と感じることが多々あるはずですが、とにかく
積極的な姿勢で臨むこと。
わからない箇所が出た際には遠慮なく質問して下さい。こちらからのサポートは惜しみま
せん。
読解にあたっては、英語から日本語への単なる文章解釈にとどまらず、英文を通して、そ
こに描かれている風景、筆者の思考を英文から直接汲み取るということを必ず念頭に置く
こと。
また、テキストと自分との対話を忘れずに。一番重要な点です。

教科書

主にこちらで準備したプリントを使用する予定。詳しくは開講時に指示。

参考書

必要に応じて、授業内で紹介・解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加、課題提出など平常点（50％）
期末レポート（50％）とともに総合的に行う。

その他

卒業論文の執筆に向けて、今のうちに、授業で扱う作品はもちろんのこと、翻訳で構わな
いので出来るだけたくさんの作品に自分から積極的に触れるよう心掛けて下さい。時間は
あっという間に過ぎていきます。

95_14A13105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このゼミで主に注目していくのは、19世紀末から20世紀の世紀転換期英国の文学・芸術・
批評です。様々な変化（大英帝国の盛衰、産業革命を経た生活、社会階級の流動など）に直
面した時代に生まれた作品を読んでいきます。具体的にはオスカー・ワイルドの小説、批評
を読解するところから始め、当時の芸術と社会、芸術とアイデンティティの確立といった関
係性に注目していきたいと考えています。
その中で、一見、（特に戦時中などの有事には）無益・無用であるように見える芸術、速

攻性のある実力行使の前には無力であるように感じる文学・言葉の持つ力について、改めて
思いを巡らせることになるでしょう。そのことが、短時間で有益な結果を見出せる方法ばか
りを求める現代において、私たちに何か重要な気づきを与えてくれるはず。19世紀末英国の
テキストの探求が、現代に生きる自分への探求に繋がることを望みます。
また、世紀転換期を考える上で、19・20世紀の文学にももちろん触れていくことになりま
す。クラスでは、参加者の関心領域やクラスでの議論の方向に応じ、さまざまな文学作品を
紹介し、触れてもらう予定です。随時視聴覚資料も利用します。
また、学生の皆さんが各自で選び読んだ本を紹介、その感想等を発表してもらう機会を作っ
ていきます。（秋学期はこちらから指定した文献について担当し、内容をまとめて発表して
もらう機会も作る予定です。）

授業内容

* 基本的には、担当者を決めテキストを精読する形を取る。
担当者による訳読、気づいたことなどの発表、そしてクラス内の議論へと発展させ、
�年次の卒業論文作成にそなえ、各自がテーマを見いだせる機会を作っていく。

第�回：秋学期授業の概要説明 / 夏期休暇レポート講評 / 初回アンケート
第�回：“The Decay of Lying” �
第�回：“The Decay of Lying” �
第�回：“The Decay of Lying” �
第�回：“The Decay of Lying” �
第�回：“The Decay of Lying” �
第�回：Review / 小レポート提出 / ディスカッション
第	回：アーツ・アンド・クラフツ運動について � (各資料の解説と読解)
第
回：アーツ・アンド・クラフツ運動について � (【William Morrisの活動】他、資料読

解)
第10回：ラファエル前派ら芸術運動について (各資料の解説と読解)
第11回：アイルランド独立運動について � (資料の解説と読解)
第12回：アイルランド独立運動について � (【アイルランド文芸復興とW.B.Yeats】他、資料

読解)
第13回：Review
第14回：レポートの提出 / 来年度に向けての課題について

履修上の注意

上記はあくまで予定であり、変更もありうる。（授業の進行については、受講者の理解など
に合わせて適宜調整していく。）
毎回の指示をよく確認のこと。
プリントを多数配布予定。各自ファイルなど準備し、しっかり保管すること。
出席、遅刻に関して、詳細は開講時に指示。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの読解に際し、少し手ごわい作業と感じることが多々あるはずですが、とにかく積
極的な姿勢で臨むこと。
わからない箇所が出た際には遠慮なく質問して下さい。こちらからのサポートは惜しみませ
ん。
読解にあたっては、英語から日本語への単なる文章解釈にとどまらず、英文を通して、そこ
に描かれている風景、筆者の思考を英文から直接汲み取るということを必ず念頭に置くこ
と。
また、テキストと自分との対話を忘れずに。一番重要な点です。

教科書

主にこちらで準備したプリントを使用する予定。詳しくは開講時に指示。

参考書

必要に応じて、授業内で紹介・解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加、課題提出など平常点（50％）
期末レポート（50％）とともに総合的に行う。

その他

卒業論文の執筆に向けて、今のうちに、授業で扱う作品はもちろんのこと、翻訳で構わない
ので出来るだけたくさんの作品に自分から積極的に触れるよう心掛けて下さい。時間はあっ
という間に過ぎていきます。
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96_14A13004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

General Topic: Ruth Ozekiʼs『A Tale for the Time Being』
This seminar builds on skills acquired in Kiso Enshu and 2nd Year Seminar, as it lays the groundwork for the 4th Year Seminar (=
Sotsuron I, II). You will continue to expand your text/narrative literacy through attention to (�) the ethical contents of a story,
(�) the structural elements of a story, and (�) communication of ideas through speaking and writing.
The primary text will be 『A Tale for the Time Being』, which depicts a relationship between a Japanese junior high school
student and a Japanese Canadian writer who communicate with each other through a powerful act of imagination. The Japanese
student wrote a diary in 2002 that got swept into the Pacific Ocean by the tsunami on March 11, 2011. It washed ashore in British
Columbia two years later, where it was found by the Canadian writer. So there are two stories in this novel, one about the student
who needed to write a diary, and one about the writer who longs to meet the student. As these intertwined stories unfold, many
important issues in contemporary history, culture, and technology are examined : social media, bullying, Zen Buddhism, quantum
mechanics, computer games, weapons of war, environmental destruction, and personal health (Alzheimerʼs Disease, suicide,
physical and mental wellbeing). But all of these issues are framed by an overarching theme of what itmeans to read and write a
story : to read stories about the lives of others and to tell the story of oneʼs own life. The first 200 pages of『A Tale for the Time
Being』will be read in the spring semester, the second 200 pages in the fall.
English communication skills will be strengthened through biweekly activities that target all four skills in an integrated way.
There will be six PPT lectures altogether, covering key episodes, ideas, and elements of PCNMC* in the first half of『A Tale for
the Time Being』. Lectures (�)˜(�) will be reviewed in the following week through group discussion and paragraph writing
(175˜250 words). Lectures (�)˜(�) will be reviewed differently : through individual PPT presentations and in-class writing of a
multi-paragraph short essay (500 words).
*PCNMC = Plot, Character, Narration, Metaphor, (Historical) Contexts

授業内容

�. Overview of Ruth Ozekiʼs Life and Work
�. Lecture & Reading #�: Part I, pages �˜28
�. Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #�: Part I, pages 29˜67
�. Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #�: Part I, pages 68˜96
�. Writing & Speaking Activities for LR#�
	. Lecture & Reading #�: Part I/II, pages 97˜140

. Individual PPT Presentations on Part I/II, pages 97˜140
10. Lecture & Reading #� (Ethics): Part II, pages 141˜174
11. Lecture & Reading #�: Part II, pages 175˜203
12. Preparation for Final Writing Activity : Part II, pages 141˜203
13. Final Writing Activity on Part II, pages 141˜203
14. Semester Review : Individual Conferences

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

3rd Year Seminar is merely one window for acquiring new knowledge and ways of thinking. That is, whenever you come across
unfamiliar historical or cultural references in 『A Tale for the Time Being』or the instructorʼs PPT lectures, take a moment to
search for more information on the internet, in Meiji Universityʼs libraries, or by browsing the many bookstores surrounding
Meiji Universityʼs Surugadai campus. This is how to use 3rd Year Seminar, and all of your classes, as windows for seeing farther
and deeper.

教科書

There are three required textbooks: (�) the original English publication, in paperback, of Ruth Ozekiʼs『A Tale for the Time
Being』and (�) (�) its Japanese translation in two volumes. Be sure to buy the editions indicated below, which have been
ordered for this class. During the registration period in April, go to the designated location on Surugadai Campus to purchase
your copy. You must tell the staff the following information to get your textbook : the name of this class, the day and time, and
the instructorʼs name. You should bring both the original and the translation to every class.
(�)
Title:『A Tale for the Time Being』
Author : Ruth Ozeki
Publisher  :  Canongate Canons
Publication date  :  June �, 2022
Language  :  English
Paperback  :  464 pages
ISBN-10  :  1838856250
ISBN-13  :  978-1838856250
Price: ¥1,624
(�)
Title: 『あるときの物語(上)』
Author: ルース・オゼキ (著), 田中 文 (翻訳)
Publisher  :  早川書房
Publication date  :  February 21, 2014
Language  :  Japanese
Tankobon Hardcover  :  323 pages
ISBN-10  :  4152094419
ISBN-13  :  978-4152094414
Price: ¥2,385
(�)
Title: 『あるときの物語(下)』
Author: ルース・オゼキ (著), 田中 文 (翻訳)
Publisher  :  早川書房
Publication date  :  February 21, 2014
Language  :  Japanese
Tankobon Hardcover  :  321 pages
ISBN-10  :  4152094427
ISBN-13  :  978-4152094421
Price: ???

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports function in Oh-Meiji will be used to provide feedback to students individually.

成績評価の方法

1. Plagiarism 剽窃・盗作. Every student is personally responsible for knowing what “plagiarism” means. In this class, proof of
plagiarism will result in a grade of “F” for the course and an official report will be made to Meiji University, which may result in
further penalties. If plagiarism is judged to have occurred because of inconsistencies in writing style and level of English fluency
within the same writing assignment, depending on the degree of suspected plagiarism, the score for the writing assignment can
be anywhere from 7˜59.
2. If you do not buy your own copy of the textbook, you cannot pass this course.
3. Attendance is taken at the start of every class. Frequent lateness, or more than� unexcused absence, will lower your course
grade.
4. Excused Absence => If you miss a graded activity because of illness or emergency, please be prepared to have a doctor or
parent send me an email, with a phone number I can call for verification if necessary. If I get an email with a phone number to
call, you can be re-scheduled for the missed activity or get a make-up assignment.
5. Together with (�)˜(�), your course grade will be determined as follows:
15% � Speaking Activities (in English) in Weeks �˜�
15% � Writing Activities (in English) in Weeks �˜�
35% PPT Presentation (in English)
35% Multi-paragraph short essay (500 words in English)

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were designed and written by me.
“R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing during your entire time at Meiji University : Read a lot. Examine
what you read. Analyze your examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your life.
Germinate your own words.

97_14A13104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

General Topic: Ruth Ozekiʼs『A Tale for the Time Being』
This seminar builds on skills acquired in Kiso Enshu and 2nd Year Seminar, as it lays the groundwork for the 4th Year Seminar (=
Sotsuron I, II). You will continue to expand your text/narrative literacy through attention to (�) the ethical contents of a story,
(�) the structural elements of a story, and (�) communication of ideas through speaking and writing.
The primary text will be 『A Tale for the Time Being』, which depicts a relationship between a Japanese junior high school
student and a Japanese Canadian writer who communicate with each other through a powerful act of imagination. The Japanese
student wrote a diary in 2002 that got swept into the Pacific Ocean by the tsunami on March 11, 2011. It washed ashore in British
Columbia two years later, where it was found by the Canadian writer. So there are two stories in this novel, one about the student
who needed to write a diary, and one about the writer who longs to meet the student. As these intertwined stories unfold, many
important issues in contemporary history, culture, and technology are examined : social media, bullying, Zen Buddhism, quantum
mechanics, computer games, weapons of war, environmental destruction, and personal health (Alzheimerʼs Disease, suicide,
physical and mental wellbeing). But all of these issues are framed by an overarching theme of what itmeans to read and write a
story : to read stories about the lives of others and to tell the story of oneʼs own life. The first 200 pages of『A Tale for the Time
Being』will be read in the spring semester, the second 200 pages in the fall.
English communication skills will be strengthened through biweekly activities that target all four skills in an integrated way.
There will be six PPT lectures altogether, covering key episodes, ideas, and elements of PCNMC* in the second half of『A Tale for
the Time Being』. Lectures (�)˜(�) will be reviewed in the following week through group discussion and paragraph writing
(175˜250 words). Lectures (�)˜(�) will be reviewed differently : through individual PPT presentations and in-class writing of a
multi-paragraph short essay (500 words).
*PCNMC = Plot, Character, Narration, Metaphor, (Historical) Contexts

授業内容

�. Overview of Ruth Ozekiʼs Life and Work
�. Lecture & Reading #�: Part II, pages 204˜235
�. Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #�: Part II/III, pages 236˜269
�. Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #�: Part III, pages 270˜298
�. Writing & Speaking Activities for LR#�
	. Lecture & Reading #�: Part III, pages 299˜341

. Individual PPT Presentations on Part III, pages 299˜341
10. Lecture & Reading #� (Ethics): Part III/IV, pages 342˜369
11. Lecture & Reading #�: Part IV, pages 370˜403
12. Preparation for Final Writing Activity : Part III/IV, pages 342˜403
13. Final Writing Activity on Part III/IV, pages 342˜403
14. Semester Review : Individual Conferences

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

3rd Year Seminar is merely one window for acquiring new knowledge and ways of thinking. That is, whenever you come across
unfamiliar historical or cultural references in 『A Tale for the Time Being』or the instructorʼs PPT lectures, take a moment to
search for more information on the internet, in Meiji Universityʼs libraries, or by browsing the many bookstores surrounding
Meiji Universityʼs Surugadai campus. This is how to use 3rd Year Seminar, and all of your classes, as windows for seeing farther
and deeper.

教科書

There are three required textbooks: (�) the original English publication, in paperback, of Ruth Ozekiʼs『A Tale for the Time
Being』and (�) (�) its Japanese translation in two volumes. Be sure to buy the editions indicated below, which have been
ordered for this class. During the registration period in April, go to the designated location on Surugadai Campus to purchase
your copy. You must tell the staff the following information to get your textbook : the name of this class, the day and time, and
the instructorʼs name. You should bring both the original and the translation to every class.
(�)
Title:『A Tale for the Time Being』
Author : Ruth Ozeki
Publisher  :  Canongate Canons
Publication date  :  June �, 2022
Language  :  English
Paperback  :  464 pages
ISBN-10  :  1838856250
ISBN-13  :  978-1838856250
Price: ¥1,624
(�)
Title: 『あるときの物語(上)』
Author: ルース・オゼキ (著), 田中 文 (翻訳)
Publisher  :  早川書房
Publication date  :  February 21, 2014
Language  :  Japanese
Tankobon Hardcover  :  323 pages
ISBN-10  :  4152094419
ISBN-13  :  978-4152094414
Price: ¥2,385
(�)
Title: 『あるときの物語(下)』
Author: ルース・オゼキ (著), 田中 文 (翻訳)
Publisher  :  早川書房
Publication date  :  February 21, 2014
Language  :  Japanese
Tankobon Hardcover  :  321 pages
ISBN-10  :  4152094427
ISBN-13  :  978-4152094421
Price: ???

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports function of Oh-Meiji will be used to provide feedback to students individually.

成績評価の方法

1. Plagiarism 剽窃・盗作. Every student is personally responsible for knowing what “plagiarism” means. In this class, proof of
plagiarism will result in a grade of “F” for the course and an official report will be made to Meiji University, which may result in
further penalties. If plagiarism is judged to have occurred because of inconsistencies in writing style and level of English fluency
within the same writing assignment, depending on the degree of suspected plagiarism, the score for the writing assignment can
be anywhere from 7˜59.
2. If you do not buy your own copy of the textbook, you cannot pass this course.
3. Attendance is taken at the start of every class. Frequent lateness, or more than� unexcused absence, will lower your course
grade.
4. Excused Absence => If you miss a graded activity because of illness or emergency, please be prepared to have a doctor or
parent send me an email, with a phone number I can call for verification if necessary. If I get an email with a phone number to
call, you can be re-scheduled for the missed activity or get a make-up assignment.
5. Together with (�)˜(�), your course grade will be determined as follows:
15% � Speaking Activities (in English) in Weeks �˜�
15% � Writing Activities (in English) in Weeks �˜�
35% PPT Presentation (in English)
35% Multi-paragraph short essay (500 words in English)

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were designed and written by me.
“R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing during your entire time at Meiji University : Read a lot. Examine
what you read. Analyze your examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your life.
Germinate your own words.
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカ文学、および、それに関連するテクストを分析・考察します。20世紀アメリカ
文学、とくに「南部文学」「モダニズム文学」「失われた世代」といった枠に属する文学者
がどのように／なぜ小説を書いたのか、その方法と内実を明らかにしつつ、人間の思考と
言動を深く考察します。文学テクストを丹念に読み解きながら、人物の心の襞に分け入
り、その振る舞いに表象される時代と文化を濃やかに批評する力を養っていきます。
扱う作家は、ノーベル賞作家ウィリアム・フォークナー、または、「失われた世代」を
代表する作家アーネスト・ヘミングウェイや村上春樹の訳でも知られるスコット・フィッ
ツジェラルドを中心に考えていますが、ゼミ生の関心に応じてケイト・ショパン、マーガ
レット・ミッチェル、ウィラ・キャザー、トルーマン・カポーティ、カーソン・マッカ
ラーズ、テネシー・ウィリアムズなどの作家もとりあげる場合があります。
授業の共通テーマとしては、「近代」と「伝統」、そのはざまを生きる「人間」の営みを

想定します。父と子・母と子・祖父母と孫との間での葛藤と乗りこえ、新しい恋愛のかた
ちと新しい夫婦のあり方、人種・ジェンダー・階級の差異を越境しうる親密性などを分析
します。この時期の文学作品の多くは映画化されているので、視覚表象への翻案を検証
し、文学テクストの放つ現代的主題もとらえようと思います。
文学テクストを精緻に読みこみ、過去の解釈と対話しつつ、自らの思考を粘り強く言葉
で紡ぐとき、過去から現在、現在から未来へと開かれた円環運動のなかで、他者と世界へ
の深い理解とともに、現代を生きぬく方途を把捉できるはずです。世界を独自の視点から
描く文学に寄り添うことで、日常から解放され、新しい目で世界をとらえなおし再構築す
る道筋が見えてくるはずです。授業とレポートをとおして、�年次の卒業論文に結実する
テーマをみなで考えながら、論文執筆の方法論も学んでいきます。

授業内容

春学期は、まず「失われた世代」の時代精神をつかまえるために、スコット・フィッツ
ジェラルド、ないしは、アーネスト・ヘミングウェイの作品を読み、同時に、ウディ・ア
レン監督の映画『ミッドナイト・イン・パリ』もとりあげます。第一次大戦後のアメリカ
人（文学者・芸術家）がなぜヨーロッパに渡り、そこで何を模索し表現しようとしたの
か、異国体験をへて、アメリカや人間のあり方について何が見えてきたのか、考えていき
ます。文学テクストの奥深い描出、視覚芸術のあざやかな表象、両者をリンク・共振させ
ながら、「失われた世代」の文学をとらえ、小説が描く人間と文化の本質を明らかにしま
す。
初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てます。担当者は協力して、あらす

じ・語注・考察・設問をまとめたレジュメを作成し、授業で発表します。発表に引き続
き、コメンテイターが応答し、教員の説明を交え、クラス全体でディスカッションをしま
す。授業後、受講者全員リアクションペーパーの提出が求められます。学期末のレポート
は4000字程度。

履修上の注意

テクストと対話しながら自らの考えを練り上げることが大切です。学期はじめは、長篇小
説の冒頭や短篇小説を精読します。学期前半から後半は、該当シーンをみなでディスカッ
ションし、自らの思考や分析を相対化し深めていきます。話すよりも書くことを好む学生
は、リアクションペーパーに自らの考えを積極的にしるしてほしいと思います。演習は、
柔軟な自己表現の場であり、他者から/他者とともに学ぶ共振の場ととらえてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授
業内で発言できるよう準備することが大切です。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次
週につなげてください。

教科書

洋書は初回の授業でお伝えします。適宜、プリントを配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』竹内理矢、山本洋平編、ミネルヴァ書房、2021
年
『ロスト・ジェネレーション─異郷からの帰還』マルカム・カウリー著、みすず書房、
2008年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度・討論・提出物（30％）、発表・コメント（30％）、レポート（40％）。

その他

99_14A13106

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

20世紀アメリカ文学、とくに「南部文学」「モダニズム文学」「失われた世代」といった
枠に属する文学者がどのように／なぜ小説を書いたのか、その方法と内実を明らかにしつ
つ、人間の思考と言動を深く考察します。文学テクストを丹念に読み解きながら、人物の
心の襞に分け入り、その振る舞いに表象される時代と文化を濃やかに批評する力を養って
いきます。
扱う作家は、ノーベル賞作家ウィリアム・フォークナー、または、「失われた世代」を
代表する作家アーネスト・ヘミングウェイや村上春樹の訳でも知られるスコット・フィッ
ツジェラルドを中心に考えていますが、ゼミ生の関心に応じてケイト・ショパン、マーガ
レット・ミッチェル、ウィラ・キャザー、トルーマン・カポーティ、カーソン・マッカ
ラーズ、テネシー・ウィリアムズなどの作家もとりあげる場合があります。
授業の共通テーマとしては、「近代」と「伝統」、そのはざまを生きる「人間」の営みを
想定します。父と子・母と子・祖父母と孫との間での葛藤と乗りこえ、新しい恋愛のかた
ちと新しい夫婦のあり方、人種・ジェンダー・階級の差異を越境しうる親密性などを分析
します。この時期の文学作品の多くは映画化されているので、視覚表象への翻案を検証
し、文学テクストの放つ現代的主題もとらえようと思います。
文学テクストを精緻に読みこみ、過去の解釈と対話しつつ、自らの思考を粘り強く言葉

で紡ぐとき、過去から現在、現在から未来へと開かれた円環運動のなかで、他者と世界へ
の深い理解とともに、現代を生きぬく方途を把捉できるはずです。世界を独自の視点から
描く文学に寄り添うことで、日常から解放され、新しい目で世界をとらえなおし再構築す
る道筋が見えてくるはずです。授業とレポートをとおして、�年次の卒業論文に結実する
テーマをみなで考えながら、論文執筆の方法論も学んでいきます。

授業内容

秋学期は、南部作家ウィリアム・フォークナーの作品を精読します。フォークナーもパ
リでモダニズム運動の一端にふれ、やがて「意識の流れ」という革新的な文学手法をもち
いて『響きと怒り』という傑作を書き上げ、『八月の光』や『アブサロム、アブサロム！』
などの大作も上梓します。「失われた世代」の精神性をひきつぎながらも、アメリカ南部
という特殊な文化的土壌に身をおき、人間の深層心理と故郷の社会的歴史的問題─人種、
ジェンダー、階級─について書きつづけた作家です。表面的な読解をこえて、文学テクス
トを精緻に読みすすめたとき、これまで見たことのないような豊かな文学世界がひろがっ
ていくはずです。フォークナーを読みながら、土地（故郷）と人間の関係性、個人と家族
（共同体）の関係性、近代以降の男女のありようなど、さまざまな現代的なテーマを考察
していきます。授業の終盤で、アメリカ南部文学を翻案した映画、または、南部を舞台に
した映画も分析する予定です。
初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てます。担当者は協力して、あらす

じ・語注・考察・設問をまとめたレジュメを作成し、授業で発表します。発表に引き続
き、コメンテイターが応答し、教員の説明を交え、クラス全体でディスカッションをしま
す。授業後、受講者全員リアクションペーパーの提出が求められます。学期末のレポート
は4000字程度。

履修上の注意

テクストと対話しながら自らの考えを練り上げることが大切です。学期はじめは、長篇小
説の冒頭や短篇小説を精読します。学期前半から後半は、該当シーンをみなでディスカッ
ションし、自らの思考や分析を相対化し深めていきます。話すよりも書くことを好む学生
は、リアクションペーパーに自らの考えを積極的にしるしてほしいと思います。演習は、
柔軟な自己表現の場であり、他者から/他者とともに学ぶ共振の場ととらえてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授
業内で発言できるよう準備することが大切です。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次
週につなげてください。

教科書

洋書は初回の授業でお伝えします。適宜、プリントを配布します。

参考書

『フォークナー短編集』龍口直太郎訳、新潮文庫。
『フォークナー─アメリカ文学、現代の神話』大橋健三郎著、中公新書。
『フォークナー』第�号〜第24号、フォークナー協会編集室、松柏社。
『フォークナー事典』日本ウィリアム・フォークナー協会、松柏社。
『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』竹内理矢、山本洋平編、ミネルヴァ書房。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度・討論・提出物（30％）、発表・コメント（30％）、レポート（40％）。

その他
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100_14A13003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業のテーマ】 私たちは《よい子》を演じていれば良いのでしょうか。それともどこかで《抵
抗》をあきらめないべきなのでしょうか。そもそも抵抗を試みる場合、その《抵抗の主体》はどこ
にあるのでしょう。これらの問題をシェイクスピアのいくつかの作品を通して考えてみたいと思い
ます。

【到達目標 】
A. 卒論執筆にむけて、�）問題点を発見する、�）解決までの手順を計画する、�）参考文献

を活用する、�）発表・議論をして、進捗状況を確かめる、�）ペーパー執筆を行う−−という過
程の予行演習を、こなすことができる。
B. 《抵抗の主体》というテーマの意味と広がりを、授業中に扱った作品を通して理解できる。

授業内容

春学期は�本半。●シェイクスピアの『じゃじゃ馬ならし』。女性が抵抗を続けるためには何を
すれば良いのか？ それとも結局「ぶりっ子」が得するように世の中はできているのか？ ●シェ
イクスピアの『ヘンリー四世』第一部。父親からの期待、世間からの期待にハルは抵抗しているの
だろうか？ ●『ハムレット』。与えられた《役割》に、ハムレットは納得しているのか否か。─
─これらを通じて、シェイクスピアが呈示する《抵抗の主体》について考えてみたいと思います。

第�回：『NOということとは』──管理と抵抗
第�回：『じゃじゃ馬ならし』
第�回：『じゃじゃ馬ならし』
第�回：『じゃじゃ馬ならし』
第�回：『じゃじゃ馬ならし』
第�回：『じゃじゃ馬ならし』
第�回：『じゃじゃ馬ならし』
第	回：『ヘンリー四世』第一部
第
回：『ヘンリー四世』第一部
第10回：『ヘンリー四世』第一部
第11回：『ヘンリー四世』第一部
第12回：『ヘンリー四世』第一部
第13回：『ハムレット』
第14回：『ハムレット』

授業は通常�作品につき�週かけます。私からのイントロ、グループ・ディスカッション、グ
ループ発表というのがそれぞれのクールにおける流れです。作品の理解だけではなく、論文執筆に
向けての発想の手法をディスカッションを通じて習得してもらい、卒論執筆に備えるつもりです。

履修上の注意

授業はリラックスした雰囲気で進みますが，皆さんの議論と発表が充実してなんぼです。私は議
論の整理とお手伝いとして，できるだけテーマを明確に共有できるように心がけます。しかし用意
のない発表や発言・質問を受けて一から解説をするということはしません。とは言っても，わかり
にくい所はちゃんと説明しますから，ご安心を。
翻訳は活用してくれてかまいませんが、原文が英語の作品の場合には、演習の場で具体的な箇所

を論じてもらう際に原文を参照してもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

作品は、訳本でも結構ですので、授業が始まる前に読んでおいてください。物語の内容を把握し
ておくだけでも違います。

教科書

春学期のために，以下の版を各自購入してください。amazonでも手に入ります。教科書売り場
に発注はしません。

Shakespeare, William. The Taming of the Shrew, Arden Shakespeare 3rd ser., ed. by Barbara
Hodgdon (2010). ISBN-13: 978-1903436936.
-----. King Henry IV : Pt. I, Arden Shakespeare 3rd ser., ed. by David Scott Kastan (2002). ISBN-13:
978-1904271352.
-----. Hamlet, ed. by Ann Thompson & Neil Taylor, Arden Shakespeare 3rd ser. (2006). ISBN-13:
978-1904271338.

参考書

特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

約600字の段落×	（＝4800字）のレポートを�〜�本出してもらいます。評価はレポート50％，
発表30%，討論への貢献20%が目安です。

その他

院生や�年生とも意見を交換できるような機会を設けようと思っています。できれば合宿も
（夏）。

101_14A13103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業のテーマ】
私たちは《よい子》を演じていれば良いのでしょうか。それともどこかで《抵抗》をあきらめない

べきなのでしょうか。そもそも抵抗を試みる場合、その《抵抗の主体》はどこにあるのでしょう。こ
れらの問題をシェイクスピアのいくつかの作品を通して考えてみたいと思います。秋学期では、春学
期の考察に対して《演技》というキーワードを新たに設けようと思います。

【到達目標】
A. 卒論執筆にむけて、�）問題点を発見する、�）解決までの手順を計画する、�）参考文献を活
用する、�）発表・議論をして、進捗状況を確かめる、�）ペーパー執筆を行う−−という過程の予
行演習を、こなすことができる。
B. 《抵抗の主体》というテーマと《演技》というキーワードとの関係を、授業中に扱った作品を通

して理解できる。

授業内容

秋学期は�本半。●春学期からの続きで『ハムレット』。ハムレットは自分を演じているのか？
●シェイクスピアの『十二夜』。異性装という演技を通して、ヒロインは新たな可能性を獲得するの
か？ ●シェイクスピアの『から騒ぎ』。時間に余裕があればということなのですが、男性側からの
狂気に女性が「いないふり」をする形で抵抗することは有効なのか？ ──これらを通じて、シェイ
クスピアが呈示する《抵抗と演技》について考えてみたいと思います。

第�回：「演技」──私たちの佇まいは、《素》なのか、それとも《演技》なのか
第�回：『ハムレット』
第�回：『ハムレット』
第�回：『ハムレット』
第�回：『十二夜』
第�回：『十二夜』
第�回：『十二夜』
第	回：『十二夜』
第
回：『十二夜』
第10回：『十二夜』
第11回：『から騒ぎ』
第12回：『から騒ぎ』
第13回：総括議論
第14回：総括議論

授業は通常�作品につき約�週かけます。私からのイントロ、グループ・ディスカッション、グ
ループ発表というのがそれぞれのクールにおける流れです。作品の理解だけではなく、論文執筆に向
けての発想の手法をディスカッションを通じて習得してもらい、卒論執筆に備えるつもりです。

履修上の注意

授業はリラックスした雰囲気で進みますが，皆さんの議論と発表が充実してなんぼです。私は議論
の整理とお手伝いとして，できるだけテーマを明確に共有できるように心がけます。しかし用意のな
い発表や発言・質問を受けて一から解説をするということはしません。とは言っても，わかりにくい
所はちゃんと説明しますから，ご安心を。
翻訳は活用してくれてかまいませんが、原文が英語の作品の場合には、演習の場で具体的な箇所を

論じてもらう際に原文を参照してもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

作品は、訳本でも結構ですので、授業が始まる前に読んでおいてください。物語の内容を把握して
おくだけでも違います。

教科書

秋学期のために，以下の版を各自購入してください。amazonでも手に入ります。教科書売り場に発
注はしません。

Shakespeare,William. Hamlet, ed. by Ann Thompson & Neil Taylor, Arden Shakespeare 3rd ser. (2006).
ISBN-13: 978-1904271338.（春学期と同じもの）
-----. Twelfth Night, ed. by Keir Elam, Arden Shakespeare 3rd ser. (2008). ISBN-13: 978-1903436998.
-----. Much Ado about Nothing, ed. by ClaireMcEachern. Arden Shakespeare 3rd ser. (2016). ISBN-13:
978-1472520296.

その他は追って指示します。

参考書

特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

約600字の段落×	（＝4800字）のレポートを春学期・秋学期にそれぞれ�〜�本出してもらいま
す。評価はレポート50％，発表30%，討論への貢献20%が目安です。

その他

─ 55 ─



102_14A13011

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

19世紀末から20世紀初頭のアメリカ文学作品を読み、土地（都市）と文学の関係
について考えます。特定の場だからこそ生まれる作品の意味を考え、味わいます。
また、自然主義やリアリズムといった時代的な様式・潮流についても目を向け、
「時」と「場」の双方が一つの作品として結実していることを確認します。
授業の目的は、文学作品をより深く理解することにあります。作品内の情景や当

時の空気感を味わうために、作品（テクスト）だけではなく作品が書かれた文脈や
背景（コンテクスト）にも意識を広げていきます。ときには物語の細部が作品全体
の理解を大きく変えることもあるため、作品の舞台となる土地（都市）の歴史や地
理について予習・復習を通して調べていくことが必要になります。
授業の目標は、作品を深く味わうという主観的な経験を、クラス内のディスカッ
ションを通して客観的に共有されうる形式、つまりレポートとしてまとめることに
あります。そのために、①予習、授業、復習を通して各参加者がそれぞれ疑問や考
えをもつこと、②リサーチによって発展的にアイデアを広げること、③そして最後
には一つの議論としてレポートにまとめる、という一連のプロセスを方法論として
確立していきます。気になる点を見つける、まとめる、答えをだす、そしてそれら
を記録するという作業は、授業のためだけではなく、今後の人生でも必要となるス
キルです。リサーチの段階で参考文献や先行研究を見つけるという作業に関しては
授業内でも実践を交えて説明します。

授業内容

前期は自然主義作家であるジャック・ロンドンとスティーブン・クレインの作品
を読みます。短編は原文で読み、長編は日本語訳と原文とを、おり交ぜながら読み
進めていきます。ジャック・ロンドンは19世紀末、ゴールドラッシュによりクロン
ダイク地域（ユーコン準州）へと赴いた人々が直面する自然の厳しさを描いていま
す。厳寒の冬、ひとつ一つの選択が命にかかわる状況で、人間や動物のむき出しの
生がありありと描かれています。スティーブン・クレインは19世紀末ニューヨーク
を舞台にした作品を残しており、社会的に弱い立場におかれた登場人物がたどる生
を描いています。自然主義は以上のように、自然環境や社会的状況にのみこまれて
いる個人を、ときには残酷に描き出します。
後期はセオドア・ドライサーとエドナ・ファーバーの作品を通して、シカゴに

フォーカスを合わせます。19世紀末から20世紀初頭にかけて成長・発展していくシ
カゴが舞台です。劇的に変動していく都市において登場人物たちは新たな体験をし、
それまでの価値観や認識を変えていきます。作品は100年以上前にかかれたものです
が、「新たな体験」を経て個人の考えが変わっていくという現象自体が古くなること
はありません。そうした経験を客観的に、登場人物を通してつぶさに観察していき
ます。特に群衆(crowd)という現象や、急成長する産業とデパートに代表される大量
販売などに着目していきます。

履修上の注意

毎回、発表者が用意したハンドアウトをもとに進めていきます。ハンドアウトには
要約、語彙、考察・疑問点をまとめてもらいます。発表者以外の参加者も何らかの
発言をすることになるので、各々考えをまとめてきてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習段階では不明な点や気になった点をまとめておき、授業を通してそれらが明確
になったかどうか復習で確認してください。

教科書

ジャック・ロンドン『野生の呼び声』（光文社古典新訳文庫）キンドル版でも可
原文The Call of the Wildは、紙媒体・キンドル版どちらでも可(パブリックドメインの
ため、ネット上で公開されています)

スティーヴン・クレインの作品は配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢、山本洋平編、ミネルヴァ書房、
2021年）

課題に対するフィードバックの方法

授業で書いてもらったコメント等に関しては翌週の冒頭で共有します。

成績評価の方法

出席・授業内コメント25％、授業内発表35％、学期末レポート（�,000字前後）40％

その他

103_14A13111

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

19世紀末から20世紀初頭のアメリカ文学作品を読み、土地（都市）と文学の関係
について考えます。特定の場だからこそ生まれる作品の意味を考え、味わいます。
また、自然主義やリアリズムといった時代的な様式・潮流についても目を向け、
「時」と「場」の双方が一つの作品として結実していることを確認します。
授業の目的は、文学作品をより深く理解することにあります。作品内の情景や当

時の空気感を味わうために、作品（テクスト）だけではなく作品が書かれた文脈や
背景（コンテクスト）にも意識を広げていきます。ときには物語の細部が作品全体
の理解を大きく変えることもあるため、作品の舞台となる土地（都市）の歴史や地
理について予習・復習を通して調べていくことが必要になります。
授業の目標は、作品を深く味わうという主観的な経験を、クラス内のディスカッ
ションを通して客観的に共有されうる形式、つまりレポートとしてまとめることに
あります。そのために、①予習、授業、復習を通して各参加者がそれぞれ疑問や考
えをもつこと、②リサーチによって発展的にアイデアを広げること、③そして最後
には一つの議論としてレポートにまとめる、という一連のプロセスを方法論として
確立していきます。気になる点を見つける、まとめる、答えをだす、そしてそれら
を記録するという作業は、授業のためだけではなく、今後の人生でも必要となるス
キルです。リサーチの段階で参考文献や先行研究を見つけるという作業に関しては
授業内でも実践を交えて説明します。

授業内容

前期は自然主義作家であるジャック・ロンドンとスティーブン・クレインの作品
を読みます。短編は原文で読み、長編は日本語訳と原文とを、おり交ぜながら読み
進めていきます。ジャック・ロンドンは19世紀末、ゴールドラッシュによりクロン
ダイク地域（ユーコン準州）へと赴いた人々が直面する自然の厳しさを描いていま
す。厳寒の冬、ひとつ一つの選択が命にかかわる状況で、人間や動物のむき出しの
生がありありと描かれています。スティーブン・クレインは19世紀末ニューヨーク
を舞台にした作品を残しており、社会的に弱い立場におかれた登場人物がたどる生
を描いています。自然主義は以上のように、自然環境や社会的状況にのみこまれて
いる個人を、ときには残酷に描き出します。
後期はセオドア・ドライサーとエドナ・ファーバーの作品を通して、シカゴに

フォーカスを合わせます。19世紀末から20世紀初頭にかけて成長・発展していくシ
カゴが舞台です。劇的に変動していく都市において登場人物たちは新たな体験をし、
それまでの価値観や認識を変えていきます。作品は100年以上前にかかれたものです
が、「新たな体験」を経て個人の考えが変わっていくという現象自体が古くなること
はありません。そうした経験を客観的に、登場人物を通してつぶさに観察していき
ます。特に群衆(crowd)という現象や、急成長する産業とデパートに代表される大量
販売などに着目していきます。

履修上の注意

毎回、発表者が用意したハンドアウトをもとに進めていきます。ハンドアウトには
要約、語彙、考察・疑問点をまとめてもらいます。発表者以外の参加者も何らかの
発言をすることになるので、各々考えをまとめてきてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習段階では不明な点や気になった点をまとめておき、授業を通してそれらが明確
になったかどうか復習で確認してください。

教科書

セオドア・ドライサー『シスター・キャリー』上・下（岩波文庫）
原文Sister Carrieは、紙媒体・キンドル版どちらでも可(パブリックドメインのため、
ネット上で公開されています)

上記以外の作品に関しては授業内で配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢、山本洋平編、ミネルヴァ書房、
2021年）

課題に対するフィードバックの方法

授業で書いてもらったコメント等に関しては翌週の冒頭で共有します。

成績評価の方法

出席・授業内コメント25％、授業内発表35％、学期末レポート（�,000字前後）40％

その他

─ 56 ─



104_14A13009

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ａ ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Introduction to Literature in English I : The Graphic Novel and the English Novel
英文学入門I：グラフィックノベル、英文学

This course provides an introduction to the study of English literature.We look at a diverse range of
writings from the British Isles and beyond, including novels, short stories, poems and even graphic
novels and films. Students will learn to analyze texts, debate them critically and write about them at
length in English. As well as improving their ability to express themselves clearly and fluently in
English both orally and in writing, students will gain skills in communication, problem solving and
giving presentations. Discussion and writing will be in English.
本授業は、英文学研究の入門編となる内容です。小説、短編小説、詩、さらにはグラフィック・ノ
ベルや映画等、イギリス諸島内外の幅広い作品を扱います。学生は、テキストの分析、批判的な議
論、さらにはテキストについて英語で詳細に記述することを学びます。口頭および書面の両方で英
語で明確かつ流暢に自分の考えを表現する能力を向上させることに加え、学生はコミュニケーショ
ン、問題解決、プレゼンテーションのスキルを習得します。ディスカッションとライティングは英
語で行われます。

For more details, please see the webpage explaining this course on my website available at: https://
www.alexwatson.info/teaching
詳細については、講師のウェブサイトhttps://www.alexwatson.info/teachingを参照してください。

授業内容

�.レイモンドブリッグズ, エセルとアーネスト ふたりの物語 (Raymond Briggs, Ethel and Ernest)
�
�.エセルとアーネスト ふたりの物語 �
�.エセルとアーネスト ふたりの物語 �
�.エセルとアーネスト ふたりの物語 �
�.マアク・ハッドン,『夜中に犬に起こった奇妙な事件』�
�.夜中に犬に起こった奇妙な事件 �
�.夜中に犬に起こった奇妙な事件 �
	.夜中に犬に起こった奇妙な事件 �

.夜中に犬に起こった奇妙な事件 �
10.夜中に犬に起こった奇妙な事件 �
11.夜中に犬に起こった奇妙な事件 �
12.夜中に犬に起こった奇妙な事件 	
13.夜中に犬に起こった奇妙な事件 

14.夜中に犬に起こった奇妙な事件 10
15.夜中に犬に起こった奇妙な事件 11

履修上の注意

Students will be expected to contribute to class discussion and complete regular homeworks.
Students are also strongly advised to purchase and bring to class the correct editions of set texts as
we will be discussing them together in class and need to refer to them.
学生はクラスディスカッションに貢献し、定期的な宿題を完了することが求められます。また、ク
ラスでともに議論しながら参照する必要があるため、正しい版のセットテキストを購入してクラス
に持参することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and seminar reading.
学生は定期的な宿題とゼミの読書を完了する必要があります。
Students must have attained at least intermediate skills in English. They must also be willing to
speak, read and write in English.
学生は少なくとも英語で中級のスキルを習得している必要があります。また、英語で話し、読み、
書くことをいとわない必要があります。

教科書

Mark Haddon, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (2003) ISBN-10  :  0099470438,
ISBN-13  :  978-0099470434, 1016 Yen.
Raymond Briggs, Ethel and Ernest (London : Jonathan Cape, 2007) ISBN-10: 1911214608, ISBN-13:
978-191121460, 1535 Yen.

参考書

Japanese translations of the books are available. Students do not have to buy them but they may
find them useful.
授業で扱う書籍については、日本語版が販売されています。日本語版を購入する必要はありません
が、理解の一助になるかもしれません。
レイモンド・ブリッグズ著、北川しずえ訳『エセルとアーネスト ふたりの物語』、バベルプレス、
2019年 ISBN-13 : 978-4894491779 ISBN-10 : 489449177X
マアク・ハッドン、小尾 芙佐 訳『夜中に犬に起こった奇妙な事件』、早川書房、2016年ISBN-10 :
4151200851 ISBN-13 : 978-4151200854

課題に対するフィードバックの方法

Feedback given in response to discussion, homework and assignments.

成績評価の方法

70% weekly homeworks; 30% essays.
週ごとの宿題70％。エッセイ30％。

その他

105_14A13109

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学演習（�年）Ｂ ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Introduction to Literature in English II : Speculative Fiction
英文学入門II：推理小説

This course provides an introduction to the study of English literature.We look at a diverse range of
writings from the British Isles and beyond, including novels, short stories, poems and even graphic
novels and films. Students will learn to analyze texts, debate them critically and write about them at
length in English. As well as improving their ability to express themselves clearly and fluently in
English both orally and in writing, students will gain skills in communication, problem solving and
giving presentations. Discussion and writing will be in English.
本授業は、英文学研究の入門編となる内容です。小説、短編小説、詩、さらにはグラフィック・ノ
ベルや映画等、イギリス諸島内外の幅広い作品を扱います。学生は、テキストの分析、批判的な議
論、さらにはテキストについて英語で詳細に記述することを学びます。口頭および書面の両方で英
語で明確かつ流暢に自分の考えを表現する能力を向上させることに加え、学生はコミュニケーショ
ン、問題解決、プレゼンテーションのスキルを習得します。ディスカッションとライティングは英
語で行われます。

For more details, please see the webpage explaining this course on my website available at: https://
www.alexwatson.info/teaching
詳細については、講師のウェブサイトhttps://www.alexwatson.info/teachingを参照してください。

授業内容

�.すばらしい新世界 (Aldous Huxley, Brave New World ) �
�.すばらしい新世界 �
�.すばらしい新世界 �
�.すばらしい新世界 �
�.すばらしい新世界 �
�.すばらしい新世界 �
�.すばらしい新世界 �
	.すばらしい新世界 	

.ウイリアムごオルでイング, 蝿の主 (William Golding, Lord of the Flies) �
10.蝿の主 �
11.蝿の主 �
12.蝿の主 �
13.蝿の主 �
14.蝿の主 �
15.蝿の主 �

履修上の注意

Students will be expected to contribute to class discussion and complete regular homeworks.
Students are also strongly advised to purchase and bring to class the correct editions of set texts as
we will be discussing them together in class and need to refer to them.
学生はクラスディスカッションに貢献し、定期的な宿題を完了することが求められます。また、ク
ラスでともに議論しながら参照する必要があるため、正しい版のセットテキストを購入してクラス
に持参することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and seminar reading.
学生は定期的な宿題とゼミの読書を完了する必要があります。
Students must have attained at least intermediate skills in English. They must also be willing to
speak, read and write in English.
学生は少なくとも英語で中級のスキルを習得している必要があります。また、英語で話し、読み、
書くことをいとわない必要があります。

教科書

Aldous Huxley, Brave New World (Vintage, 2004) ISBN 10 9780099477464 ISBN 13 978-0099477464,
1173 yen.
William Golding, Lord of the Flies (London : Penguin, 2006) ISBN-10: 0399533370, ISBN-13: 978-
0399533372, 1205 Yen.

参考書

Japanese translations of the books are available. Students do not have to buy them but they may
find them useful.
授業で扱う書籍については、日本語版が販売されています。日本語版を購入する必要はありません
が、理解の一助になるかもしれません。

オルダス ハクスリ すばらしい新世界、早川書房; 新訳、大森 望 (翻訳) ISBN-10  : 
415120086X、ISBN-13  :  978-4151200861。
Aldous Huxley, Brave New World : A Graphic Novel, Adapted and Illustrated by Fred Fordham
(Vintage, 2022) ISBN-10  :  1784877735 ISBN-13  :  978-1784877736, 3676 yen.
ウィリアム・ゴールディング著、黒原敏行訳『蠅の王』、早川書房、2017年 ISBN-10 :
4151200908 ISBN-13 : 978-4151200908

課題に対するフィードバックの方法

Feedback given in response to discussion, homework and assignments.

成績評価の方法

70% weekly homeworks; 30% essays.
週ごとの宿題70％。エッセイ30％。

その他
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106_14F01501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学基礎研究Ａ ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

English Literature Through Film I : Historical Classics
映画をとおした英文学I：古典

This course uses cinematic adaptations to introduce students to some of the classics of English
literature. We will read texts at the same time as watching film versions.
Students will learn to compare and analyze different texts, to think critically and reflect on and debate
arguments and ideas in spoken and written form. Students will also develop their abilities to speak and
write clearly and persuasively, and to use appropriate styles for different audiences. All discussion in
the course is in English.
このコースでは、映画化作品を使用して、学生に英文学の古典をいくつか紹介します。映画版を見な
がらテキストを読みます。
本授業では、ウィリアム・シェイクスピアからジェーン・オースティン、ロマン主義、および近年の
英国発の作品までの英文学に関する、刺激的かつ幅広い概論を提供します。学生は、様々なテキスト
の比較および分析、批判的な思考、主張やアイデアに関する熟考および議論を、口頭および書面形式
で行うことを学びます。また、学生は、明瞭に、かつ説得力をもって話し、書く能力を養うととも
に、様々な聴衆（受け手）に適したスタイルを使用する能力を養います。本授業のディスカッション
はすべて英語で行われます。

For more details, please see the webpage explaining this course on my website available at: https://
www.alexwatson.info/teaching
詳細については、講師のウェブサイトhttps://www.alexwatson.info/teachingを参照してくださ

授業内容

�.Introduction
�.ウィリアム・シェイクスピア、空騒ぎ (William Shakespeare,Much Ado About Nothing) (1588-
)
�.空騒ぎ
�.空騒ぎ
�.空騒ぎ
�.E. M. フオースター、眺めのいい部屋 (ちくま文庫)
�.眺めのいい部屋
	.眺めのいい部屋

.眺めのいい部屋
10.眺めのいい部屋
11.J. G. バラード, 太陽の帝国
12.J太陽の帝国
13.太陽の帝国
14.太陽の帝国
15.太陽の帝国

履修上の注意

Students will be expected to contribute to class discussion and complete regular homeworks. Students
are also strongly advised to purchase and bring to class the correct editions of set texts as we will be
discussing them together in class and need to refer to them.
学生はクラスディスカッションに貢献し、定期的な宿題を完了することが求められます。また、クラ
スでともに議論しながら参照する必要があるため、正しい版のセットテキストを購入してクラスに持
参することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and seminar reading.
学生は定期的な宿題およびリーディングを完了する必要があります。
Students must have attained at least intermediate skills in English. They must also be willing to speak,
read and write in English.
学生は少なくとも英語で中級のスキルを習得している必要があります。また、英語で話し、読み、書
くことをいとわない必要があります。

教科書

William Shakespeare, Much Ado About Nothing (London : Bloomsbury, 2016) ISBN-10: 1472520297,
ISBN-13: 978-1472520296, 1362 Yen.
E. M. Forster, A Room with a View, Wendy Moffat (ed.) (London : Penguin, 2000) ISBN-10:
9780141183299, ISBN-13: 9780141183299. 1645 Yen.
J. G. Ballard, Empire of the Sun (London : Simon and Schuster, 2005) ISBN-10: 0743265238, ISBN-13:
978-0743265232, 2596 Yen.

参考書

Japanese translations of the books are available. Students do not have to buy them but they may find
them useful.
授業で扱う書籍については、日本語版が販売されています。日本語版を購入する必要はありません
が、理解の一助になるかもしれません。

シェイクスピア著、小田島雄志訳『から騒ぎ』、白水社、1983年 ISBN-10 : 4560070172, ISBN-13 :
978-4560070178
E. M. フオースター、眺めのいい部屋 (ちくま文庫) 西崎 憲 (翻訳), 中島 朋子 (翻訳)、筑摩書房、
2001年, ISBN-10: 4480036768, ISBN-13: 978-4480036766.
J. G. バラード, 太陽の帝国, 山田 和子 (翻訳) 東京創元社, 2019. ISBN-10: 4488629180, ISBN-13: 978-
4488629182.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

40% weekly homeworks; 60% essays.
週ごとの宿題40％。エッセイ60％。

その他

107_14F01601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文学基礎研究Ｂ ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

English Literature through Film : Modern Britain
映画をとおした英文学：現代英国

This course uses cinematic adaptations to introduce students to some of the classics of English
literature. We will read texts at the same time as watching film versions.
Students will learn to compare and analyze different texts, to think critically and reflect on and
debate arguments and ideas in spoken and written form. Students will also develop their abilities to
speak and write clearly and persuasively, and to use appropriate styles for different audiences. All
discussion in the course is in English.
このコースでは、映画化作品を使用して、学生に英文学の古典をいくつか紹介します。映画版を見
ながらテキストを読みます。
本授業では、ウィリアム・シェイクスピアからジェーン・オースティン、ロマン主義、および近年
の英国発の作品までの英文学に関する、刺激的かつ幅広い概論を提供します。学生は、様々なテキ
ストの比較および分析、批判的な思考、主張やアイデアに関する熟考および議論を、口頭および書
面形式で行うことを学びます。また、学生は、明瞭に、かつ説得力をもって話し、書く能力を養う
とともに、様々な聴衆（受け手）に適したスタイルを使用する能力を養います。本授業のディス
カッションはすべて英語で行われます。

For more details, please see the webpage explaining this course on my website available at: https://
www.alexwatson.info/teaching
詳細については、講師のウェブサイトhttps://www.alexwatson.info/teachingを参照してください。

授業内容

�.『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』 �
�.『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』 �
�.『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』�
�.『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』�
�.『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』�
�.カズオ イシグロ, わたしを離さないで (Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (2005)) �
�.わたしを離さないで �
	.わたしを離さないで �

.わたしを離さないで �
10.わたしを離さないで �
11.マイケル・フェイバ, アンダー・ザ・スキン
12.アンダー・ザ・スキン
13.アンダー・ザ・スキン
14.アンダー・ザ・スキン
15.アンダー・ザ・スキン

履修上の注意

Students will be expected to contribute to class discussion and complete regular homeworks.
Students are also strongly advised to purchase and bring to class the correct editions of set texts as
we will be discussing them together in class and need to refer to them.
学生はクラスディスカッションに貢献し、定期的な宿題を完了することが求められます。また、ク
ラスでともに議論しながら参照する必要があるため、正しい版のセットテキストを購入してクラス
に持参することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and seminar reading.
学生は定期的な宿題およびリーディングを完了する必要があります。
Students must have attained at least intermediate skills in English. They must also be willing to
speak, read and write in English.
学生は少なくとも英語で中級のスキルを習得している必要があります。また、英語で話し、読み、
書くことをいとわない必要があります。

教科書

John le Carré, Tinker Tailor Soldier Spy (London : Penguin Classics, 2018) ISBN-10: 

9780241323410, ISBN-13:  978-0241323410, 1541 Yen.
Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (London : Faber and Faber, 2010) ISBN-10: 9780571258093 ISBN-
13 : 978-0571258093, 1382 Yen.
Michael Faber, Under the Skin (Edinburgh : Canongate, 2017). ISBN-10: 9781786890528 ISBN-13:
978-1786890528. 1569 Yen.

参考書

Japanese translations of some of the books are available. Students do not have to buy them but they
may find them useful.
授業で扱う書籍については、日本語版が販売されています。日本語版を購入する必要はありません
が、理解の一助になるかもしれません。
ジョン ル・カレ (著), 『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』村上 博基 (翻訳) 

早川書房、2012年 ISBN-10 : 4150412537 ISBN-13 978-4150412531.
カズオ・イシグロ著、土屋政雄訳『わたしを離さないで』、早川書房、2008年 ISBN-13 : 978-
4152087195 ISBN-10 : 4152087196

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

40% weekly homeworks; 60% essays.
週ごとの宿題40％。エッセイ60％。

その他
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108_14F03101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文化研究Ａ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカ合衆国における視覚文化を学びます。前期は米国の映画産業について、1910年代
から1950年代までの変遷を概観します。後期は写真や絵画といった視覚芸術に焦点を合わ
せながら、博物館の建設と都市の発展の連関についても学びます。文化の発展を通時的に
振り返りながら、現在を見つめなおす批評精神を確立することを目標とします。映像や資
料は英語ベースのものを使用しますが、こちらで適宜解説していきます。

授業内容

各回、テーマに沿って映像や資料を確認します。年代毎に分けた週では社会・歴史的な背
景についても学びます。

�.イントロダクション
「スター」や「セレブリティ」の定義とは
�.The 1910-20s
映画の受容、そして「スター」の誕生──アメリカにおける成功物語について
�.The 1920-30s①
サイレントからトーキーへ（声、音の役割について）
�.The 1920-30s②
Fandomについて、スターを模倣する現象
�.The 1930-40s
Bette Davis, Cary Grant, Katherine Hepburn
�.The 1940-50s
Judy Garland, Marilyn Monroe, Gloria Swanson
�.ドキュメンタリーフィルム
記録媒体としての役割
	.人種とエスニシティ①
非英語圏文化、アジア系／イタリア系／アフリカ系アメリカ人、

.人種とエスニシティ②
非英語圏文化、アジア系／イタリア系／アフリカ系アメリカ人、
10.ジェンダー／セクシュアリティ①
「スター」の魅力とは何か
11.ジェンダー／セクシュアリティ②
「スター」の魅力とは何か
12.「モンスター」の表象
映画King Kong (1933)を中心に
13.言語哲学の観点から
フィクショナルなキャラクターの存在について
「スター」の名前とその指示対象の関連について
14.総括

履修上の注意

受講者数（規模）に応じて具体的な進め方を決定する予定です。この点は初回で確認しま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料は目を通しておいてください。

教科書

無し。必要な資料は配布します。

参考書

授業時に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

受講者数（規模）に応じて異なりますが、授業で書いてもらったコメント等に関しては翌
週の冒頭で共有します。

成績評価の方法

出席30％、レポートを除く提出物30％、期末レポート40％

その他

109_14F03201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

英米文化研究Ｂ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカ合衆国における視覚文化を学びます。前期は米国の映画産業について、1910
年代から1950年代までの変遷を概観します。後期は写真や絵画といった視覚芸術に焦
点を合わせながら、博物館の建設と都市の発展の連関についても学びます。文化の発
展を通時的に振り返りながら、現在を見つめなおす批評精神を確立することを目標と
します。映像や資料は英語ベースのものを使用しますが、こちらで適宜解説していき
ます。

授業内容

各回、テーマに沿って映像や資料を確認します。

�.イントロダクション
視るという行為の文化的意味について
�.南北戦争における写真の役割
負傷した身体表象と情報の共有について
�.万博の歴史
The Great Exhibition(1851)からthe Worldʼs Columbian Exposition (1893)における収集
と展示について
�.ミュージアムの建設
デモクラティックな知のあり方について
�.P. T. Barnumとフリークショウ
アメリカにおけるホラ話の伝統について
�.視覚文化とデパートの関係
“Visual Pleasure”について
�.都市の発達と視ることの関係
不可視化される生活圏と無意識への興味について
	.視覚化される都市空間
マッピングによる区画化と “slumming”について

.写真／映像が伝える都市の姿
視覚的な表象と文学的な表象の比較について
10.特定の意味を帯びる観光地
Coney Islandsを例に
11.四次元への挑戦
異なる見え方やモノの存在について
12.「モンスター」の表象
分類不可能な存在として
13.風景の重要性
車・列車から見る移動する風景の描写について
14.総括

履修上の注意

受講者数（規模）に応じて具体的な進め方を決定する予定です。この点は初回で確認
します。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料は目を通しておいてください。

教科書

無し。必要な資料は配布します。

参考書

授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

受講者数（規模）に応じて異なりますが、授業で書いてもらったコメント等に関して
は翌週の冒頭で共有します。

成績評価の方法

出席30％、レポートを除く提出物30％、期末レポート40％

その他
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110_14F09101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演技論Ａ 村 島 彩 加

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

江戸時代に成立した歌舞伎の演技について知ることで、「演技とは何
か」を考えることを目標とする。
春学期後半には江戸から明治への時代の転換期にも着目し、時代の変
化とともに演技がどのように変化するのかを考察する。

授業内容

第�回 演技について考える
第�回 類型（らしさ）について
第�回 女方の演技
第�回 おどりと音曲
第�回 義太夫狂言
第�回 作品
第�回 型の継承
第	回 劇場
第
回 江戸から明治へ
第10回 世話物の演技
第11回 時代物の演技
第12回 新しい演劇
第13回 坪内逍遥の試み
第14回 団菊の死

履修上の注意

・欠席は�回までとする。出欠はOh-o!Meijiでのアンケート機能で取
る。感染症の流行など、場合によってはオンデマンド配信や対面と配
信を同時並行するハイブリッド形式も採用する。その場合は必ず通知
するので、指示に従うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は特に必要はないが、前回の授業の内容をよく復習し、頭に入れ
ておくこと。

教科書

指定しない。

参考書

講義の都度、内容に合わせて紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席条件を満たしていることを確認した上で、期末レポートで評価を
行う（55%）。出席状況やアンケートの回答内容も考慮する（45%）。
平常点（出席代りのアンケート、記入式）を考慮し、レポートで成績
評価を行う。評価結果についての質問は受け付けない。

その他

111_14F09201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演技論Ｂ 村 島 彩 加

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

明治〜大正期の、演技に関する言説に着目し、時代の推移と共に役者
の演技がどのように変化したのかを考察することを目標とする。

授業内容

第�回 秋学期概観（歴史背景）
第�回 翻訳と翻案� ハムレットの変遷
第�回 翻訳と翻案� 土肥春曙の仕事
第�回 俳優養成
第�回 帝国劇場誕生
第�回 メイキング・アップ
第�回 表情とは何か
第	回 狂気の演技
第
回 駆け抜ける若者
第10回 音楽と演技
第11回 宝塚少女歌劇�

第12回 宝塚少女歌劇�

第13回 近世から近代へ
第14回 まとめと補遺

履修上の注意

・欠席は�回までとする。出欠はOh-o!Meijiでのアンケート機能で取
る。
・感染症の流行など、場合によってはオンデマンド配信や対面と配信
を同時並行するハイブリッド形式も採用する。その場合は必ず通知す
るので、指示に従うこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は特に必要ないが、前回の内容をよく復習し、頭に入れておくこ
と。

教科書

特に指定しない。

参考書

講義内容に合わせ、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席条件を満たしていることを確認した上で、期末レポートで評価を
行う（55%）。出席状況やアンケートの回答内容も考慮する（45%）。
評価結果についての質問は受け付けない。

その他
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112_14A40101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇概論Ａ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇や舞台芸術については、特に日本では歴史もその内容についても学ぶ
機会があまりないかもしれません。また、劇場へ足を運んで舞台を見ると
いう文化もまた、その多くが都市部に集中していることや、観劇チケット
の価格が高い、なにを見ていいのか分からない、などなど様々な要因か
ら、敷居が高いと感じる人も少なくないようです。
けれども、演劇や舞台芸術について考えるということは、文学や絵画や音
楽といった複数の芸術との関係性を知るだけでなく、多様な人々の対立や
苦悩や葛藤が描き出されていたり、また社会の中でなんらかの役割を演じ
ている人々の営みが写し取られていたりと、多層的な問題を扱うことでも
あります。
この講義では、演劇とはなにか、という大きな問題意識を背景としなが
ら、その多様性を広く見渡しつつ、その文化的な役割を探っていければと
思います。

授業内容

�）授業の進め方
�）演劇とはなにか−演劇の定義の変遷、学問的な広がり
�）ドラマツルギー（�）
�）ドラマツルギー（�）
�）ドラマツルギー（�）
�）祭りと芸能（�）ー西洋
�）祭りと芸能（�）ーアジア
	）祭りと芸能（�）ー日本

）演劇と音楽（�）
10）演劇と音楽（�）
11）演劇と音楽（�）
12）舞台と観客（�）
13）舞台と観客（�）
14）まとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回配布する資料において歴史上の基本的な事項や参考資料を紹介してい
く。
理解を深める上では、そうした関連書籍を読み進めていくことが必要。

教科書

特に指定なし

参考書

適宜、講義の中で取り上げる。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の態度50%，レポート20%，試験30%で評価。

その他

113_14A40201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇概論Ｂ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇や舞台芸術について、より具体的にその芸術的な性質を知り、そ
の芸術表現の可能性についての理解を深めます。そして、演劇や舞台
芸術が過去や現代の社会において、どのような役割を果たしてきたの
か、さらには今後期待される役割について考えることができればと思
います。

授業内容

�）授業の進め方
�）演劇という芸術（�）─劇作家
�）演劇という芸術（�）─劇作家
�）演劇という芸術（�）─俳優
�）演劇という芸術（�）─演出家
�）演劇という芸術（�）─協働製作（装置・音響・照明）
�）演劇という芸術（�）─その他
	）演劇と社会（�）─ナショナリズム・プロパガンダ

）演劇と社会（�）─大衆化・エンターテイメント
10）演劇と社会（�）─国際化・ポストコロニアル
11）演劇と社会（�）─公共性の問題
12）演劇と社会（�）─社会包摂・マイノリティ・差別
13）演劇と教育 ─俳優教育から学校教育、人間教育まで
14）まとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回配布する資料においては基本的な事項や参考資料を紹介してい
く。
理解を深める上では、そうした関連書籍を読み進めていくことが必
要。

教科書

特に指定しない

参考書

適宜、講義の中で取り上げる。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の態度50%，レポート20%，試験30%で評価。

その他
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114_14A42304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演習（A）では、演劇学の基礎的な知識を身につける。
歴史上の様々なジャンルの演劇について、分析し研究する方法につい
て学ぶ。
たとえば演劇には、文学的な戯曲のみならず、劇場という空間、俳優
の身体による表現、音楽や動作によるリズムやテンポ、演出による新
解釈、装置や美術による視覚的効果など、様々な要素を複合的に組み
合わされている。
そうした要素をどう読み解くのか、教科書となる文献をもとに考えて
いく。

授業内容

受講生の関心にしたがってそれぞれにテーマを選定し，各自が文献調
査を行い，その成果を口頭発表する。そこでの質疑応答，討論を通し
てテーマについての理解を深め，研究分析方法を精査し，レポートの
形にまとめる。
春学期
�) 授業の進め方・発表方法の解説
�)〜4) 講義：文献調査の基礎・分析方法の検討
�)〜13) 口頭発表・討論
14) 総括

履修上の注意

口頭発表では，発表者のみならず参加者も各テーマに関心を持ち，積
極的に討論に参加することが重要。
色々なジャンルの演劇（舞台芸術）を，実際に鑑賞する姿勢も持って
ほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当する文献内容について理解を深め、論点について検証するには、
書かれている事を読むだけでなく、関連資料についても調査する必要
がある。
発表者はそうした調査を踏まえて、レジュメを作成し、発表に望むこ
と。

教科書

『演劇学のキーワーズ』ぺりかん社、2007年

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の姿勢と口頭発表への取り組み60%，発表内容・レポート提
出40%で評価する。

その他

115_14A42404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇に関わる様々な要素（戯曲・演出・演技・舞台美術・衣装・照

明・音響・制作など）を幅広く見渡しながら、歴史上の様々なジャン

ルの演劇（舞台芸術）について深く考察・分析する方法を探求する。

演習（Ａ）で学んだことを基礎にしながら、各自の関心あるテーマを

取り上げ、考察・分析を深めたことについて口頭発表する。

授業内容

受講生の関心にしたがってそれぞれにテーマを選定し，各自が文献調

査を行い，その成果を口頭発表する。そこでの質疑応答，討論を通し

てテーマについての理解を深め，研究分析方法を精査し，レポートの

形にまとめる。

�)〜2) 研究発表の準備、イントロダクション

�)〜13) 口頭発表・討論

14）総括

履修上の注意

口頭発表では，発表者のみならず参加者も各テーマに関心を持ち，積

極的に討論に参加することが重要。色々なジャンルの演劇（舞台芸

術）を，実際に鑑賞する姿勢も持ってほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各自の選択した研究テーマについて、先行研究に目を配りながら、理

解を深めていく。

発表者はそれらの調査を踏まえてレジュメを作成し、発表に望むこ

と。

教科書

各自の研究テーマに沿って選択すること。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の姿勢と口頭発表への取り組み60%，発表内容・レポート提

出40%で評価する。

その他
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116_14A42302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 東 條 愛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

20 世紀前半（1900 年代〜30 年代）に海外へ渡った演劇人を取り上
げ、その活動を検討する。彼らが活動した時代・場所の文化的状況を
探り、その「時代」と「場所」から舞台芸術の歴史を考察していく。
この授業を通して、日本と世界の演劇状況を同時に捉えると共に、舞
踊、音楽、映画、美術などの諸芸術分野にも目を向け、広い視野で演
劇を考えていくことを目的とする。
また、文献データベースの利用法や発表資料の作り方などの基礎を身
につけ、自分の研究成果を発表するだけでなく、他者との討論によっ
てその考察をより深める力を身につけていく。

授業内容

「時代」と「場所」から舞台芸術の歴史を考察するというテーマに基
づき、「20 世紀前半に日本から海外へ渡った演劇人」という研究対象
について、担当を決め調査・発表を行う。
各種資料を利用した研究対象へのアプローチ方法や研究成果の発表方
法を学び実践していく。学期末には、発表時の討論の内容をふまえ、
各自の発表内容をレポートにまとめ提出する。
�: 授業のテーマについての説明
�: 資料収集から発表、レポート作成についてのガイダンス
�-�: 研究対象についての講義と発表の割り振り
�-�: 研究対象に関する映像資料鑑賞
�-13: 発表と討論
14: 春学期全体の振り返り

履修上の注意

演習は、あくまで履修者が主役となる授業である。
自分の発表に真剣に取り組むことはもちろん、他の人の発表から積極
的に学ぶ姿勢が求められる。
また、授業内に説明する資料作成のガイダンスにそって、発表時には
かならず配布用資料を作成すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表以外についても予め文献等を参照し、積極的にディスカッ
ションに参加できるよう準備すること。
自分の発表では、ディスカッションによって出てきた課題や、回答で
きなかったことについて、発表後に確認をすること。

教科書

特に定めない。

参考書

必要に応じ紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（40％）と発表内容・ディスカッションへの参加・レ
ポート（60％）から総合的に評価する。

その他

研究発表にあたっての資料作成方法や、レポート作成方法について、
学べる機会が少ないという意見も見られたため、簡単な概要だけでな
く、より具体的な作成方法について講義を設けることとする。

117_14A42402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 東 條 愛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業を通して、日本と世界の演劇状況を同時に捉えると共に、舞
踊、音楽、映画、美術などの諸芸術分野にも目を向け、広い視野で演
劇を考えていくことを目的とする。
春学期での発表内容（20世紀初頭に海外に渡った日本の演劇人）につ
いて、より掘り下げて考察していく他、新たな研究テーマについても
柔軟に取り上げていく。
また、文献データベースの利用法や発表資料の作り方などの基礎を身
につけ、自分の研究成果を発表するだけでなく、他者との討論によっ
てその考察をより深める力を身につけていく。

授業内容

春学期での発表内容の成果をふまえ、各自、より掘り下げて考察すべ
き研究対象を決定する。
発表、討論を行い、学期末にはその内容をレポートにまとめ提出す
る。
�: 研究対象の決定
�,�: 研究対象に関連した映像資料鑑賞
�-13: 発表と討論
14: 秋学期のまとめ

履修上の注意

演習は、あくまで履修者が主役となる授業である。
自分の発表に真剣に取り組むことはもちろん、他の人の発表から積極
的に学ぶ姿勢が求められる。
また、発表時には配布用のレジュメ等の資料を必ず準備すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表以外についても予め文献等を参照し、積極的に討論に参加
できるよう準備すること。
自分の発表では、ディスカッションによって出てきた課題や、回答で
きなかったことについて、発表後に確認をすること。

教科書

特に定めない。

参考書

必要に応じ紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（40％）と発表内容・ディスカッションへの参加・レ
ポート（60％）から総合的に評価する。

その他

研究発表にあたっての資料作成方法や、レポート作成方法について、
学べる機会が少ないという意見も見られたため、簡単な概要だけでな
く、より具体的な作成方法について講義を設けることとする。
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118_14A42301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 中 野 正 昭

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ミュージカルをはじめとする欧米の舞台芸術／娯楽の展開、その日本での受容と進化につ
いて学び、日本の近現代演劇史の独自性と課題について考察する。

本演習の概要は、各自が演劇について抱えている疑問や興味を問題課題として設定し、資
料調査・検証・分析・考察といった作業を通じて解決する能力を身につけることである。
ただし、演習は“個人の口頭発表”と“集団のディスカッション”を繰り返しながら理解を深

める授業である。そこで本演習では次のことを全員の問題意識とし、その理解の深化を目標
として共有したいと思う。
今日の演劇において〈芸術〉か〈娯楽〉かという単純な二項対立はもはや成り立たない場

合が多い。本来これは演劇が潜在的に持つ要素の一つなのだが、歴史的には19世紀頃から顕
著となってきた。また芸術であれ、娯楽であれ、演劇が成立するには観客、興行、地域性な
どその時代の社会的条件を無視することはできない。本演習では、履修生各自が自身の発表
テーマについて〈演劇の芸術性／演劇の娯楽性〉の両者を隔てることなく、その往復に基づ
く多元的な視点を獲得すること、自ら問題課題を設定し、演劇を演劇学、美学、文学、芸術
学だけでなく社会学、経済学、歴史学、映画学、文化史論等の隣接分野の研究方法を考慮し
ながら理解を深めることを目標とする。

授業内容

個人またはグループの研究テーマを設定し、報告（口頭発表）とディスカッションを重ね
ながら進める。
ディスカッションを活発なものにするために、発表者は文献調査、レジュメ作成等の発表

準備を行う他に、他の履修生に事前に読んでおくべき資料・参考文献を指定する。また学期
末に発表者はディスカッションした内容を踏まえて発表内容をレポート（論文形式）にまと
めて提出する。

�） 演習全体のテーマに関する問題意識の説明・共有（講義）
�）〜�） 文献調査・考察の方法、〈演劇の芸術性／演劇の娯楽性〉のレクチャー（講義）
�）〜13） 学生報告（課題テーマにもとづく口頭発表）
14）全体の講評

履修上の注意

演習は個人作業だけでなく共同作業である。従って、自分の発表に関係なく毎授業に出席す
ることが望ましい。
具体的には次のことを心に留めて欲しい
①発表者は、発表を自分の興味や疑問を解決する貴重な場と考えて、全力で問題提起と考察
を行うこと
②発表のディスカッションが盛りあがるかどうか（肯定的なものだけでなく、質問、批判、
否定も含め）も、発表が充実した証拠であるということ
③自分が発表する時以外は、他の発表者の意見を聞き、意見を述べることが、自分の関心を
拡げることになること、
④発表者に様々な質問をすること、意見をすることが、発表者の理解を深める手助けとなる
こと
以上のことを念頭に置いて、授業に参加することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）
次回の発表テーマについて、発表者が指示した映像作品・資料等を事前に閲覧しておくこ
と。

準備学習（復習）
自分の発表かどうかに関係なく、発表を通して得られた演劇学的課題について、各自で文献
等を調べ、理解を深め、自分なりの考えを導き出すこと。

教科書

特定の教科書は使用しない。発表に必要な資料・参考文献については、各発表者のテーマに
応じて紹介します。

参考書

特定の教科書は使用しない。発表に必要な資料・参考文献については、各発表者のテーマに
応じて紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

演習なので各自の発表内でフィードバックを行う。

成績評価の方法

発表内容とレポート（60％）＋ディスカッションへの参加（40％）から総合的に評価す
る。
出席は学生の義務なので加点にはしないが、欠席は減点対象とする。

その他

演習は基本的に対面で行うが、コロナの感染状況によってはオンラインで行うことがあ
る。
指導教官の専門は「日本近現代演劇」「比較演劇（日本と欧米・東アジア）」「大衆文化論」

である。

119_14A42401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 中 野 正 昭

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続き、ミュージカルをはじめとする欧米の舞台芸術／娯楽の展
開、その日本での受容と進化について学び、日本の近現代演劇史の独自性と
課題について考察する。

授業内容

個人またはグループの研究テーマを設定し、報告（口頭発表）とディスカッ
ションを重ねながら進める。
口頭発表は、春学期の報告から一歩進んで、研究発表となるものを目指す。

ディスカッションを活発なものにするために、発表者は文献調査、レジュ
メ作成等の発表準備を行う他に、他の履修生に事前に読んでおくべき資料・
参考文献を指定する。また学期末に発表者はディスカッションした内容を踏
まえて発表内容をレポート（論文形式）にまとめて提出する。

�）〜13） 学生の研究発表（課題テーマにもとづく口頭発表）
14）全体の講評

履修上の注意

演習は個人作業だけでなく共同作業である。従って、自分の発表に関係なく
毎授業に出席することが望ましい。
具体的には次のことを心に留めて欲しい
①発表者は、発表を自分の興味や疑問を解決する貴重な場と考えて、全力で
問題提起と考察を行うこと
②発表のディスカッションが盛りあがるかどうか（肯定的なものだけでな
く、質問、批判、否定も含め）も、発表が充実した証拠であるということ
③自分が発表する時以外は、他の発表者の意見を聞き、意見を述べること
が、自分の関心を拡げることになること、
④発表者に様々な質問をすること、意見をすることが、発表者の理解を深め
る手助けとなること
以上のことを念頭に置いて、授業に参加することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）
次回の発表テーマについて、発表者が指示した映像作品・資料等を事前に閲
覧しておくこと。

準備学習（復習）
自分の発表かどうかに関係なく、発表を通して得られた演劇学的課題につい
て、各自で文献等を調べ、理解を深め、自分なりの考えを導き出すこと。

教科書

特定の教科書は使用しない。発表に必要な資料・参考文献については、各発
表者のテーマに応じて紹介します。

参考書

特定の教科書は使用しない。発表に必要な資料・参考文献については、各発
表者のテーマに応じて紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

演習なので各自の発表内でフィードバックを行う。

成績評価の方法

発表内容とレポート（60％）＋ディスカッションへの参加（40％）から総
合的に評価する。
出席は学生の義務なので加点にはしないが、欠席は減点対象とする。

その他

演習は基本的に対面で行うが、コロナの感染状況によってはオンラインで
行うことがある。
指導教官の専門は「日本近現代演劇」「比較演劇（日本と欧米・東アジ

ア）」「大衆文化論」である。
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120_14A42303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 松 本 祐 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

古今東西の戯曲などを読み、戯曲の読解、演劇プランの組み立て、その戯曲の持つ歴史的
意義などを講義する。演劇作品を創作する際の最重要の設計図ともいえる戯曲を、如何に
多角的に読み解くかを学ぶことは、演劇を理解する上で必須のことと考える。そこでこの
講義では、実際的な戯曲の読解の方法を理解することを目標の一つとする。また戦前戦中
戦後の日本の演劇の状況を理解することによって、現代の演劇活動の源泉を理解する。
春学期はテネシー・ウィリアムズの『地獄のオルフェウス』、堀川恵子の「戦禍に生きた
演劇人たち」、それに付随して」シライケイタの「獅子の見た夢」、三好十郎の『獅子』、
ロベール・トマの「罠」を読み解いていく。
戯曲の読解力を高め、実際的な演技、演出の方法論を構築できるようになることを到達目
標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション−演劇学演習で何を学ぶのか、取り上げる作家を紹介しなが
ら、その作家の特色などを学ぶ。

第�回 テネシー・ウィリアムズの『地獄のオルフェウス』を読む。テネシー・ウィリア
ムズのアメリカ演劇の中での位置、彼のセクシャリティと作品との関係性などを
学びながら、作品の特質について学ぶ。

第�回 『地獄のオルフェウス』を実際に上演するとしたら、どのようなことが必要なの
かを戯曲の読解を進めることで理解する。

第�回 前回に引き続き、戯曲を立体化する方法論を学ぶ。
第�回 登場人物の行動の理由、動機を読み解く方法を学ぶ。
第�回 「戦禍に生きた演劇人」」をもとに戦前戦後の演劇界の動向と、表現の自由につい

て学ぶ。
第�回 「戦禍に生きた演劇人」をもとに新劇運動と表現の自由の歴史を学ぶ。
第	回 「戦禍に生きた演劇人」「獅子の見た夢」「獅子」をもとにノンフィクションから

フィクションの作品を作る方法を考察する。
第
回 「戦禍に生きた演劇人」をもとに、フィクションの作品を創作する方法を考え、

学ぶ。
第10回 前回に引き続き、ノンフィクションからフィクションの表現作品を企画する方法

を学ぶ。
第11回 ロベール・トマ「罠」を読み、台詞とト書きの読解の方法論を学ぶ。
第12回 戯曲を具現化していく方法論を美術プランなどのスタッフワークをもとに「罠」

を使用して学ぶ。
第13回 演劇創作に必要な、読解した内容を如何に具体的な表現にしていくかの方法論を

「罠」を使用して学ぶ。
第14回 11回〜13回の授業で学習したことを踏まえて、エンターテインメント性の強い戯

曲の具現化の方法について学ぶ。

履修上の注意

授業で使用する戯曲及び書籍は、その作品がテーマになっている授業前には読んでおくこ
とが必須である。また、具体的な理解を促すために、授業の内容によって、歴史を調べ
る、人物を調べる、美術プランを考えるなど、ある意味宿題と言えるものを要求すること
を予定しているが、それを実際的に行うことが必要となる。また、戯曲を声に出して読
む、演じてみるなどの能動的な態度での授業参加が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用する戯曲及び書籍は、その作品がテーマになっている授業前には必ず読んでお
くこと。
授業の内容によって、その都度、歴史を調べる、劇作家を調べる、演出プランを考えるな
ど、調べ物をし、発表することが要求される。

教科書

購入して欲しいもの…計�作品
「地獄のオルフェウス」（ハヤカワ演劇文庫）テネシー・ウィリアムズ作 広田敦郎翻訳
1320円
「戦禍に生きた演劇人たち」（講談社文庫） 堀川恵子 990円
配布するもの…計�作品
「罠」ロベール・トマ、「獅子」三好十郎、「獅子の見た夢」シライケイタ

参考書

特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

課題は授業で発表してもらいますので、そこで口頭でフィードバックはお伝えします。

成績評価の方法

授業での学習態度、貢献度50％、授業のためのリサーチや課題発表50％

その他

121_14A42403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 松 本 祐 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

古今東西の戯曲を読み、戯曲の読解、演劇プランの組み立て、その戯曲の持つ歴史的意義
などを講義する。演劇作品を創作する際の最重要の設計図ともいえる戯曲を、如何に多角
的に読み解くかを学ぶことは、演劇を理解する上で必須のことと考える。そこでこの講義
では、実際的な戯曲の読解の方法を理解することを目標の一つとする。また戦前戦中戦後
の日本の演劇の状況を理解することによって、現代の演劇活動の源泉を理解する。
秋学期ではチェーホフの「三人姉妹」、シェイクスピアの「マクベス」イプセンの「民衆
の敵」以上の作品を読み解いていく。
戯曲の読解力を高め、実際的な演技、演出の方法論を構築できるようになることを到達目
標とする。

授業内容

第�回 チェーホフの「三人姉妹」を読み解く。チェーホフが現代演劇に与えた多大なる
影響を学ぶ。

第�回 チェーホフについて学ぶ。時代が戯曲に与える影響など、社会情勢など時代の変
遷が如何に演劇に影響を与えるかなども学ぶ。

第�回 戯曲を具現化していく方法論を、美術、照明、音響効果、衣装など様々な角度か
ら「三人姉妹」を使用して学ぶ。

第�回 チェーホフの台詞の面白さ、複雑さを中心に、それがいかに表現されてきたかを
学ぶ。

第�回 「三人姉妹」を実際に表現してみるための登場人物の解釈などを行う。
第�回 シェイクスピアについて「マクベス」を中心に学ぶ。戯曲を読解し、部分的に英

文も読み、台詞の音楽性などを理解する。
第�回 古今東西の「マクベス」の上演歴、「マクベス」から派生した芸術作品などにつ

いて学び、作品の現代性について考察する。
第	回 「マクベス」を如何に現代に向けて演出していくかを様々な角度から考察し学ぶ。
第
回 「マクベス」を立体化する方法論を演技論なども含めて学ぶ。
第10回 「マクベス」から派生した芸術作品をどう評価するか、その評価方法などを学ぶ。
第11回 イプセンについて「民衆の敵」を中心に学ぶ。戯曲を読解し、作品の問題意識に

ついて理解する。
第12回 非常に今日的な「民衆の敵」と言う作品について現代人に訴えかけることの出来

る演出方法はいかなるものなのかを考察する。
第13回 前回に引き続き、「民衆の敵」について、より一層具体的な表現方法を考察する。
第14回 これまでの学習をふまえて「民衆の敵」を立体化する方法を学ぶ。一年間の授業

をふりかえり、戯曲を読解すること、戯曲を立体化するとはどういうことなのか
を確認する。

履修上の注意

授業で使用する戯曲及び書籍は、その作品がテーマになっている授業前には読んでおくこ
とが必須である。また、具体的な理解を促すために、授業の内容によって、歴史を調べ
る、人物を調べる、美術プランを考えるなど、ある意味宿題と言えるものを要求すること
を予定しているが、それを実際的に行うことが必要となる。また、戯曲を声に出して読
む、演じてみるなどの能動的な態度での授業参加が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用する戯曲及び書籍は、その作品がテーマになっている授業前には必ず読んでお
くこと。
授業の内容によって、その都度、歴史を調べる、劇作家を調べる、演出プランを考えるな
ど、調べ物をし、発表することが要求される。

教科書

購入して欲しいもの…計�作品
「新訳 マクベス」（角川文庫）シェイクスピア 河合祥一郎訳 440円
「三人姉妹」（群像社）安達紀子訳 1100円

配布するもの…計�作品
「民衆の敵」イプセン、

参考書

特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

課題は授業中で発表してもらいますので、フィードバックは口頭でお伝えします。

成績評価の方法

授業での学習態度、貢献度50％、授業のためのリサーチや課題発表50％

その他
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122_14A42501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

主に西洋演劇を対象に、受講者が関心のあるテーマを選択した後、
論文や記事あるいは書評などを読み、文献表を作成する。その後、そ
れらの文献表に基づいた発表を行なう。テーマの設定は、人名（スタ
ニスラフスキー、ブレヒト、アルトー etc.）でも項目（不条理演劇、
イタリア未来派、環境演劇etc.）でも演劇にまつわる諸要素（音、照
明、舞台美術、衣装、演技etc.）でも良い。対象に関する言説を自ら
まとめていくことで、対象に関係する情報・体系を把握するプロセス
を身につける（図書館に収蔵されているかどうかを確認し、収蔵され
ていないものは購入希望図書として申し込みまで行なってみましょ
う）。
演劇を中心とした学問史をとらえ、その延長線上に自らを置くこと
が論じるという作業の第一歩です。次年度の卒業論文執筆に向けて、
基礎的な作法を身に付けましょう。受講人数によって、個別発表ある
いはグループ発表の形をとります。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�-�回 資料の集め方、発表の仕方などの案内。テーマの決定。
第�-13回 口頭発表
第14回 総括

履修上の注意

積極的に授業に参加しましょう。状況によっては、ゲストを招いて特
別授業や課外授業を課す場合もあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当グループ／発表者は、発表内容をまとめたテキストを準備す
ること。
テキストの形式はその都度指示するが、基本的には「論文」としての
提出が求められます。
発表担当でない場合も、対象に関して各自学習しておくこと。

教科書

なし

参考書

山下純照・西洋比較演劇研究会編『西洋演劇論アンソロジー』月曜
社、2019年
など
その他の参考書に関しては、授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点100%
出席率、担当時の発表、授業内での発言等で判断する。

その他

123_14A42601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

主に西洋演劇を対象に、受講者が関心のあるテーマを選択した後、
論文や記事あるいは書評などを読み、文献表を作成する。その後、そ
れらの文献表に基づいた発表を行なう。テーマの設定は、人名（スタ
ニスラフスキー、ブレヒト、アルトー etc.）でも項目（不条理演劇、
イタリア未来派、環境演劇etc.）でも演劇にまつわる諸要素（音、照
明、舞台美術、衣装、演技etc.）でも良い。対象に関する言説を自ら
まとめていくことで、対象に関係する情報・体系を把握するプロセス
を身につける（図書館に収蔵されているかどうかを確認し、収蔵され
ていないものは購入希望図書として申し込みまで行なってみましょ
う）。
演劇を中心とした学問史をとらえ、その延長線上に自らを置くこと

が論じるという作業の第一歩です。次年度の卒業論文執筆に向けて、
基礎的な作法を身に付けましょう。受講人数によって、個別発表ある
いはグループ発表の形をとります。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�-�回 資料の集め方、発表の仕方などの再確認。各自テーマの
決定。
第�-13回 口頭発表
第14回 総括

履修上の注意

積極的に授業に参加しましょう。状況によっては、ゲストを招いて特
別授業や課外授業を課す場合もあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当グループ／発表者は、発表内容をまとめたテキストを準備す
ること。
テキストの形式はその都度指示するが、基本的には「論文」としての
提出が求められます。
発表担当でない場合も、対象に関して各自学習しておくこと。

教科書

なし

参考書

山下純照・西洋比較演劇研究会編『西洋演劇論アンソロジー』月曜
社、2019年
など
その他の参考書に関しては、授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点100%
出席率、担当時の発表、授業内での発言等で判断する。

その他
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124_14A42503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演劇芸術を構成する要素は諸々あるが，ここでは「上演」に注目す
ることで，「戯曲」ではなく「劇場」という場に成立する演劇芸術のダ
イナミズムを検討していく。

授業内容

「上演」をめぐる諸要素を，受講生の関心にしたがって選出し，それ
ぞれについて発表と討論を重ねていく。ひとつの題材について，受講
生各自で文献調査を行い，その成果を口頭発表する。深く掘り下げた
論考を期待したいので，発表の機会は年間最低二回，多い場合は数回
に及ぶ。発表者はそれをレポートの形でまとめる。
この授業での題材となるポイントを挙げておく。
・人物 （例）演出家、美術家、俳優など、劇作家ではなく「上演」を
支えた人物を掘り下げる。
・劇場 具体的に一つの時代や特定の劇場を取り上げ、その劇場の空
間的魅力を探る。※ただし、題材としては魅力的だが資料は少ないの
で注意すること。
・表現モード （例）写実主義、象徴主義、不条理劇、異文化交流演劇
など。
・演劇状況をめぐる課題 （例）芸術支援政策、演劇教育など。
・時代と演劇的精神史 （例）世紀末演劇、政治の時代の演劇

春学期
〔第�週〕授業の趣旨の説明
〔第�週〕文献の調べ方
〔第�週〜第13週〕春学期発表
〔第14週〕春学期まとめ

履修上の注意

演劇の調査は書籍だけで完結するものではないので，積極的に劇場
に足を運んで欲しい。また，受講生数にもよるが課外の見学会を実施
する予定。

準備学習（予習・復習等）の内容

各自の発表に向けての入念な予習を求める。資料を十分に精査し、そ
の上で自分の発表をまとめること。
一夜漬けの発表は認めない。
また、発表に関しては、受講生同士で意見を交換し合うため、そこで
出た反応を受けて、秋学期の発表に向けての改めての準備をすること。

教科書

指定しない

参考書

各自の発表内容に応じて必要な文献が異なるため、発表内容に応じて
必要な文献を探す手順を指示する。

課題に対するフィードバックの方法

毎回参加者同士と教員からのコメントを発表者に提示していく。

成績評価の方法

春学期は授業への参加の取り組みを重視する。平常授業時における参
加の度合い（コメントや話し合いの姿勢）、発表への取り組みの度合い
を点数化する。

その他

125_14A42603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演劇芸術を構成する要素は諸々あるが，ここでは「上演」に注目すること
で，「戯曲」ではなく「劇場」という場に成立する演劇芸術のダイナミズムを
検討していく。
また、秋学期は、具体的な卒業論文制作のテーマ・研究方向を探ることを目
標とする。

授業内容

「上演」をめぐる諸要素を，受講生の関心にしたがって選出し，それぞれに
ついて発表と討論を重ねていく。ひとつの題材について，受講生各自で文献
調査を行い，その成果を口頭発表する。深く掘り下げた論考を期待したいの
で，発表の機会は最低二回，多い場合は数回に及ぶ。発表者はそれをレポー
トの形でまとめる。

この授業での題材となるポイントを挙げておく。
・人物 （例）演出家、美術家、俳優など、劇作家ではなく「上演」を支えた
人物を掘り下げる。
・劇場 具体的に一つの時代や特定の劇場を取り上げ、その劇場の空間的魅
力を探る。※ただし、題材としては魅力的だが資料は少ないので注意するこ
と。
・表現モード （例）写実主義、象徴主義、不条理劇、異文化交流演劇など。
・演劇状況をめぐる課題 （例）芸術支援政策、演劇教育など。
・時代と演劇的精神史 （例）世紀末演劇、政治の時代の演劇

秋学期
〔第�週〕授業の趣旨の説明
〔第�〜第13週〕秋学期発表
〔第14週〕秋学期まとめ

※原則として発表内容は春学期と同一テーマとし、春学期の内容を発展させ
た発表を行うこととする。

履修上の注意

演劇の調査は書籍だけで完結するものではないので，積極的に劇場に足を
運んで欲しい。春学期に準じる課外の見学会を実施する予定。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期と同様、しっかり文献に当たる時間を確保した上での発表準備を心が
けること。
また、秋学期は発表した内容をレポートにまとめることが求められるので、
発表終了後にその反省点をしっかりとあぶりだすことを求める。

教科書

指定しない

参考書

授業としては特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

毎回参加者同士と教員からのコメントを発表者に提示していく。

成績評価の方法

平常点（発表・プレゼンへの取り組み）50パーセント、期末レポート50パー
セント。

その他

発表がうまくいかなくてもレポートで十分挽回できるので、発表の反省点に
ついてしっかりと自分なりにまとめた上でレポートに臨むこと
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126_14A42504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演習（A）では、演劇学の基礎的な知識を身につける。
歴史上の様々なジャンルの演劇について、分析し研究する方法につい
て学ぶ。
たとえば演劇には、文学的な戯曲のみならず、劇場という空間、俳優
の身体による表現、音楽や動作によるリズムやテンポ、演出による新
解釈、装置や美術による視覚的効果など、様々な要素を複合的に組み
合わされている。
そうした要素をどう読み解くのか、教科書となる文献をもとに考えて
いく。

授業内容

受講生の関心にしたがってそれぞれにテーマを選定し，各自が文献調
査を行い，その成果を口頭発表する。そこでの質疑応答，討論を通し
てテーマについての理解を深め，研究分析方法を精査し，レポートの
形にまとめる。
春学期
�) 授業の進め方・発表方法の解説
�)〜4) 講義：文献調査の基礎・分析方法の検討
�)〜13) 口頭発表・討論
14) 総括

履修上の注意

口頭発表では，発表者のみならず参加者も各テーマに関心を持ち，積
極的に討論に参加することが重要。
色々なジャンルの演劇（舞台芸術）を，実際に鑑賞する姿勢も持って
ほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当する文献内容について理解を深め、論点について検証するには、
書かれている事を読むだけでなく、関連資料についても調査する必要
がある。
発表者はそうした調査を踏まえて、レジュメを作成し、発表に望むこ
と。

教科書

過去の扱った書籍の例
『演劇学の教科書』国書刊行会 2009年
『演劇学へのいざない』国書刊行会 2013年

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の姿勢と口頭発表への取り組み60%，発表内容・レポート提
出40%で評価する。

その他

127_14A42604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演劇に関わる様々な要素（戯曲・演出・演技・舞台美術・衣装・照

明・音響・制作など）を幅広く見渡しながら、歴史上の様々なジャン

ルの演劇（舞台芸術）について深く考察・分析する方法を探求する。

演習（Ａ）で学んだことを基礎にしながら、各自の関心あるテーマを

取り上げ、考察・分析を深めたことについて口頭発表する。

授業内容

受講生の関心にしたがってそれぞれにテーマを選定し，各自が文献調

査を行い，その成果を口頭発表する。そこでの質疑応答，討論を通し

てテーマについての理解を深め，研究分析方法を精査し，レポートの

形にまとめる。

�)〜2) 研究発表の準備、イントロダクション

�)〜13) 口頭発表・討論

14）総括

履修上の注意

口頭発表では，発表者のみならず参加者も各テーマに関心を持ち，積

極的に討論に参加することが重要。色々なジャンルの演劇（舞台芸

術）を，実際に鑑賞する姿勢も持ってほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各自の選択した研究テーマについて、先行研究に目を配りながら、理

解を深めていく。

発表者はそれらの調査を踏まえてレジュメを作成し、発表に望むこ

と。

教科書

各自の研究テーマに沿って選択すること。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の姿勢と口頭発表への取り組み60%，発表内容・レポート提

出40%で評価する。

その他
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128_14A42502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ａ 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の執筆を意識しつつ、学術論文における形式の決まりや考え
方の基本を修得することを目指す。
前半はテーマと仮説の設定、論旨の構成、資料の扱い方、実証・論証
の方法、表記・書式等について講義を行う。
後半は受講者各自の関心や問題意識に即して複数回の口頭発表を課
す。
的確明瞭で論理的な記述・表現による論文の執筆計画作成を通じて、
学術的意義のある議論や主張を提示できる能力を身に付けることを目
標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 テーマと仮説の設定
第�回 論文の構成方法
第�回 資料調査の方法（�）一次資料
第�回 資料調査の方法（�）先行研究
第�回 論文の表記・書式
第�回 口頭発表（�）
第	回 口頭発表（�）
第
回 口頭発表（�）
第10回 講評
第11回 口頭発表（�）
第12回 口頭発表（�）
第13回 口頭発表（�）
第14回 講評・まとめ

履修上の注意

必ず「演劇学演習（�年）Ｂ」と合わせて履修すること。
第�回に発表の担当日程等を決定するので履修希望者は必ず出席する
こと。
他の受講者の発表に対しても積極的に発言し議論に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
他の受講者の発表に対するコメント等も聞き流さずノートを取るなど
して復習を行うこと。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

戸田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』（ＮＨＫ出版）
など、論文執筆の入門書を一冊通読することを勧める。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での報告・発表60％、授業への参加度40％。

その他

129_14A42602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演劇学演習（�年）Ｂ 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の執筆を意識しつつ、学術論文における形式の決まりや考え
方の基本を修得することを目指す。
前半は講義の後、実際の論文の講読・検討を行い、論文の問題設定の
しかたや構成・形式等について学ぶ。
後半は受講者各自の関心や問題意識に即して複数回の口頭発表を課
す。
的確明瞭で論理的な記述・表現による論文の執筆計画作成を通じて、
学術的意義のある議論や主張を提示できる能力を身に付けることを目
標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 論文のテーマ設定と構成
第�回 先行研究と資料調査
第�回 論文講読（�）
第�回 論文講読（�）
第�回 論文講読（�）
第�回 口頭発表（�）
第	回 口頭発表（�）
第
回 口頭発表（�）
第10回 講評
第11回 口頭発表（�）
第12回 口頭発表（�）
第13回 口頭発表（�）
第14回 講評・まとめ

履修上の注意

必ず「演劇学演習（�年）Ａ」と合わせて履修すること。
第�回に発表の担当日程等を決定するので履修希望者は必ず出席する
こと。
他の受講者の発表に対しても積極的に発言し議論に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
他の受講者の発表に対するコメント等も聞き流さずノートを取るなど
して復習を行うこと。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

戸田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』（ＮＨＫ出版）
など、論文執筆の入門書を一冊通読することを勧める。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での報告・発表60％、授業への参加度40％。

その他
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130_14B01508

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 石 原 豪

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文を執筆する前提として、研究書の読解および史料批判の技
術は不可欠である。この授業ではこれらのうち前者の技術を身につけ
ることを目標にして、1920〜40年代を中心とした日本の言論をめぐる
状況を題材として取りあげ検討していく。参加にあたって1920年代と
総力戦の時代との連続性を常に意識しながら考えてもらいたい。
この授業では佐藤卓己『『キング』の時代』を取りあげ、研究書を
読解するうえで注意すべき点を理解してもらう。これは研究書として
は読みやすい部類に入るので、より難解な研究書へ進むための手掛か
りにもしてもらいたい。

授業内容

第�回：イントロダクション（�）（授業の内容・進行方法の説明）
第�回：イントロダクション（�）（報告方法の説明／テキスト『『キ

ング』の時代』について）
第�回：はじめに・I 講談社文化と大衆的公共圏（第�章）
第�回：I 講談社文化と大衆的公共圏（第�・�章）
第�回：II『キング』の二つの身体（第�・�章）
第�回：II『キング』の二つの身体（第�章）
第�回：III「ラジオ的雑誌」の同調機能（第�章）
第	回：III「ラジオ的雑誌」の同調機能（第�・�章）
第
回：IV「トーキー的雑誌」と劇場的公共性（第�・�章）
第10回：IV「トーキー的雑誌」と劇場的公共性（第�章）
第11回：V『キング＝富士』のファシスト的公共性（第�章）
第12回：V『キング＝富士』のファシスト的公共性（第�・�章）
第13回：結 国民雑誌の戦後（第�・�章）・おわりに
第14回：まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成し、担当範囲の要約、補足説明や論点の提
示などを行ってもらう。また、参加者からの質問にも答えられるよう
に十分な準備をしてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業では参加者による議論が何よりも重要である。そのために
も教科書を熟読しておくことはもちろんのこと、内容についての疑問
点や論点を出せるよう準備しておくことが望ましい。

教科書

佐藤卓己『『キング』の時代─国民大衆雑誌の公共性─』（岩波現代文
庫、2020年）
※ ハードカバー版（岩波書店、2002年）でも可

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

第14回にてレポートを返却し、講評を行う。

成績評価の方法

授業での報告（40％）、レポート作成（20％）、授業への参加度
（40％）によって評価する。理由なく、報告やレポートの提出がない
場合は評価の対象とならないので注意してほしい。

その他

131_14B01608

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 石 原 豪

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文を執筆する前提として、研究書の読解および史料批判の技
術は不可欠である。この授業ではこれらのうち後者の技術を身につけ
ることを目標にして、1920〜40年代を中心とした日本の言論をめぐる
状況を題材として取りあげ検討していく。参加にあたって1920年代と
総力戦の時代との連続性を常に意識しながら考えてもらいたい。
史料として石橋湛山の評論を取りあげて史料批判の経験を積んでも

らう。なお、この授業では石橋自身に関する考察ではなく、石橋の評
論が執筆された時代状況の把握や当時の文体に慣れることに重点を置
いている。

授業内容

第�回：イントロダクション（�）（授業内容・成績評価の説明）
第�回：イントロダクション（�）（テキスト『石橋湛山評論集』に

ついて）
第�回：『石橋湛山評論集』講読
第�回：『石橋湛山評論集』講読
第�回：『石橋湛山評論集』講読
第�回：『石橋湛山評論集』講読
第�回：『石橋湛山評論集』講読
第	回：『石橋湛山評論集』講読
第
回：『石橋湛山評論集』講読
第10回：『石橋湛山評論集』講読
第11回：『石橋湛山評論集』講読
第12回：『石橋湛山評論集』講読
第13回：『石橋湛山評論集』講読
第14回：まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成し、担当範囲の要約、補足説明や論点の提
示などを行ってもらう。また、参加者からの質問にも答えられるよう
に十分な準備をしてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業では参加者による議論が何よりも重要である。そのために
も教科書を熟読しておくことはもちろんのこと、内容についての疑問
点や論点を出せるよう準備しておくことが望ましい。

教科書

松尾尊兊編『石橋湛山評論集』（岩波文庫、1984年）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

第14回にてレポートを返却し、講評を行う。

成績評価の方法

授業での報告（40％）、レポート作成（20％）、授業への参加度
（40％）によって評価する。理由なく、報告やレポートの提出がない
場合は評価の対象とならないので注意してほしい。

その他
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132_14B01505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 落 合 弘 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

幕末・維新の歴史は、史実が確定したかのように見えるが、さまざまな
事象の背後には、研究者の解釈が分かれていたり、未解明な部分もあ
る。
春学期は松浦玲『徳川の幕末 人材と政局』を輪読し、幕末期における
幕府内の動向について検討していきたい。
テキストの熟読および積極的な討論を通じて切磋琢磨し、卒業論文にむ
けた自分の研究の糸口をつかむことを目的とする。

授業内容

第�回 イントロダクション 前期授業計画およびゼミ運営について
第�回 図書館ゼミツアー（文献検索の実習）
第�回 テキスト輪読 第�章 安政の政局
第�回 テキスト輪読 第�章 安政の政局
第�回 テキスト輪読 第�章 井伊政権と久世安藤政権
第�回 テキスト輪読 第�章 井伊政権と久世安藤政権
第�回 テキスト輪読 第�章 慶喜後見職
第	回 テキスト輪読 第�章 慶喜後見職
第
回 テキスト輪読 第�章 家茂親政
第10回 テキスト輪読 第�章 家茂親政
第11回 テキスト輪読 第�章 慶喜親政
第12回 テキスト輪読 第�章 慶喜親政
第13回 テキスト輪読 第�章 大政奉還
第14回 テキスト輪読 第�章 大政奉還

履修上の注意

報告者は必ずレジュメを作成すること。また、全員が事前にテキストを
精読していることを前提とするので、自分の担当部分以外もよく読んで
おくこと。報告は決められた日時に責任をもって行うこと。
報告者の無断欠席は、授業計画の進行を妨げ、他の履修者にも多大の迷
惑を及ぼすので、急病・事故など特別の事情がないかぎり落第とする。
演習科目は討論で成り立つ。積極的なモチベーションの発揮を期待した
い。
なお、日本史料学Ⅲ、日本史料学Ⅳを履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

輪読の担当者以外も、全員がテキストを精読すること。適宜、感想など
発言を求める。

教科書

松浦玲『徳川の幕末 人材と政局』（筑摩選書、2020年、本体1870円）

参考書

必要に応じて紹介する

課題に対するフィードバックの方法

事前にテキストで参照されている先行研究や引用されている史料につい
て具体的に検討し、報告に含めること。また、疑問点や発見を報告者以
外も見出すこと。

成績評価の方法

報告内容50%、発言回数など授業への貢献度30%、レポート20％で総合評
価する。

その他

希望に応じ、明治維新史に関連する史蹟などでの研修合宿を実施する。

133_14B01605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 落 合 弘 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

明治前期の歴史は、政治・経済・社会が大きく変動するとともに近代化の基
礎が構築された。その過程においては複雑な政治過程や制度の変化、対外問
題への対応が展開した。授業では瀧井一博『大久保利通 「知」を結ぶ指導
者』を輪読し、大久保の実像と近代国家が構築されていく状況を把握してい
きたい。
テキストの熟読および積極的な討論を通じて切磋琢磨し、卒業論文にむけた
自分の研究の糸口をつかむことを目的とする。

授業内容

第�回 イントロダクション 前期授業計画およびゼミ運営について
第�回 テキスト輪読 第一章 理の人 I 志士への道 II 弛緩する朝幕体制
第�回 テキスト輪読 III 好敵手・慶喜 IV 連携する薩長──「共和」の

国へ
第�回 テキスト輪読 V 倒幕、そして王政復古
第�回 テキスト輪読 第二章 建てる人 I 東京遷都 II 廃藩置県
第�回 テキスト輪読 II 政体調査としての欧米回覧の旅
第�回 テキスト輪読 第三章 断つ人 I 征韓論政変 II 立憲政体の構想と

内務省の設立
第	回 テキスト輪読 III 佐賀の乱 IV 台湾出兵と北京談判
第
回 テキスト輪読 第四章 結ぶ人 I 立憲政体の漸次樹立
第10回 テキスト輪読 II 衆智としての殖産興業──東北への勧業の旅
第11回 テキスト輪読 III 西南戦争
第12回 テキスト輪読 IV 勧業の夢──第一回内国勧業博覧会
第13回 テキスト輪読 終章
第14回 まとめ 卒業論文にむけて

履修上の注意

報告者は必ずレジュメを作成すること。また、全員が事前にテキストを精読
していることを前提とするので、自分の担当部分以外もよく読んでおくこ
と。報告は決められた日時に責任をもって行うこと。
報告者の無断欠席は、授業計画の進行を妨げ、他の履修者にも多大の迷惑を
及ぼすので、急病・事故など特別の事情がないかぎり落第とする。
演習科目は討論で成り立つ。積極的なモチベーションの発揮を期待したい。
なお、日本史料学Ⅲ、日本史料学Ⅳを履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

輪読の担当者以外も、全員がテキストを精読すること。適宜、感想など発言
を求める。

教科書

瀧井一博『大久保利通 「知」を結ぶ指導者』（新潮選書、2022年、本体2240
円）

参考書

必要に応じて紹介する

課題に対するフィードバックの方法

事前にテキストで参照されている先行研究や引用されている史料について具
体的に検討し、報告に含めること。また、疑問点や発見を報告者以外も見出
すこと。

成績評価の方法

報告内容50%、発言回数など授業への貢献度30%、レポート20％で総合評価
する。

その他

希望に応じ、明治維新史に関連する史蹟などでの研修合宿を実施する。
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134_14B01506

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 清 水 有 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

戦国〜織豊期、徳川初期の研究をしたい人向けのゼミ。最新の研究論文と必読史料を講読
し、議論を通して理解を深めることで、研究論文作成のための基礎力と実践力を一年間で
養成することを目標とします。
論文作成の前提として重要であるのは、対象となる時代・テーマの先行研究を精査して、
研究の状況をよく知るということです。
このため春学期は藤田達生編『織田政権と本能寺の変』（塙書房、2021年）所収の12本の
論文を読み、最新の織田政権論を学びながら、論文の読み方・書き方を習得していきま
す。

授業内容

第�回 授業計画およびゼミ運営について
第�回 図書館ゼミツアー（文献検索の実習）
第�回 テキスト輪読開始… 序章 天正十年政変論
第�回 明智光秀と越前朝倉家の薬・生蘇散
第�回 織田権力論─戦国大名研究の成果をふまえて
第�回 織田信長文書論
第�回 信長と畿内大名
第	回 明智領国の形成と歴史的位置
第
回 織田政権の淡路統一─本能寺の変前夜
第10回 伊賀惣国一揆と信長─天正伊賀戦争の前・後
第11回 城郭史上の明智光秀
第12回 安土城研究の成果と課題
第13回 近代歴史学における織田信長像
第14回 終章─研究の成果と課題 …テキスト輪読終わり

履修上の注意

中世末〜近世初期すなわち、戦国・織豊・徳川初期の卒業論文の執筆を考えている人向け
のゼミです。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として参加者全員がテキストを精読し、授業当日に議論ができるように準備しておく
こと。詳しい準備の仕方は第一回目の授業で説明します。

教科書

テキストに関してはコピーを配布します。

参考書

①古典的文献：
藤木久志・北島万次編『論集日本歴史� 織豊政権』（有精堂、1974年）／藤木久志編
『戦国大名論集17 織田政権の研究』（吉川弘文館、1985年）／朝尾直弘『大系日本の歴史
	 天下一統』（小学館、1988年）／『朝尾直弘著作集� 将軍権力の創出』（岩波書店、
2004年）
②近年の織田信長権力論・天下統一論：
戦国史研究会編『織田権力の領域支配』（岩田書院、2011年）／池上裕子『織田信長』

（吉川弘文館、2012年）／神田千里『織田信長』（ちくま新書、2014年）／金子拓『織田信
長〈天下人〉の実像』（講談社現代新書、2014年）／同『織田信長権力論』（吉川弘文館、
2015年）／藤田達生『天下統一』（中公新書、2014年）／日本史史料研究会編『織田信長
研究の最前線』（洋泉社新書、2014年）／同会編『織田信長研究の最前線�』（洋泉社新
書、2017年）／久野雅司『織田信長政権の権力構造』（戎光社出版、2019年）／柴裕之
『織田信長─戦国時代の「正義」を貫く─』（平凡社、2020年）／藤田達生『天下統一論』
（塙書房、2021年）
③『列島の戦国史』シリーズ（吉川弘文館、2020年）：
竹井英文『東日本の統合と織豊政権』／平井上総『織田政権の登場と織豊政権』／光成

準治『天下人の誕生と戦国の終焉』
④史料・史料論：
『信長公記』（太田牛一 著, 奥野高広, 岩沢愿彦 校注、角川書店、1969年）／奥野高廣
『織田信長文書の研究 増訂版』上下巻（吉川弘文館、2007年）／金子拓『織田信長とい
う歴史─「信長記」の彼方へ』（勉誠出版、2009年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業報告内容および議論の参加状況）60%、期末レポート40％。

その他

135_14B01606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 清 水 有 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

戦国〜織豊期、徳川初期の研究をしたい人向けのゼミ。最新の研究論文と必読史料を講読
し、議論を通して理解を深めることで、研究論文作成のための基礎力と実践力を一年間で
養成することを目標とします。
秋学期は京都の神官・吉田兼見の日記『兼見卿記』（元亀元［1570］年〜）を輪読します。
神道家の兼見は織田信長、明智光秀、豊臣秀吉ほかと親交があり、織豊期の政治史を学ぶ
うえで必読の史料となります。史料の読解力をつけ、諸事実を認識し問題を発見して結論
を見出すまでの一連の作業工程を経験し、論文作成のための実践力を鍛えていきましょ
う。

授業内容

第�回 授業内容の説明・計画／史料を読むための文献
第�回 テキスト輪読①
第�回 テキスト輪読②
第�回 テキスト輪読③
第�回 テキスト輪読④
第�回 テキスト輪読⑤
第�回 テキスト輪読⑥
第	回 テキスト輪読⑦
第
回 テキスト輪読⑧
第10回 テキスト輪読⑨
第11回 テキスト輪読⑩
第12回 テキスト輪読⑪
第13回 テキスト輪読⑫
第14回 総括、卒業論文作成に向けて

履修上の注意

中世末〜近世初期すなわち、戦国・織豊・徳川初期の卒業論文の執筆を考えている人向け
のゼミです。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として参加者全員がテキストを精読し、授業当日に議論ができるように準備しておく
こと。詳しい準備の仕方は第一回目の授業で説明します。

教科書

テキストに関してはコピーを配布します。

参考書

①古典的文献：
藤木久志・北島万次編『論集日本歴史� 織豊政権』（有精堂、1974年）／藤木久志編
『戦国大名論集17 織田政権の研究』（吉川弘文館、1985年）／朝尾直弘『大系日本の歴史
	 天下一統』（小学館、1988年）／『朝尾直弘著作集� 将軍権力の創出』（岩波書店、
2004年）
②近年の織田信長権力論・天下統一論：
戦国史研究会編『織田権力の領域支配』（岩田書院、2011年）／池上裕子『織田信長』

（吉川弘文館、2012年）／神田千里『織田信長』（ちくま新書、2014年）／金子拓『織田信
長〈天下人〉の実像』（講談社現代新書、2014年）／同『織田信長権力論』（吉川弘文館、
2015年）／藤田達生『天下統一』（中公新書、2014年）／日本史史料研究会編『織田信長
研究の最前線』（洋泉社新書、2014年）／同会編『織田信長研究の最前線�』（洋泉社新
書、2017年）／久野雅司『織田信長政権の権力構造』（戎光社出版、2019年）／柴裕之
『織田信長─戦国時代の「正義」を貫く─』（平凡社、2020年）／藤田達生『天下統一論』
（塙書房、2021年）
③『列島の戦国史』シリーズ（吉川弘文館、2020年）：
竹井英文『東日本の統合と織豊政権』／平井上総『織田政権の登場と織豊政権』／光成

準治『天下人の誕生と戦国の終焉』
④史料・史料論：
『信長公記』（太田牛一 著, 奥野高広, 岩沢愿彦 校注、角川書店、1969年）／奥野高廣
『織田信長文書の研究 増訂版』上下巻（吉川弘文館、2007年）／金子拓『織田信長とい
う歴史─「信長記」の彼方へ』（勉誠出版、2009年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業報告内容および議論の参加状況）60%、期末レポート40％。

その他
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136_14B01502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 高 橋 一 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本中世の武家文書を系統的に精読し、その対象となるフィールドにも
関心を向けながら、中世文書を主たる史料とした歴史研究の基本的な知識
と方法を修得します。あわせて、みずからの研究テーマを見つけ出し、先
行研究の蓄積をふまえながら、卒業論文の作成に結びつけていく演習で
す。

授業内容

本年度の主たる講読史料には、信濃国志久見郷・中野郷（現在の長野県
栄村および中野市周辺）にかかわる市河文書を用います。
市河文書は、じつは中野氏の鎌倉中期までを中心とした文書群と市河氏

の鎌倉後期からの文書群から構成されています。中野氏と市河氏は北信濃
に本拠をもつ国御家人で、とくに市河氏は16世紀まで現地の領主であり続
けました。したがって、市河文書は平安時代末期から戦国時代にいたる原
本を数多く含み、鎌倉・京都といった中央政界の動向とも切り結ぶ地域史
研究や、鎌倉・室町幕府の裁判制度の研究、さらには文書原本の詳細な観
察にもとづく古文書学研究などの良質な分析素材となっています。
授業では、古文書の文字情報等を翻刻した史料集と原本の写真（ウェブ

上のデジタル画像）を併用しながら、文書�点ごとに報告と質疑を軸に読
解を進めますが、文書原本の見学やフィールドワークの機会も積極的に設
けることとします。
（�）市河文書の性格と伝来先の紹介に加えて、中世文書を精読していくた

めの基礎的な知識、参考資料や辞典類の使い方の説明。
（�）レジュメを使った報告の具体例提示と毎回の報告担当者の決定
（�）〜（13）市河文書の読解と検討（12世紀末から）
（14）成果と課題の集約

履修上の注意

演習は報告者が周到に準備したレジュメとそれにもとづく報告を土台
に、履修する学生に教員も加わって自由かつ双方向に議論を行い、新たな
学知を見い出していく創造的な授業です。このため、毎回の報告者を中心
とした受講学生の意欲的な参加態度がもとめられます。とくに、報告者の
報告をふまえて、積極的にディスカッションに臨んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告者は、担当する文書の読み下し、史料集の翻刻に関する確認、意
訳、史料用語や地名などの説明について、先行研究にも目配りしながら、
しっかりと整理してレジュメを準備してください。地図などの利用も不可
欠です。また、報告者以外の受講学生も、毎回取り上げられる史料につい
て、報告準備と同様なレベルで予習を行ってください。

教科書

主たるテキスト（史料集）は、竹内理三編『鎌倉遺文』をコピーして配
布し、文書原本のデジタル画像と対照して適宜、『鎌倉遺文』の釈文（文
書の文字列を翻刻したもの）を修正しながら講読します。

参考書

参考文献については、授業の進展に応じて適宜、紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席状況、授業での報告や発言の内容、自分の問題関心にもとづく研究
テーマの発掘を中心とした小レポートによって総合的に評価します。
授業点（報告レジュメ、報告・質疑応答の内容）：70%
小レポート：30%

その他

なし

137_14B01602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 高 橋 一 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本中世の武家文書を系統的に精読し、その対象となるフィールドにも
関心を向けながら、中世文書を主たる史料とした歴史研究の基本的な知識
と方法を修得します。あわせて、みずからの研究テーマを見つけ出し、先
行研究の蓄積をふまえながら、卒業論文の作成に結びつけていく演習で
す。

授業内容

本年度の主たる講読史料には、信濃国志久見郷・中野郷（現在の長野県
栄村および中野市周辺）にかかわる市河文書を用います。
市河文書は、じつは中野氏の鎌倉中期までを中心とした文書群と市河氏
の鎌倉後期からの文書群から構成されています。中野氏と市河氏は北信濃
に本拠をもつ国御家人で、とくに市河氏は16世紀まで現地の領主であり続
けました。したがって、市河文書は平安時代末期から戦国時代にいたる原
本を数多く含み、鎌倉・京都といった中央政界の動向とも切り結ぶ地域史
研究や、鎌倉・室町幕府の裁判制度の研究、さらには文書原本の詳細な観
察にもとづく古文書学研究などの良質な分析素材となっています。
授業では、古文書の文字情報等を翻刻した史料集と原本の写真（ウェブ

上のデジタル画像）を併用しながら、文書�点ごとに報告と質疑を軸に読
解を進めますが、文書原本の見学やフィールドワークの機会も積極的に設
けることとします。
（�）春学期に講読した文書の検討内容のまとめ、史料を読むための基礎知

識の確認
（�）〜（13）市河文書の読解と検討（春学期に続いて）
（14）春学期・秋学期を通じて講読した文書群全体に関する成果と課題の集

約

履修上の注意

演習は報告者が周到に準備したレジュメとそれにもとづく報告を土台
に、履修する学生に教員も加わって自由かつ双方向に議論を行い、新たな
学知を見い出していく創造的な授業です。このため、毎回の報告者を中心
とした受講学生の意欲的な参加態度がもとめられます。とくに、報告者の
報告をふまえて、積極的にディスカッションに臨んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告者は、担当する文書の読み下し、史料集の翻刻に関する確認、意
訳、史料用語や地名などの説明について、先行研究にも目配りしながら、
しっかりと整理してレジュメを準備してください。地図などの利用も不可
欠です。また、報告者以外の受講学生も、毎回取り上げられる史料につい
て、報告準備と同様なレベルで予習を行ってください。

教科書

主たるテキスト（史料集）は、竹内理三編『鎌倉遺文』をコピーして配
布し、文書原本のデジタル画像と対照して適宜、『鎌倉遺文』の釈文（文
書の文字列を翻刻したもの）を修正しながら講読します。

参考書

参考文献については、授業の進展に応じて適宜、紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席状況、授業での報告や発言の内容、年度末のレポートによって総合的
に評価します。
授業点（報告レジュメ、報告・質疑応答の内容）：70%
レポート：30%

その他

なし

─ 73 ─



138_14B01509

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 富 山 仁 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本現代史のうち、おもに戦後（占領復興期・高度成長期・ポスト高度
成長期）を対象とした卒業論文の執筆に向けた具体的な準備をする演習
である。春学期は、卒業論文のテーマ設定に向けたミニ報告をする。ま
た、併行して文献・史料の輪読も行なう。春学期は、荒川章二『全集日
本の歴史16 豊かさへの渇望』（小学館、2009年）を読んで、先行研究
を調査・読解する能力を高め、日本現代史の具体的なイメージを獲得す
る。

授業内容

授業は、第�に卒業論文のテーマ設定に向けたミニ報告をし、それぞれ
の関心分野・研究テーマについて発表する。第�に、テキストの輪読を
通じて、日本現代史の政治・経済・社会運動・地域・歴史認識などの諸
問題を検討する報告を行なう。

第�回：授業の内容と進め方について
第�回：先行研究の探し方について
第�回：卒業論文に向けたミニ報告①
第�回：卒業論文に向けたミニ報告②
第�回：卒業論文に向けたミニ報告③
第�回：テキストの輪読①
第�回：テキストの輪読②
第	回：テキストの輪読③
第
回：テキストの輪読④
第10回：テキストの輪読⑤
第11回：テキストの輪読⑥
第12回：テキストの輪読⑦
第13回：テキストの輪読⑧
第14回：まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成して、テキストの要約、参考文献の調査、疑問
点や論点の提示など丁寧な報告を求めます。報告者は無断欠席をしない
こと。受講者はテキストに目を通し、討論に積極的に参加してくださ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告者は研究報告の準備には時間をかけ、卒業論文の準備に向けた取り
組みを心がけて下さい。すべての受講生はテキストを精読し、討論の準
備をして下さい。

教科書

荒川章二『全集日本の歴史16 豊かさへの渇望』（小学館、2009年）

参考書

とくに定めません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容（40％）、授業への貢献度（30％）、レポート（30％）によって
総合的に評価します。

その他

受講生の人数により内容を多少変更する場合があります。

139_14B01609

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 富 山 仁 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本現代史のうち、おもに戦後（占領復興期・高度成長期・ポスト高度
成長期）を対象とした卒業論文の執筆に向けた具体的な準備をする演習
である。秋学期は、卒業論文の具体的なテーマと使用する史料について
報告を行なう。また、併行して文献・史料の輪読も行なう。秋学期は、
政府の総合開発計画に関する史料を読んで、史料に基づいた現代史研究
の方法と視座について学ぶ。

授業内容

授業は、第�に卒業論文のテーマ設定に向けたミニ報告をし、それぞれ
の関心分野・研究テーマについて発表する。第�に、テキストの輪読を
通じて、日本現代史の開発や社会変容についての諸問題を検討する報告
を行なう。

第�回：授業の内容と進め方について
第�回：卒業論文のテーマ設定と史料について
第�回：卒業論文に向けたミニ報告①
第�回：卒業論文に向けたミニ報告②
第�回：卒業論文に向けたミニ報告③
第�回：テキストの輪読①
第�回：テキストの輪読②
第	回：テキストの輪読③
第
回：テキストの輪読④
第10回：テキストの輪読⑤
第11回：テキストの輪読⑥
第12回：テキストの輪読⑦
第13回：テキストの輪読⑧
第14回：まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成して、テキストの要約、参考文献の調査、疑問
点や論点の提示など丁寧な報告を求めます。報告者は無断欠席をしない
こと。受講者はテキストに目を通し、討論に積極的に参加してくださ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告者は研究報告の準備には時間をかけ、卒業論文の準備に向けた取り
組みを心がけて下さい。すべての受講生はテキストを精読し、討論の準
備をして下さい。

教科書

授業で史料を配布します。

参考書

宮崎仁編『新全国総合開発計画の解説 : 昭和60年の日本列島』（日本経済
新聞社、1969年）
下河辺淳編『資料新全国総合開発計画』（至誠堂、1971年）
経済企画庁編『経済企画庁総合開発行政の歩み』（経済企画庁、1975年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容（40％）、授業への貢献度（30％）、レポート（30％）によって
総合的に評価します。

その他

受講生の人数により内容を多少変更する場合があります。
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140_14B01501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

六国史の最初に当たる『日本書紀』巻二十九の天武天皇十年（681）正月以降を講読
していく。
正史（国が編纂させた正式な歴史書）であるが史料批判が重要な『日本書紀』を読
み解く。
史料自体の問題意識と内容上の論点と研究史の蓄積に配慮する報告を実践する。
文面だけではなく，背後にある律令を理解し，発掘調査事例などから実態にも目を
向け，
それぞれが飛鳥時代像を構築できるように努める。

授業内容

授業は，各担当者の報告と質疑応答を中心に進める。
参加者はあらかじめ日本古典文学大系『日本書紀』を読み，報告担当者の報告内容
と視点について議論できる準備をしておく。
報告担当者は，『日本書紀』の記事を正確に釈読し，各語句に註を付し，事例・用
例・関連史料を網羅したレジュメを準備すること。
論点となる事項については各種史料に加え，先行研究もなるべく網羅して見解をま
とめること。

（�）ガイダンス。演習形式と進め方について，また論文や史料の引き方など。
（�）史料の配布と『日本書紀』の解題（テキストの説明）。報告順の決定。
（�）手本として天武二年正月〜三月条を報告。
（�）〜（13）報告順に従い演習発表及び補足報告を行なう。
（14）まとめ。補足報告。レポート課題提示。

履修上の注意

欠席は事前連絡することが望ましい。
報告に当たってる際の無断欠席は成績以前の問題ですので，
最低限のマナーを守っていただくことを求めます。
レジュメについても，おおよそ体裁を揃えていただくようにしてもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

漢文史料のため，漢和辞典などを日常的に利用し，漢文の文法に通じるよう努める
こと。
報告者は報告内容プラス質疑応答もあるので，幅広く勉強しておくこと，また報
告担当者でない者も積極的に質問を発し，
参加者全員で議論し，理解を深めていくように努める。
既出の事項については，担当報告者以外も理解できるように，出席時の真摯な学
問への姿勢を求める。
また日常的な日本史への関心や基礎知識の再確認を怠らないこと。

教科書

日本古典文学大系『日本書紀』上・下（岩波書店）。
テキストのコピーは授業時に配布する。

参考書

池田温編『日本古代史を学ぶための漢文入門』（吉川弘文館，2006）
熊谷公男『日本の歴史03大王から天皇へ』（講談社、2001）
吉村武彦『集英社版 日本の歴史③古代王権の展開』（集英社、1991）
吉村武彦編『古代史の基礎知識』（角川書店，2005）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』（吉川弘文館，2020）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』（吉川弘文館，2020）
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史 �・�・�』（吉川弘文館，2022）
その他、律令関係は，日本思想大系『律令』・新訂増補国史大系『令義解』・『訳註

日本律令』を随時参考にすること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点40％ 報告・レポート60％
報告と各期末の補足報告もしくはレポートはセットとし，いずれも最低限行う。
内容については最低限の水準をクリアするように、補足報告も求める。

その他

141_14B01601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

六国史の四番目『続日本後紀』を講読する。巻�仁明天皇の承和�年（836）�月
より始める。
嵯峨・淳和天皇代を受け仁明天皇代は，藤原氏による他氏排斥の嚆矢ともされる
承和の変に向かう時期であり，
平安時代前期の政治情勢と律令制の変容した体制を理解する。
歴史的事象の把握も当然ながら，注釈書のない史料の読解を通して，卒業論文執
筆に向けた史料の読解力を養成したい。

授業内容

授業は，各担当者の報告と質疑応答を中心に進める。
参加者はあらかじめ新訂増補国史大系『続日本後紀』を読み，報告担当者の報告
内容と視点について議論できる準備をしておく。
報告担当者は，『続日本後紀』の記事を正確に釈読し，各語句に註を付し，事
例・用例・関連史料を網羅したレジュメを準備すること。
論点となる事項については各種史料に加え，先行研究もなるべく網羅して見解を
まとめること。

（�）史料の配布と『続日本後紀』の解題（テキストの説明）。報告順の決定。
（�）手本として『続日本後紀』序文を報告。
（�）〜（13）報告順に従い演習発表及び補足報告を行なう。
（14）まとめ。補足報告。レポート課題提示。

履修上の注意

欠席は事前連絡することが望ましい。
報告に当たってる際の無断欠席は成績以前の問題ですので，
最低限のマナーを守っていただくことを求めます。
レジュメについても，おおよそ体裁を揃えていただくようにしてもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

漢文史料のため，漢和辞典などを日常的に利用し，漢文の文法に通じるよう努
めること。
報告者は報告内容プラス質疑応答もあるので，幅広く勉強しておくこと。
また報告担当者でない者も積極的に質問を発し，参加者全員で議論し，理解を深
めていくように努める。
既出の事項については，担当報告者以外も理解できるように，出席時の真摯な学
問への姿勢を求める。
また日常的な日本史への関心や基礎知識の再確認を怠らないこと。

教科書

テキストのコピーを配布する。

参考書

池田温編『日本古代史を学ぶための漢文入門』（吉川弘文館，2006）
坂上康俊『日本の歴史05 律令国家の転換と「日本」（講談社，2001）
瀧浪貞子『日本の歴史� 平安建都』（集英社，1991）
吉村武彦編『古代史の基礎知識』（角川書店，2005）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』（吉川弘文館，

2020）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』（吉川弘文館，

2020）
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史 �・�・�』（吉川弘文館，2022）
その他、律令関係は，日本思想大系『律令』・新訂増補国史大系『令義解』・『訳

註日本律令』に加え「格式」を随時参考にすること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点40％ 報告・レポート60％
報告と各期末の補足報告もしくはレポートはセットとし，いずれも最低限行う。
内容については最低限の水準をクリアするように、補足報告も求める。

その他

欠席は事前連絡すること。連絡などは，Oh-o！Meijiクラス・ウェブなどを活用
する。また、報告担当者の欠席は厳禁とする。
飲食や，報告に当たっている際の無断欠席は成績以前の問題なので，最低限の
マナーを守っていただくことを求める。
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142_14B01504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 野 尻 泰 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本近世史で卒業論文を執筆するために必要な史料読解と研究史把握につ
いて学び、卒業論文へ向けて具体的な準備をする演習である。春学期は、史
料読解の能力を高め、自分の研究に関する先行研究を整理すること、卒業論
文のテーマ設定を明確にし、使用史料の選定に努めることを目標とする。秋
学期は、卒業論文の仮論題を示し、史料を用いた実証的な研究報告を行う。

授業内容

授業は、史料講読と卒業論文へ向けての研究報告によって進める。史料講
読では、史料の音読と大意の把握に努める。研究報告では、個々の関心に基
づく研究史整理の報告と、史料に基づいた実証的な報告を行う。
春学期から卒業論文で使用する史料を探すことが求められる。
丁寧な報告が求められる。

（�）授業の進め方と史料についての説明
（�）報告順番の決定、史料講読 �
（�）研究史に関する報告 �
（�）史料講読 �
（�）研究史に関する報告 �
（�）史料講読 �
（�）研究史に関する報告 �
（	）史料講読 �
（
）研究史に関する報告 �
（10）史料講読 �
（11）研究史に関する報告 �
（12）史料閲覧
（13）卒業論文構想報告
（14）まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成し、無断欠席をしないこと。報告・議論の蓄積に
よって研究への理解は深まるので、受講者全員の積極的な参加を求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料講読の報告では、史料の音読ができるように注意を払うこと、報告に
あたっていない受講者も授業で取り上げられる史料にはあらかじめ目を通し
ておくこと。研究報告では、史料に基づいた実証的な報告を行うこと、自分
のテーマに関する史料の所在についても注意を払うこと。
学期中、常に卒業論文で使用する史料を探すように努めること。

教科書

授業で活字史料を配布する。

参考書

「特集／はじめて学ぶ日本近世史」（『歴史評論』813号、2018年）
歴史学研究会編『日本史年表』（岩波書店）
児玉幸多編『くずし字用例辞典』（東京堂出版）
児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容50％、議論への貢献度40％、レポート等10％などによって評価す
る。

その他

くずし字の読解と古文書調査に関心がある者は相談のこと。
受講生の人数により内容を多少変更する場合がある。
節度ある態度を求める。

143_14B01604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 野 尻 泰 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本近世史で卒業論文を執筆するために必要な史料読解と研究史把握につ
いて学び、卒業論文へ向けて具体的な準備をする演習である。春学期は、史
料読解の能力を高め、自分の研究に関する先行研究を整理すること、卒業論
文のテーマ設定を明確にし、使用史料の選定に努めることを目標とする。秋
学期は、卒業論文の仮論題を示し、史料を用いた実証的な研究報告を行う。

授業内容

授業は、史料講読と卒業論文へ向けての研究報告によって進める。史料講
読では、史料の音読と大意の把握に努める。研究報告では、個々の関心に基
づく研究史整理の報告と、史料に基づいた実証的な報告を行う。
春学期から卒業論文で使用する史料を探すことが求められる。
丁寧な報告が求められる。

（�）授業の進め方と史料についての説明
（�）報告順番の決定、史料講読 �
（�）研究報告 �
（�）史料講読 �
（�）研究報告 �
（�）史料講読 �
（�）研究報告 �
（	）史料講読 �
（
）研究報告 �
（10）史料講読 �
（11）研究報告 �
（12）史料講読 �
（13）研究報告 �
（14）まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成し、無断欠席をしないこと。報告・議論の蓄積に
よって研究への理解は深まるので、受講者全員の積極的な参加を求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料講読の報告では、史料の音読ができるように注意を払うこと、報告に
あたっていない受講者も授業で取り上げられる史料にはあらかじめ目を通し
ておくこと。研究報告では、史料に基づいた実証的な報告を行うこと、自分
のテーマに関する史料の所在についても注意を払うこと。
学期中、常に卒業論文で使用する史料を探すように努めること。

教科書

授業で活字史料を配布する。

参考書

「特集／はじめて学ぶ日本近世史」（『歴史評論』813号、2018年）
歴史学研究会編『日本史年表』（岩波書店）
児玉幸多編『くずし字用例辞典』（東京堂出版）
児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容50％、議論への貢献度40％、レポート等10％などによって評価す
る。

その他

くずし字の読解と古文書調査に関心がある者は相談のこと。
受講生の人数により内容を多少変更する場合がある。
節度ある態度を求める。
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144_14B01507

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 松 山 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本近代史のうち、おもに都市史の領域を対象とする演習である。19
世紀〜20世紀初頭にかけての日本（植民地を含む）の都市の発達と、社
会・文化面における変容・展開とのかかわりについて検討する。
今年度春学期は、「日本近代と社会集団」に関する文献の輪読をおこ

なう。並行して、関連する歴史資料や先行研究についてもあわせて調
査・分析することで、当該期の日本の都市に関する基本的な認識や見方
を養うとともに、卒業論文の作成に向けたテーマ設定の仕方、研究方法
などについても学習することを目指す。

授業内容

授業は、日本近代の社会集団に関する通史（後掲の教科書欄参照。た
だし同書のうち都市に関連する章を主に選択）の輪読を中心に進める。
各章の概要にくわえて、根拠となっている史料や、論点・疑問点などに
ついて議論する。
（�）春学期授業の進め方についての説明
（�）中央図書館ゼミツアー（文献検索の実習）
（�）テキスト輪読：近世社会の基本構造
（�）同上：近世社会の解体（一）
（�）同上：近世社会の解体（二）
（�）同上：文明開化・民権運動・民衆運動
（�）同上：景気循環と近代工業
（	）同上：商工業者と同業組合
（
）同上：職工と都市雑業層
（10）同上：都市の姿
（11）同上：教育と立身出世
（12）同上：メディアの変化
（13）同上：政治の役割（もしくは、労働組合と初期社会主義）
（14）同上：日露戦後の社会

履修上の注意

報告者はかならずレジュメを作成し、担当するテキストの正確な要約
にくわえて、関連史料および文献などについてもみずから調査し、疑問
点や論点を提示すること（これらの方法については初回の講義で説明を
おこなう）。定刻に始めるので遅刻しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告者のみならず他のメンバーも事前にテキストをよく読み、自分の
担当以外についても理解を深め、報告後の質疑・討論に積極的に参加す
ることを望む。

教科書

松沢裕作『日本近代社会史1868-1914』有斐閣、2022年。

参考書

授業のなかで随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は、ゼミにおける報告内容と授業への貢献度（質疑・討論への参
加状況など）、学期末に課されるレポートによって総合的に評価する
（報告40%・授業への貢献度30%・レポート30%）。

その他

履修人数によっては授業内容を一部変更したり、教科書を追加するこ
とがある。
授業は対面形式を予定しているが、新型コロナウイルスをはじめとす
る感染症の拡大状況等によってはオンライン形式へ適宜移行する。

145_14B01607

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 松 山 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本近代史のうち、おもに都市史の領域を対象とする演習である。
19世紀〜20世紀初頭にかけての日本（植民地を含む）の都市の発達と、
社会・文化面における変容・展開とのかかわりについて検討する。
秋学期は、明治44年（1911）以来刊行の続く『東京市史稿』（江戸−
東京の歴史に関する編年体の史料集）のなかから各自が関心のある項
目（史料）を選び、関連する歴史資料や先行研究についてもあわせて
調査・分析することで、当該期の日本の都市に関する基本的な認識や
見方を養うとともに、卒業論文の作成に向けたテーマ設定の仕方、研
究方法などについても学習することを目指す。

授業内容

（�）秋学期授業の進め方についての説明
（�）『東京市史稿』市街篇・皇城篇・御墓地篇・上水篇・港湾篇・遊園

篇から担当する項目（史料）の決定
（�）史料講読�
（�）史料講読�
（�）史料講読�
（�）史料講読�
（�）史料講読�
（	）史料講読�
（
）史料講読�
（10）史料講読	
（11）史料講読

（12）史料講読10
（13）史料講読11
（14）史料講読12

履修上の注意

報告者はかならずレジュメを作成し、担当する史料の正確な要約に
くわえて、関連史料および文献などについてもみずから調査し、疑問
点や論点を提示すること（これらの方法については初回の講義で説明
をおこなう）。定刻に始めるので遅刻しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告者のみならず他のメンバーも事前に史料をよく読み、自分の担
当以外についても理解を深め、報告後の質疑・討論に積極的に参加す
ることを望む。

教科書

『東京市史稿』市街篇・皇城篇・御墓地篇・上水篇・港湾篇・遊園篇
のなかから該当の史料内容を受講者全員に事前共有する。共有の方法
については初回の講義で説明する。

参考書

授業のなかで随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は、ゼミにおける報告内容と、授業への貢献度（質疑・討論へ
の参加状況など）、冬期休暇中に課されるレポートによって総合的に評
価する（報告40%・授業への貢献度30%・レポート30%）。

その他

特になし。
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146_14B01503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ａ 山 田 朗

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本現代史、とりわけ15年戦争期（満州事変〜アジア太平洋戦争）に
おける政治と軍事の関係、対外膨張戦略、思想統制・教育のあり方、植
民地・占領地支配の実態、戦争責任問題などについて検討する。テキス
ト所収の論文や史料の検討を通して日本現代史に関する知見を深め、ま
た、同時に日本現代史研究のさまざまな課題・論点を把握するとともに
史料批判能力を高め、自らが将来、卒業論文を作成する際の課題設定の
仕方、史料の取り扱い方などについて学ぶことを目標とする。
具体的には、テキストにもとづき春学期は上（天皇・大本営）から見

た戦争を、秋学期は下（戦場の兵士）から見た戦争を検証する。

授業内容

(01)研究と読書、ゼミでの報告の仕方
(02)小論文・レポートの書き方
(03)『日本の戦争Ⅲ』第�章 近代天皇制における天皇
(04)第�章 昭和天皇の満洲・朝鮮観と膨張主義思想
(05)第�章 昭和天皇と軍事情報（一・二）
(06)第�章 昭和天皇と軍事情報（三・四）
(07)第�章 昭和天皇の戦争指導・作戦指導（一・二）
(08)第�章 昭和天皇の戦争指導・作戦指導（三）
(09)第�章 徹底検証『昭和天皇独白録』（一・二）
(10)第�章 徹底検証『昭和天皇独白録』（三）
(11)第�章 徹底検証『昭和天皇実録』（一・二）
(12)第�章 徹底検証『昭和天皇実録』（三）
(13)第�章 天皇の戦争責任を考えることの意味（一〜三）
(14)第�章 天皇の戦争責任を考えることの意味（四）

履修上の注意

参加者は、報告に際して、必ず分担論文のレジュメ（内容の正確な要
約）を作成し論文の重要箇所や関連する重要な史料についてみずから調
査して補足説明をするとともに、疑問点や論点を提示すること。定刻に
始めるので遅刻しないようにしてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習として必ず教科書を熟読し、自分の疑問点・論点、補足説明
を提示できるようにしておくこと。

教科書

【春学期】山田朗『昭和天皇の戦争』（岩波書店、2017年、税別�,800円）
春学期第�回に配付

参考書

歴史教育者協議会編『日本の戦争ハンドブック』（青木書店、2006年、
税別�,800円）
歴史学研究会・日本史研究会編『日本史講座』第	〜10巻（東京大学出
版会、2006年、各税別�,200円）
山田朗『日本の戦争III 天皇と戦争責任』（新日本出版社、2019年）
山田朗・師井勇一編『平和創造学への道案内』（法律文化社、2021年）

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o!Meijiのレポート機能を使って提出したレポート等は添削・採点の
上、Oh-o!Meijiで返却する。

成績評価の方法

成績は、参加状況（発言内容）、ゼミでの報告内容、レポートによっ
て評価する（平常点20%・報告40%・レポート40%）。レポートは採点の
うえ、すべて返却する。ゼミでの報告・レポートなどの点数は、採点
後、個別に開示する。

その他

研究報告からなるゼミ合宿（あるいは集中講義）を夏期休暇中に実施す
る。

147_14B01603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（日本史）Ｂ 山 田 朗

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本現代史、とりわけ15年戦争期（満州事変〜アジア太平洋戦争）に
おける政治と軍事の関係、対外膨張戦略、思想統制・教育のあり方、植
民地・占領地支配の実態、戦争責任問題などについて検討する。テキス
ト所収の論文や史料の検討を通して日本現代史に関する知見を深め、ま
た、同時に日本現代史研究のさまざまな課題・論点を把握するとともに
史料批判能力を高め、自らが将来、卒業論文を作成する際の課題設定の
仕方、史料の取り扱い方などについて学ぶことを目標とする。
具体的には、テキストにもとづき春学期は上（天皇・大本営）から見

た戦争を、秋学期は下（戦場の兵士）から見た戦争を検証する。

授業内容

(01)『兵士たちの戦場』はじめに 第�章 侵攻と殺戮�
(02)第�章 侵攻と殺戮�
(03)第�章 侵攻と殺戮�
(04)第�章 勝利と代償�
(05)第�章 勝利と代償�
(06)第�章 蹉跌と消耗�・�
(07)第�章 蹉跌と消耗�・�
(08)第�章 退却と飢餓�・�
(09)第�章 退却と飢餓�
(10)第�章 崩壊と自滅�・�
(11)第�章 崩壊と自滅�
(12)第�章 「玉砕」と生還�・�
(13)第�章 「玉砕」と生還�
(14)第�章 「玉砕」と生還�、おわりに／まとめ

履修上の注意

参加者は、報告に際して、必ず分担論文のレジュメ（内容の正確な要
約）を作成し論文の重要箇所や関連する重要な史料についてみずから調
査して補足説明をするとともに、疑問点や論点を提示すること。定刻に
始めるので遅刻しないようにしてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習として必ず教科書を熟読し、自分の疑問点・論点、補足説明
を提示できるようにしておくこと。

教科書

山田朗『兵士たちの戦場』（岩波書店、2015年、税別�,800円）春学期第
14回に配付

参考書

歴史教育者協議会編『日本の戦争ハンドブック』（青木書店、2006年、
税別�,800円）
歴史学研究会・日本史研究会編『日本史講座』第	〜10巻（東京大学出
版会、2006年、各税別�,200円）
山田朗『日本の戦争III 天皇と戦争責任』（新日本出版社、2019年）
山田朗・師井勇一編『平和創造学への道案内』（法律文化社、2021年）

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o!Meijiのレポート機能を使って提出したレポート等は添削・採点の
上、Oh-o!Meijiで返却する。

成績評価の方法

成績は、参加状況（発言内容）、ゼミでの報告内容、レポートによっ
て評価する（平常点20%・報告40%・レポート40%）。レポートは採点の
うえ、すべて返却する。ゼミでの報告・レポートなどの点数は、採点
後、個別に開示する。

その他

特になし。

─ 78 ─



148_14B12202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ａ 江 川 ひかり

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

主として漢文以外の史料を用いておこなわれる西アジアなどの研究
領域を学ぼうとする学生を対象とする。ただし、この分野は日本語に
よる先行研究が少ないので、外国語文献（主として英語）を利用する
ことが多くなるとともに研究テーマの設定が制約される場合がある。

授業内容

� イントロダクション：初回の授業で、漠然とではあれ、興味を
もっている地域・テーマについて受講生各自に話してもらう。
� 基本的な工具（辞典・事典・文献目録・研究ガイドなど）を紹介
する。
� 図書館において文献検索の実習をおこなう。
� 基本的な工具類に実際にあたって、興味をもったテーマに関する
基本事項を調べる作業を試みる。
�〜13 口頭発表：毎回�名ずつおこなう。各自、受講生の人数分の
レジュメを準備する。
14 まとめ、期末レポート提出

履修上の注意

先行研究が少ない分野なので、テーマの設定が難しいため、適宜ア
ドヴァイスをおこなうが、希望にそえない（和文・英文による先行研
究が少ないなど）場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で指定された文献を講読し、各自、手書きのノートにまとめ
る。ノートを一冊、かならず用意する。

教科書

使用しない。

参考書

各自の研究テーマにそった参考文献を随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容・授業への貢献度(50%)、春学期レポート：各自の研究
テーマに関するレポート(50%)。

・演習授業なので、出席と発表、議論における積極性を重視する。
・無断欠席は減点になる。
・提出物の期限は厳守とする。

その他

・授業形態は、対面を基本とする。何らかの事情で変更がある場合に
は、事前に「シラバスの補足」で詳細を明らかにする。
・無断欠席は厳禁。
・各自、ひとつは質問する心がまえで発表を聞くこと。
・欠席する場合には、前もってメールで連絡すること。
・英語の読解は不可欠となるため、各自、英語力向上のための努力を
継続すること。

149_14B12302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ｂ 江 川 ひかり

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

春学期の成果に基づき、秋学期は，卒業論文に向けての指導をおこ
なう。卒業論文に向けた下準備となる予備論文（8000字）の執筆完成
が到達目標となる。

授業内容

� 春学期に作成・収集した文献目録に基づき，夏期休暇中に10冊の
文献を講読し，それらに関する要約と批評・感想とを初回に提出す
る。
�〜� アジア史関連の学術論文の輪読。
�〜13 各自の研究テーマに関する発表。
14 今年度のまとめと，卒論に向けての準備作業の確認。

・卒業論文に向けた予備論文（8000字）を、�月末日ごろを期限とし
提出する。
提出期限厳守とする。

履修上の注意

・イスラム史A・Bを履修していること。
・卒論作成に向けて，テーマの設定，文献の収集・講読，論文作成の
手順などを個別に指導し，かつ研究発表を中心に授業を進めるため，
発表の内容および出席と積極的な取り組みを重視する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で指定された文献を講読し、ノートにまとめる。

教科書

使用しない。

参考書

小杉泰・江川ひかり編『ワードマップ イスラーム─社会生活・思
想・歴史』新曜社, 2006年.
永田雄三・江川ひかり『世紀末イスタンブルの演劇空間─都市社会

史の視点から』白帝社, 2015年.

その他、各自の研究テーマにそった参考文献を適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・演習授業なので，発表内容および出席と議論における積極性を重視
すると同時に、各発表者の発表への質問し、意見・感想を書いてもら
う。（50%）
・夏季課題および期末予備論文（50%）

その他

・授業形態は、対面を基本とする。何らかの事情で変更がある場合に
は、事前に「シラバスの補足」で詳細を明らかにする
・出席重視。発表者の遅刻，無断欠席は厳禁。欠席する場合には事前
に連絡すること。
・各自，毎回のゼミで質問する心構えで発表を聞くこと。
・無断欠席は減点になる。
・提出物の期限は厳守とする。
・外国語文献を最低一冊は読む
・卒論作成に関しては随時アドヴァイスをおこなうので，相談してほ
しい。
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150_14B12204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ａ 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

おおむね
世紀以降のユーラシア，特に，中国・内陸アジア・東南
アジア史などについて，各自が興味を持つ時代・分野に関連するテー
マを設定して研究発表を行う。各自の研究発表は，卒業論文作成の準
備となる。
発表の内容について議論するとともに，必要となる研究論著を講読
しながら，アジア史の研究方法や文献・史料の収集方法を自在にあや
つれるようになることが目標である。

授業内容

履修者の人数を見て，全員が少なくとも�度ずつ発表ができるよう
にスケジュールをたてる。人数が少なければ，�週間程度を�ターム
として，研究論著の講読と学習成果の発表を繰り返す。講読について
は，履修者が興味を持つ地域・時代を考慮し，日本語・漢文・中国
語・英語の研究論著を選読する。人数が多い場合は，講読の時間が十
分とれないため，個別に宿題を出して研究の進展の補助とする。その
た，各自の興味に関連して，個別の宿題を出すこともある。夏休みに
は研究論著のまとめと史料講読の宿題を出す。
� 受講生の興味を把握しスケジュールを検討
� スケジュールの発表，関係論著の探し方についての解説
�〜13 研究発表と関連研究論著の講読
14 春学期授業の総括，夏休みの宿題について

履修上の注意

中国史・モンゴル史に限らずユーラシアの広い地域を研究対象とす
る。
やむを得ず欠席する場合には，予め教員と連絡をとり，宿題や授業
の進捗状況を確認すること。もちろん，ただ座っているだけでは出席
とは見なさない。�分の�以上無断で欠席した場合，単位は与えな
い。
各自で発表準備・講読に必要な辞書を用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

講読の場合，履修者全員に無作為に当てて論著の内容を説明しても
らうので，宿題に止まらず必ず予習して授業に臨むこと。

教科書

使用しない。プリントを配布する。

参考書

『論点・東洋史学』（吉澤誠一郎監修，ミネルヴァ書房），『史学雑
誌』「回顧と展望」。

課題に対するフィードバックの方法

添削して返却する。

成績評価の方法

研究発表40％，予習・宿題・講読・議論への参加・発言内容60％。

その他

151_14B12304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ｂ 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

おおむね
世紀以降のユーラシア，特に，中国・内陸アジア・東南
アジア史などについて，各自が興味を持つ時代・分野に関連するテー
マを設定して研究発表を行う。各自の研究発表は，卒業論文作成の準
備となる。
発表の内容について議論するとともに，必要となる研究論著を講読

しながら，アジア史の研究方法や文献・史料の収集方法を自在にあや
つれるようになることが目標である。

授業内容

夏休みの学習成果にもとづいて各自研究発表を行なう。その後，卒
業論文への視野を定めながら各自が必要とする史料の全員での講読と
学習成果の発表を繰り返す。受講者は，他の受講者の発表を聞き，そ
れについて意見を出すことを通じて，自分の卒業論文のテーマを絞り
込んだり見直したりしていく。発表の結果に基づき，発表者もしくは
受講者全員に宿題を出すことがある。学年末に�，000字のレポート
を課す。
� 夏休みの学習成果について各自報告，発表スケジュールの決定
�〜13 研究発表・購読（うち，卒業論文中間報告会を聴講した翌週
はその研討会）
14 授業の総括とレポート提出，春休みの卒業論文準備について

履修上の注意

中国史・モンゴル史に限らずユーラシアの広い地域を研究対象とす
る。
やむを得ず欠席する場合には，予め教員と連絡をとり，宿題や授業

の進捗状況を確認すること。もちろん，ただ座っているだけでは出席
とは見なさない。�分の�以上無断で欠席した場合，単位は与えな
い。
各自で発表準備・講読に必要な辞書を用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

講読の場合，履修者全員に無作為に当てて論著の内容を説明しても
らうので，宿題に止まらず必ず予習して授業に臨むこと。

教科書

使用しない。プリントを配布する。

参考書

『アジア歴史研究入門』全�冊（島田虔次等編，同朋舎出版，購入
不可），『中国歴史研究入門』（礪波護・岸本美緒・杉山正明編，名古
屋大学出版会），『史学雑誌』「回顧と展望」。

課題に対するフィードバックの方法

添削して返却する。

成績評価の方法

研究発表30％，夏休みの宿題・学年末レポート30％，予習・宿題・講
読・議論への参加・発言内容40％。

その他
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152_14B12201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ａ 鈴 木 開

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アジア史研究の方法を実践的に学ぶ。地域としては東アジア、東南ア
ジア、中央ユーラシア、時代としては中世〜近現代に関心を持つ学生を
対象とする。研究を進めていくうえで基礎となる研究論著の読解、史料
読解（主に漢文）に必要な知識、技能を習得する。さらに自ら研究テー
マを設定し、そのテーマについて他者に分かりやすく伝え、また論文に
まとめる能力も身につけたい。研究を行うための文献収集とその整理に
ついても実践を通じて学んでいきたい。

授業内容

受講者と相談のうえ、研究論著を講読する。日本語文献と中国語文献を
講読し、内容のみならず研究の方法、先行研究の状況についても俯瞰す
る。研究史料は第�〜�講でとりあげた研究論著と関係の深い史料をと
りあげ、史料講読を通じて研究論著の検証という作業も体験する。

� 授業の進め方と講読資料について説明
� 研究論著の講読（日本語）�
� 研究論著の講読（日本語）�
� 研究論著の講読（日本語）�
� 研究論著の講読（中国語）�
� 研究論著の講読（中国語）�
� 研究論著の講読（中国語）�
	 研究史料の講読�

 研究史料の講読�
10 研究史料の講読�
11 研究史料の講読�
12 研究史料の講読�
13 研究史料の講読�
14 講読のまとめと夏休み期間の課題について説明

履修上の注意

�回以上欠席した場合、評価の対象とみなさない。

準備学習（予習・復習等）の内容

講読資料の予習をして授業に臨むこと。史料読解の成果を期末レポート
として提出してもらう。

教科書

使用しないが、漢和辞典（角川新字源もしくは全訳漢字海）および一般
的な中国語辞典（中日大辞典を推奨）が必要となる。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％ 期末レポート50％

その他

153_14B12301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ｂ 鈴 木 開

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アジア史研究の方法を実践的に学ぶ。地域としては東アジア、東南アジア、中央
ユーラシア、時代としては中世〜近現代に関心を持つ学生を対象とする。研究を進
めていくうえで基礎となる研究論著の読解、史料読解（主に漢文）に必要な知識、
技能を習得する。さらに自ら研究テーマを設定し、そのテーマについて他者に分か
りやすく伝え、また論文にまとめる能力も身につけたい。研究を行うための文献収
集とその整理についても実践を通じて学んでいきたい。

授業内容

『史学雑誌』回顧と展望などを利用して、関心がある分野の研究動向についてまと
め、議論する（第�〜�回）。夏休み課題などを踏まえ、研究発表を行う（第�〜	
回）。研究文献もしくは史料を毎回一つとりあげ紹介、発表する（第10〜13回）。並
行して個々の研究発表をもとにした期末レポート（�,000字以上）の執筆にとりく
む。

� 夏休み課題の提出、ゼミ発表の順番を決定
� 日本の研究動向整理�
� 日本の研究動向整理�
� 研究発表�
� 研究発表�
� 研究発表�
� 研究発表�
	 研究発表�

 研究文献・史料の講読�
10 研究文献・史料の講読�
11 研究文献・史料の講読�
12 研究文献・史料の講読�
13 研究文献・史料の講読�
14 講読のまとめ、卒論に向けた準備について説明

履修上の注意

�回以上欠席した場合、評価の対象とみなさない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の論文・史料収集、グループディスカッションの準備を必ず行うこと。論文・
史料は夏休み中に収集しておくことを強く勧める。研究発表はパワーポイントを用
いて行うことが望ましい。

教科書

使用しない。

参考書

以下の入門書を必要に応じて参照し、関心のあるテーマの研究状況を把握しておく
こと。

『論点・東洋史学 アジア・アフリカへの問い158』（吉澤誠一郎監修，ミネルヴァ書
房）
『中国歴史研究入門』（砺波護，杉山正明，岸本美緒編，名古屋大学出版会）
『近代中国研究入門』（岡本 隆司， 吉澤 誠一郎編，東京大学出版会）
『海域アジア史研究入門』（桃木至朗編，岩波書店）
『アジア経済史研究入門』（水島司，加藤博，久保亨，島田竜登編，名古屋大学出版
会）
『中央ユーラシア史研究入門』（小松久男，荒川正晴，岡洋樹編，山川出版社）
『朝鮮史研究入門』（朝鮮史研究会編，名古屋大学出版会）
『日明関係史研究入門』（村井章介編集代表，勉誠出版）
『台湾研究入門』（若林正丈・家永真幸編、東京大学出版会）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点30％ 期末レポート70％

その他
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154_14B12203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ａ 高 村 武 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義では、中国古代・中世をテーマに卒業論文を執筆しようとする
学生を対象として、卒業論文作成に向けた準備を行う。そのために、
テーマの具体化・先行研究の収集と批評・史料収集と読解を実際に実
施してもらうとともに、受講者による卒業論文準備報告を実施するこ
とを通じて、卒業論文の執筆にとりかかる基礎力を養う。

授業内容

第一回 授業内容についての説明と受講者による関心のある地域・時
代・テーマの報告
第二回〜第三回 卒論へ向けた準備について
第四回〜第十三回 各自の研究テーマによる報告
一人45分（報告25分・質疑20分）を目安に、受講者による報告を実施
する。 基本的に、
1.卒業論文で扱いたいテーマとその意義について
2.そのテーマについての先行研究の紹介とその批評
3.そのテーマを考察する上で用いる史料の紹介
を軸に、レジュメ（配布資料）を用意した上で報告する。他の受講者
は、その報告に対して質疑の形で批評を実施する。このほか、受講者
各自のテーマに沿って、先行研究の収集と読解・批評を課す。その成
果は、小レポートとして第�回・
回・12回の講義開始時点で提出し
てもらう。なお、受講者数によっては、史料講読などを交えた形にす
ることもある。
第十四回 レポート提出
各自の卒論テーマに沿って小レポートも生かしつつ、そのテーマの
「研究史」をまとめてレポートとして提出してもらう。

履修上の注意

演習形式であるので出席と報告・批評の着実な実施が重視される。正
当な理由を提示できない欠席や予習不足を繰り返す者には単位を認定
しない。課外活動やアルバイトは正当な理由にはならない。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：基礎演習などでの知識を元に、受講者自身が先行研究を収集し
て読解するとともに、必要な史料も集める。
復習：報告実施時や小レポートでの指摘を元に、改善点を見つけ出し
て直し、卒論の原稿を少しずつ作っていく。

教科書

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

『史学雑誌 回顧と展望』（毎年�号）・・・最新号からさかのぼって
自己のテーマと関係する先行研究を探す
『中国史研究入門』（名古屋大学出版会）・・・史料等の調査に用いる
いずれも図書館でみられるので、積極的に利用するようにしてもらい
たい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

担当報告・他者の報告への批評・小レポートの提出状況・出席状況を
基準とした平常の学習状況（70%）と期末レポート(30%)を基礎とし
て総合して判定する。

その他

変更が生ずる場合があるので、大学からの通知・Oh-o!Meijiは毎日確
認してもらいたい。

155_14B12303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（アジア史）Ｂ 高 村 武 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義では、中国古代・中世をテーマに卒業論文を執筆しようとする学生を対象
として、卒業論文作成に向けた準備を行う。そのために、具体化したテーマに関
する先行研究（外国語文献も含む）収集と批評・史料収集と読解を実際に実施し
てもらうとともに、受講者による卒業論文準備報告を実施し、卒業論文冒頭部の
着手をしてもらう。

授業内容

第一回 授業内容についての説明と受講者による関心のある地域・時代・テーマ
の報告
第二回〜第三回
第四回〜第十三回 各自の研究テーマによる報告
一人45分（報告25分・質疑20分）を目安に、受講者による報告を実施する。 基本
的に、
1.卒業論文で扱いたいテーマとその意義について
2.そのテーマについての先行研究の紹介とその批評
3.そのテーマを考察する上で用いる史料の紹介
4.自分で史料から検討した結果の途中経過（ある程度結果がでていればその報告）
を軸に、レジュメ（配布資料）を用意した上で報告する。他の受講者は、その報
告に対して質疑の形で批評を実施する。なお、受講者数によっては、史料講読な
どをまじえることがある。
第十四回 レポート提出
各自の卒論テーマに沿って、卒業論文として執筆し始めたものをレポートとして
提出してもらう。具体的には、
1.卒業論文のタイトル（仮題で可）
2.「はじめに」（そのテーマがどのように研究されてどのように言われているか、
それについて自分はどのように考え、どのように研究していこうとするのか、そ
の学術的意義は何か）
3.「研究史」（代表的な先行研究の見解を示し、批評して、不足している部分を指
摘する）
を中心とする部分を作成してもらい、さらには可能な限り実際の研究まで含めて、
できたところまでを提出してもらう。

履修上の注意

演習形式であるので出席と報告・批評の着実な実施が重視される。正当な理由を
提示できない欠席や予習不足を繰り返す者には単位を認定しない。課外活動やア
ルバイトは正当な理由とはならない。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：基礎演習などでの知識を元に、受講者自身が先行研究を収集して読解する
とともに、必要な史料も集める。
復習：報告実施時の指摘を元に、改善点を見つけ出し、卒論の原稿を作るととも
に、すでに書き上げた所の改善もはかる。

教科書

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

『史学雑誌 回顧と展望』（毎年�号）・・・最新号からさかのぼって自己のテーマ
と関係する先行研究を探す
『中国史研究入門』（名古屋大学出版会）・・・史料等の調査に用いる
いずれも図書館でみられるので、積極的に利用するようにしてもらいたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

担当報告・他者の報告への批評・出席状況を基準とした平常の学習状況（70%）と
期末レポート(30%)を基礎として総合して判定する。期末レポートとしては、卒論
下書きとして利用できる、8000字程度のものを作成してもらう予定である。

その他

感染症の状況により、変更が生ずる場合があるので、大学からの通知やOh-o!
Meijiは毎日確認してもらいたい。
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156_14B21402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ａ 青 谷 秀 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中世ヨーロッパについて学ぼうとする学生を対象とし、文献の講読

と個別報告を通じて卒業論文執筆に必要な知識や技能を習得すること

が目標となる。具体的には、文献・史料の検索や収集を行い、それら

の読解に基づき研究動向を把握したうえで、現代的な関心に基づいた

魅力的な卒業論文テーマの設定を目指すこととなる。

授業内容

おもに中世史研究上の重要なトピックについて邦語・英語文献を読

み、様々なテーマに関する基本的知識や先行研究の流れを把握するよ

う試みる。

第�回〜第�回 春学期授業内容の説明、参考書・辞典類の紹介、図

書館ツアーなど

第�回〜第13回 文献講読およびディスカッション

第14回 春学期のまとめおよび夏休み中の課題の設定

履修上の注意

特別な事情がない限り遅刻・欠席は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

文献講読においては、毎回一人の受講生もしくは一つのグループが

レジュメを作成したうえで報告を行うが、その報告に基づいたディス

カッションでは全員に積極的な参加が求められる。そのため、受講生

各自の綿密な予習が必要とされる。

教科書

課題文献については、授業でコピーを配布する。

参考書

必要に応じて授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70％）と平常点（30％）で評価を行う。

その他

157_14B21502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ｂ 青 谷 秀 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中世ヨーロッパについて学ぼうとする学生を対象とし、文献の講読

と個別報告を通じて卒業論文執筆に必要な知識や技能を習得すること

が目標となる。具体的には、文献・史料の検索や収集を行い、それら

の読解に基づき研究動向を把握したうえで、現代的な関心に基づいた

魅力的な卒業論文テーマの設定を目指すこととなる。

授業内容

文献の講読を行った後、各自が夏休み中の研究に基づいて個別報告

を行う。さらに、その報告の成果と反省点を生かしたうえで、卒業論

文の準備作業としてレポートを提出する。また、10月か11月には�年

生との合同合宿を予定している。

第�回 授業内容の説明

第�回〜第�回 文献講読およびディスカッション

第�回〜第13回 個別報告

第14回 秋学期のまとめおよび卒論に向けての課題設定

履修上の注意

特別な事情がない限り遅刻・欠席は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

文献講読においては、毎回一人の受講生もしくは一つのグループが

レジュメを作成したうえで報告を行うが、その報告に基づいたディス

カッションでは全員に積極的な参加が求められる。そのため、受講生

各自の綿密な予習が必要とされる。

教科書

課題文献については、授業でコピーを配布する。

参考書

必要に応じて授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70％）と平常点（30％）で評価を行う。

その他
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158_14B21403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ａ 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業は、主として西ヨーロッパ近現代史を対象に、研究文献や史料の読解と議
論、そして受講生の研究発表と全体での議論を中心に進めていく。
西ヨーロッパ近現代史を研究するにあたって必要となる基礎的な手法や知識を身に
つけ、また研究文献を批判的に読解することができるようになることが目標である。
それらを通じて、卒業論文の根幹をなす問題意識を深く考え、先行研究や史料の調
査・読解を通じて卒業論文を執筆する準備を行うことが最終的な到達目標となる。

授業内容

第�回 イントロダクション：受講生の自己紹介（関心のあるテーマ含む）、授業の
進め方

第�回 課題文献の紹介と担当者の決定
第�回 先行研究および史料に関する調査実習
第�回〜第	回 課題文献に関する報告とディスカッション
第
回〜第13回 研究報告とディスカッション
第14回 授業のまとめと期末レポートについて

＊授業内容はおおむねこのとおりであるが、スケジュールについては受講者数に
よって調整する可能性がある。

履修上の注意

特別な事情を除いて遅刻・欠席は認められない。やむを得ない事情で欠席する場合
は、担当教員に事前に連絡すること。自身の報告については、入念な準備と適切な
報告が求められるが、それだけではなく、ほかの受講生の報告についても、主体的・
積極的にディスカッションに参加してほしい。
できるかぎり西洋近代史IAもあわせて受講することを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

自身の報告については、入念に調査・準備を行うこと（レジュメやパワーポイント
のスライドなどプレゼンテーションの用意をして臨むこと）。また、課題文献につい
ては、ディスカッションに積極的に参加できるように、必ず事前に読んでおくこと。
さらに、授業後も文献の内容について、ディスカッションの内容を踏まえて復習し
ておくことが望まれる。

教科書

課題文献については、受講生のテーマ等を考慮して決定する。

参考書

授業内で適宜示していくが、全体に関するものとして以下をあげる。

柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦編『フランス史（世界歴史大系）』�〜�（山川出
版社）。
村岡健次、木畑洋一編『イギリス史（世界歴史大系）』�〜�（山川出版社）。
北原敦編『イタリア史（世界各国史）』新版（山川出版社）。
立石博高編『スペイン・ポルトガル史（世界各国史）』（山川出版社）。
谷川稔、渡辺和行編『近代フランスの歴史：国民国家形成の彼方に』（ミネルヴァ書
房）。
木畑洋一、秋田茂編『近代イギリスの歴史：16世紀から現代まで』（ミネルヴァ書
房）。
北村暁夫、伊藤武編『近代イタリアの歴史：16世紀から現代まで』（ミネルヴァ書
房）。
佐藤彰一、中野隆生編『フランス史研究入門』（山川出版社）。
近藤和彦編『イギリス史研究入門』（山川出版社）。
望田幸男ほか編『西洋近現代史研究入門』第�版（名古屋大学出版会）。
金澤周作監修『論点・西洋史学』（ミネルヴァ書房）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70%）と授業への貢献度（30%）をもとに総合的に評価する。

その他

状況によっては、秋学期に�年生と�年生合同での合宿を行う場合がある。

159_14B21503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ｂ 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業は、主として西ヨーロッパ近現代史を対象に、研究文献や史料の読解と
議論、そして受講生の研究発表と全体での議論を中心に進めていく。
西ヨーロッパ近現代史を研究するにあたって必要となる基礎的な手法や知識を身
につけ、また研究文献を批判的に読解することができるようになることが目標で
ある。それらを通じて、卒業論文の根幹をなす問題意識を深く考え、先行研究や
史料の調査・読解を通じて卒業論文を執筆する準備を行うことが最終的な到達目
標となる。

授業内容

第�回 イントロダクション：秋学期の授業の進め方
第�回 課題文献の紹介と担当者の決定
第�回〜第�回 課題文献に関する報告とディスカッション
第�回〜第13回 研究報告とディスカッション
第14回 授業のまとめと期末レポートについて

＊授業内容はおおむねこのとおりであるが、スケジュールについては受講者数に
よって調整する可能性がある。

履修上の注意

特別な事情を除いて遅刻・欠席は認められない。やむを得ない事情で欠席する場
合は、担当教員に事前に連絡すること。自身の報告については、入念な準備と適
切な報告が求められるが、それだけではなく、ほかの受講生の報告についても、
主体的・積極的にディスカッションに参加してほしい。
できるかぎり西洋近代史IBもあわせて受講することを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

自身の報告については、入念に調査・準備を行うこと（レジュメやパワーポイン
トのスライドなどプレゼンテーションの用意をして臨むこと）。また、課題文献に
ついては、ディスカッションに積極的に参加できるように、必ず事前に読んでお
くこと。さらに、授業後も文献の内容について、ディスカッションの内容を踏ま
えて復習しておくことが望まれる。

教科書

課題文献については、受講生のテーマ等を考慮して決定する。

参考書

授業内で適宜示していくが、全体に関するものとして以下をあげる。

柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦編『フランス史（世界歴史大系）』�〜�（山川
出版社）。
村岡健次、木畑洋一編『イギリス史（世界歴史大系）』�〜�（山川出版社）。
北原敦編『イタリア史（世界各国史）』新版（山川出版社）。
立石博高編『スペイン・ポルトガル史（世界各国史）』（山川出版社）。
谷川稔、渡辺和行編『近代フランスの歴史：国民国家形成の彼方に』（ミネルヴァ
書房）。
木畑洋一、秋田茂編『近代イギリスの歴史：16世紀から現代まで』（ミネルヴァ書
房）。
北村暁夫、伊藤武編『近代イタリアの歴史：16世紀から現代まで』（ミネルヴァ書
房）。
佐藤彰一、中野隆生編『フランス史研究入門』（山川出版社）。
近藤和彦編『イギリス史研究入門』（山川出版社）。
望田幸男ほか編『西洋近現代史研究入門』第�版（名古屋大学出版会）。
金澤周作監修『論点・西洋史学』（ミネルヴァ書房）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70%）と授業への貢献度（30%）をもとに総合的に評価する。

その他

状況によっては、秋学期に�年生と�年生合同での合宿を行う場合がある。
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160_14B21404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ａ 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

世界史のなかで果たしている近世以降のヨーロッパの役割について考え
る。授業は，その地域の本質的な問題を検討するための素材探しをしなが
ら，講読と報告によって進められる。卒業論文を書くための基礎的な作業
を行うこともいまひとつの大きな目標である。

授業内容

多少の変更はあるが，14回の授業はおよそ以下のような構成で進める。
（�）〜（�）導入：授業全体の年間テーマや演習の進め方（個人かグ
ループか),さらには教材・参考書について参加者全員での討論。前期報告
者の決定。同時に,図書館やインターネット検索の方法に関しても実習す
る。
（�）〜（14）講読と報告。講読は,初回の授業で決めた年間テーマに沿っ
た内容の英文・邦文文献の講読を行う。初回の報告は,すでに前年度�月に
提出したレポート「自分の勉強したいテーマ」を基に発表してもらう。自
らの勉強の方針を早めに決めてもらうためである。その際,報告者は内容を
A4版�〜�枚程度に要約してあらかじめ教員に提出する。第�回目の報告
は夏休み前（�月）に集中して行う。

履修上の注意

演習という小人数授業では臆することなく積極的に自分の考えや意見
を述べることが大切である。その際，考え方を鍛えるというためにも,参加
者からの批判に耳を傾け,それに真摯に受け答えする努力が必要である。特
別な理由を除いて遅刻・欠席は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

参加者は、報告に際して、必ず自分の分担分のレジュメ（内容の正確な
要約）やパワー・ポイントを作成し,論文で扱われている事項・史料につい
て詳しく調べること。また講読では担当個所以外にも毎回の予習と復習は
不可欠である（毎日�時間程度）。

教科書

授業時間毎にプリントを配布し,関連文献を紹介したりする。

参考書

ロシア・東欧の近現代史の文献を読むこと。参加者各人が作成する報告
要旨・参考文献一覧も導きの糸となる。以下の文献も参考のこと。

・『史学雑誌−回顧と展望』（毎年�月号）
・中野隆生・中嶋毅共編『文献解題 西洋近現代史�、�、�』南窓社
,2011−2012年

また,他に読んでおくべき参考文献は以下の通り。
・『岩波講座 世界歴史』（全29巻）岩波書店,1998〜2000年
・『岩波講座 世界歴史』（全31巻）岩波書店,1969〜1974年（第�次刊
行),1978〜1980年（第�次刊行）
・『世界歴史大系 イギリス史・アメリカ史・ロシア史・フランス史・ド
イツ史など』（全19巻）山川出版社

すべてを読まなくても,ざっとでも目を通しておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

成績評価の内訳は次のとおりである。グループや個人による講読・報
告・レポートおよび小論文など課題の提出（70％),平常点となる授業への
積極的参加の様子も重要である（30％）。レポートは採点の上,すべて返却
する。

その他

参加者は無断欠席をせず，根気よく取り組み,やる気（「気力」）を示すこ
と。

161_14B21504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ｂ 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ヨーロッパの歴史について, それを記述した歴史書や歴史叙述を考

えながら,その背景となる歴史認識について学ぼうとするものである。

最終的には,現代ヨーロッパにおける歴史学の方向性を理解すること

を目指している。

授業内容

多少の変更はあるが授業は以下の要領で進められる。

（�）授業全体のテーマと進め方，教材・参考書について

（�）〜（�）西洋における時代区分と地域区分

（�）〜（
）西洋における史料と史料批判

（10）〜（14）西洋における歴史認識と歴史叙述

履修上の注意

歴史学についての考え方を鍛えるためにも,批判の心をもって授業

に参加する努力が必要である。質問を大いに歓迎する。特別な理由を

除いて遅刻・欠席は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介する文献は可能な限り読み,現在,歴史学ではどのような

問題が議論されているか考えてもらいたい。

教科書

特定の教科書は指定しない。授業中で配布する資史料や参考文献を

読んでおくこと。

参考書

必要に応じて授業中で紹介するが,とりあえずここでは以下の文献

をあげておく。

・カー,E.H.（清水幾太郎訳）『歴史とは何か』（岩波書店（岩波新書),

1962年）

・ハント，リン（長谷川貴彦訳）『なぜ歴史を学ぶのか』（岩波書店、

2019年）

・遅塚忠躬『史学概論』（東京大学出版会, 2010年）

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

授業への積極性（あるいはレポート）30％,試験70％。

その他

受講者は無断欠席をせず,根気よく取り組み,やる気（「気力」）を示

すこと。
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162_14B21405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ａ 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の作成を目指すために�年生次において西洋古代史に関す
る必要な基礎的素養と専門分野の知識を身につけ，オリジナリティの
ある主題設定のために問題意識を練り上げることを目標にする。とり
わけ，文献収集と資料分析の実践的訓練に重点を置き，学生諸君によ
る発表を中心とした授業を行なっていく。

授業内容

春学期においては，資料収集の具体的な方法の実践経験を課題と
し，グループ単位で，大学図書館やコンソーシアムおよびそれ以外の
研究機関に所蔵されている関連文献の利用と，取得できた資料の整
理・分析を行ない，その成果を発表してもらいます。

スケジュールは以下の通り。
�．イントロダクション（Ａ）：各自の研究テーマ確認
�．図書館ツアー：検索の実践準備作業
�．西洋古代史の文献検索（�）：邦語文献表の作成
�〜	．個人報告（一回目）

．西洋古代史の文献検索（�）：洋書文献表の作成
10〜13．個人報告（二回目）
14．春学期総括：夏季休暇中の個人目標設定
※�年生で演習Ⅱとして履修する場合は、別のプログラムを実施す
る。

履修上の注意

授業はあくまでも成果の発表の場であるので，授業外・教室外での
勉強と学習を徹底的に行なってほしい。とくに図書館の徹底的に利用
することを習慣づけてもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表中心の授業なので、当日までに報告内容を整理し、プリントアウ
トした発表レジュメおよび参考文献一覧表を用意すること。

教科書

使用しない。

参考書

授業で発表の課題図書とする書籍については、授業開始時のイント
ロダクションにおいて解説の上、提示する。
自分の専門分野に必要な参考文献に関しては、図書館およびオンラ
イン検索を徹底的に利用して精力的に収集すること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への取り組み（発表での問題提起）とレポートの内容（記述に
よる問題整理）によって，成績を評価する。試験は行なわない予定。

その他

このシラバスは大学のシラバス作成指針による感染対策レベル7を
前提とする予定計画であり、ここで示した内容や進め方が必ずしも実
際の授業となるわけではありません。変更や修正がある場合は、「シ
ラバスの補足」でおしらせします。
2023年度春学期の具体的な授業プランとシステムについては、�月
下旬段階の感染状況を踏まえて、クラスウェブに掲載しますので、履
修学生は必ず参照してください。

163_14B21505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ｂ 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の作成を目指すために�年生次に西洋古代史に関する必要
な基礎的素養と専門分野の知識を身につけ，オリジナリティのある主
題設定のために問題意識を練り上げることを目標にする。とりわけ，
文献収集と資料分析の実践的訓練に重点を置き，学生諸君による発表
を中心とした授業を行なっていく。

授業内容

秋学期には，各人の関心あるテーマに沿って個人報告を行ない，そ
の合間に古代史の方法論に関する洋書文献の講読を進めていく予定。

スケジュールは以下の通り。

�．イントロダクション（Ｂ）：夏季休暇中の研究成果の確認
�〜�．個人報告（通年三回目）：�年生との合同合宿
�〜11．テキスト購読：前近代史研究の方法論
10〜13．個人報告（通年四回目）
14．秋学期総括：春期休暇中の課題設定
※�年生で演習Ⅱとして履修する場合は、別のプログラムを実施する。

履修上の注意

授業はあくまでも成果の発表の場であるので，授業外・教室外での
勉強と学習を徹底的に行なってほしい。とくに学術論文と洋書の読解
を自分のテーマとしてもらう。
*なお、10月初旬にセミナーハウスを利用した合宿集中授業を行なう

予定（その授業時間分は休講措置をとる）。

準備学習（予習・復習等）の内容

洋書文献の講読に際しては、事前の下調べを怠らないように。

教科書

講読テキストは，秋学期開始時にクラスウェブに掲載する。

参考書

明大図書館だけでなく，他大学や国会図書館などを十分に利用して，
自分に必要な参考文献を収集すること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題への取り組み状況と発表での問題提起の在り方によって，成績
を評価する。試験は行なわない予定。
ただし，出席率が60％に満たない場合は，単位取得不可とする。

その他

例年においては，単位取得率はほぼ90%でした。この授業で自分の卒
論の目標と課題を明確にして，それをクリアするための方法と知識を
身につけてほしいと思います。
秋学期には�年生の卒業論文授業との抱き合わせで，明大厚生施設
を利用してゼミ合宿を実施する。
なお、このシラバスは大学の感染対策が「レベル7」であることを

前提にしています。また、前年12月作成時の計画であり、実際の授業
がすべてこのとおりに行なわれることを保証するものではありません。
授業開始時に一部を変更することもありますが、その場合には「シ

ラバスの補足」でお知らせします。
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164_14B21401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ａ 水 野 博 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この演習は、西欧、中欧、東欧からバルカン半島に至るまで、広い意味でのヨーロッパを検討対象
とし、重要な外国語文献の精読と受講者の発表を組み合わせることで、近現代史研究に必要な理論
的枠組みと実証的な方法論の習得を目標とする。

授業内容

この演習は、西欧、中欧、東欧からバルカン半島に至るまで、広い意味でのヨーロッパを検討対象
とし、主としてヨーロッパ近現代史に関する外国語文献の講読と受講生個人の研究発表とを組み合
わせて進行する予定である。
・文献講読について（�）
外国語文献を中心に精読形式で毎回皆で克明に読み下してもらう。ただし、あらかじめ準備してき
た日本語訳を読み上げるのではなく、原典テキストを見ながら日本語にするという同時通訳方式を
採用する。これにより、正確かつスピーディに外国語文献を読む能力を訓練する。毎回授業の最後
にまとめとして受講生全体でディスカッションする。
文献講読のテーマは福祉、人種、ナショナリズム、移民、国民、記憶などの予定であるが、言語に
よってはドイツ語圏の歴史に関する基礎文献を扱う場合もある。
・受講生個人の研究発表について（補講日などを使って�日ブロックゼミにて実施するか合宿形式
で行う予定）
各自関心のあるテーマに関連する文献についてプレゼンテーションしてもらい、�年次の卒業論文
執筆に向けて準備を進めてもらう。また、文献リストの作成、先行研究の成果に関する調査及び批
判的考察、論証方法を学び、自己のテーマについての学期末の発表またはレポート執筆を必須課題
とする。最終的には卒業論文の序文となるようなレポート作成を目指す。
実際の授業進行については、第�回目の授業で受講生と相談するが、おおむね次のようなスケ
ジュールで授業を進めていく予定である。
【春学期】
第�回 レポート（論文）の書き方、授業の進め方について
第�〜12回 テキスト講読およびディスカッション
第13〜14回 テーマ発表およびまとめ（夏季休暇中のレポート課題について等）

履修上の注意

文献講読ではしっかりした予習が求められる（全員が毎回のレジュメを作ってくること）。また、
個々人のテーマ発表では、担当者が毎回レジュメを作成し、プレゼンテーションしてもらう。それ
と同時に発表者以外の受講生にも、司会進行、コメンテータ、書記などの役割を分担してもらうこ
とがあるので、受講生の主体的な参加が前提の授業である。なお、授業への毎回の出席は必須であ
り、欠席に対してはその分の課題を与える。

準備学習（予習・復習等）の内容

しっかりした準備が求められます。

欧文文献の講読について
〇単語の確認─訳語が文脈に合わせて検討されたかどうか
〇文法事項の確認─きちんとした文章把握ができているか

研究調査について
〇文献調査がしっかりできているか─文献リストの作成を行うこと
〇発表のためのレジュメを作成すること─物語ではなく歴史の論理を考えること─毎回全員必須
〇剽窃などをしないよう、注のためのメモを作成すること

教科書

初回授業で配布します（必ず出席すること）。
Hroch, Miroslav ,"National Movements in the Habsburg and Ottoman Empires," in : John Breuilly
(ed.), The Oxford Handbook of the History of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp.
175-198.
Zimmer, Oliver, "Nationalism in Europe, 1918-45," in : John Breuilly (ed.), The Oxford Handbook of
the History of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 414-434.
このほか、別のテキストを採用することもありうるが、その場合は授業時間中に別途指定する。

参考書

エリック・ホブズボーム『ナショナリズムの歴史と現在』( 浜林 正夫他訳)、大月書店、2001年。
ベネディクト・アンダーソン『定本 想像の共同体─ナショナリズムの起源と流行』(白石隆・白石
さや訳)、書籍工房早山、2007年（増補版NTT出版、1997年）。
アーネスト ゲルナー ,『民族とナショナリズム』 (加藤 節監訳)、岩波書店、2000年。
マーク・マゾワー『暗黒の大陸─ヨーロッパの20世紀』(中田瑞穂・網谷龍介訳)、未来社、2015
年。
水野博子『戦後オーストリアにおける犠牲者ナショナリズム─戦争とナチズムの記憶をめぐって』
ミネルヴァ書房、2020年�月。
小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015年）。
大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門──歴史のラビリンスへの招
待──』（昭和堂、2013年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は、授業への貢献度 (60％)、レポート等の提出物及び発表資料 (40%)で総合的に判断します。

その他

広くヨーロッパ近現代史に関する限り、地域や言語、方法論は問わないが、英語のほかに、各自関
心のある地域の外国語（第二外国語）をさらにブラッシュアップさせて、原典史料にチャレンジで
きるくらいの運用能力を鍛えてもらいたい。

授業改善アンケートの結果に基づき、取り上げる課題を自らの身近な問題と関わらせて理解するこ
とを促すため、グループワークや、（よい機会があれば）歴史に関わるドキュメンタリー映画等の
上映作品をゼミ単位で鑑賞するなどして、 学生同士で議論できる場を設けるように努める。

授業は対面方式で行う予定である。ただし、新型コロナウィルス感染状況次第では、オンラインに
よる授業形式になることもありうる。

165_14B21501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（西洋史）Ｂ 水 野 博 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この演習は、西欧、中欧、東欧からバルカン半島に至るまで、広い意味でのヨーロッパを検討対象と
し、重要な外国語文献の精読と受講者の発表を組み合わせることで、近現代史研究に必要な理論的枠
組みと実証的な方法論の習得を目標とする。

授業内容

この演習は、西欧、中欧、東欧からバルカン半島に至るまで、広い意味でのヨーロッパを検討対象と
し、主としてヨーロッパ近現代史に関する外国語文献の講読と受講生個人の研究発表とを組み合わせ
て進行する予定である。
・文献講読について（�）
外国語文献を中心に精読形式で毎回皆で克明に読み下してもらう。ただし、あらかじめ準備してきた
日本語訳を読み上げるのではなく、原典テキストを見ながら日本語にするという同時通訳方式を採用
する。これにより、正確かつスピーディに外国語文献を読む能力を訓練する。毎回授業の最後にまと
めとして受講生全体でディスカッションする。
文献講読のテーマは福祉、人種、ナショナリズム、移民、国民、記憶などの予定であるが、言語に
よってはドイツ語圏の歴史に関する基礎文献を扱う場合もある。
・受講生個人の研究発表について（補講日などを使って�日ブロックゼミにて実施するか合宿形式で
行う予定）
各自関心のあるテーマに関連する文献についてプレゼンテーションしてもらい、�年次の卒業論文執
筆に向けて準備を進めてもらう。また、文献リストの作成、先行研究の成果に関する調査及び批判的
考察、論証方法を学び、自己のテーマについての学期末の発表またはレポート執筆を必須課題とす
る。最終的には卒業論文の序文となるようなレポート作成を目指す。

実際の授業進行については、第�回目の授業で受講生と相談するが、おおむね次のようなスケジュー
ルで授業を進めていく予定である。
【秋学期】
第�回 授業の進め方、テーマに関する勉強の方法について
第�〜12回 テキスト講読およびディスカッション
第13〜14回 テーマ発表およびまとめ（夏季休暇中のレポート課題について等）

履修上の注意

文献講読ではしっかりした予習が求められる（全員が毎回のレジュメを作ってくること）。また、
個々人のテーマ発表では、担当者が毎回レジュメを作成し、プレゼンテーションしてもらう。それと
同時に発表者以外の受講生にも、司会進行、コメンテータ、書記などの役割を分担してもらうことが
あるので、受講生の主体的な参加が前提の授業である。なお、授業への毎回の出席は必須であり、欠
席に対してはその分の課題を与える。

準備学習（予習・復習等）の内容

しっかりした準備が求められます。

欧文文献の講読について
〇単語の確認─訳語が文脈に合わせて検討されたかどうか
〇文法事項の確認─きちんとした文章把握ができているか

研究調査について
〇文献調査がしっかりできているか─文献リストの作成を行うこと
〇発表のためのレジュメを作成すること─物語ではなく歴史の論理を考えること─毎回全員必須
〇剽窃などをしないよう、注のためのメモを作成すること

教科書

初回授業で配布します（必ず出席すること）。
Hroch,Miroslav ,"National Movements in the Habsburg and Ottoman Empires," in : John Breuilly (ed.),
The Oxford Handbook of the History of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 175-198.
Zimmer, Oliver, "Nationalism in Europe, 1918-45," in : John Breuilly (ed.), The Oxford Handbook of the
History of Nationalism, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 414-434.
このほか、別のテキストを採用することもありうるが、その場合は授業時間中に別途指定する。

参考書

エリック・ホブズボーム『ナショナリズムの歴史と現在』( 浜林 正夫他訳)、大月書店、2001年。
ベネディクト・アンダーソン『定本 想像の共同体─ナショナリズムの起源と流行』(白石隆・白石さ
や訳)、書籍工房早山、2007年（増補版NTT出版、1997年）。
アーネスト ゲルナー ,『民族とナショナリズム』 (加藤 節監訳)、岩波書店、2000年。
マーク・マゾワー『暗黒の大陸─ヨーロッパの20世紀』(中田瑞穂・網谷龍介訳)、未来社、2015年。
水野博子『戦後オーストリアにおける犠牲者ナショナリズム─戦争とナチズムの記憶をめぐって』ミ
ネルヴァ書房、2020年�月。
小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015年）。
大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門──歴史のラビリンスへの招待
──』（昭和堂、2013年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は、授業への貢献度 (60％)、レポート等の提出物及び発表資料 (40%)で総合的に判断します。

その他

広くヨーロッパ近現代史に関する限り、地域や言語、方法論は問わないが、英語のほかに、各自関心
のある地域の外国語（第二外国語）をさらにブラッシュアップさせて、原典史料にチャレンジできる
くらいの運用能力を鍛えてもらいたい。

授業改善アンケートの結果に基づき、取り上げる課題を自らの身近な問題と関わらせて理解すること
を促すため、グループワークや、（よい機会があれば）歴史に関わるドキュメンタリー映画等の上映
作品をゼミ単位で鑑賞するなどして、 学生同士で議論できる場を設けるように努める。

授業は対面方式で行う予定である。ただし、新型コロナウィルス感染状況次第では、オンラインによ
る授業形式になることもありうる。
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168_14B31401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ（考古学）Ａ 考古学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�，�年次の「考古学概論」，「基礎演習」，「考古学研究法」でマス
ターした知識，理解を自分で深めてゆく。特に翌年次の卒業論文作成
の前提作業として，テーマの選定とそのテーマに関する研究史を学習
する。

授業内容

長崎・阿部・石川・佐々木・若狭の�名が担当し，各学生の関心
と，各担当教員の研究の中心となる時代の両方を勘案した上で，最初
の時間にクラス分けを行う。各教員の今年度のおおよその担当は次の
通り。旧石器時代・長崎藤山、縄文時代・設楽、弥生時代・石川、古
墳時代・若狭、佐々木：古墳時代以降。.
春学期は�つのセミナー共通で，日本と近隣諸地域の考古学に関す

る知識・理解を深めるため，日本語の基本文献を，復習の意味も兼ね
て一通りマスターする。その過程で，日本考古学の基礎，具体的な研
究法（資料操作）を学び，自分で研究する能力を養う。そして，各自
が卒論で取り組みたいテーマを見つけられるよう努力する。
各セミナーでは，受講生を数名ごとの班に分けて，毎週各班が課題

文献を学史の中に位置づけながら，その内容をクラスメートにわかり
やすいように発表する。各セミナーの毎週の課題文献は，受講生の関
心に応じて毎年変わるので，クラス分けの後，Oh-o!Meijiクラスウェ
ブに�月10日までに公開する。

履修上の注意

自分が発表を担当しない週でも学習を怠らず，積極的に議論に参加
すること。また，教員が他の受講生に対して助言しているときも，そ
れは自分にとってもプラスになるので，しっかり聞いておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表を担当する班は、それに向けた準備は当然であるが、発表を担
当しない班のメンバーも、積極的に議論に参加できるよう、課題論文
を精読しておくこと。

教科書

毎週数多くの文献を取り上げる。各セミナーで毎年変わるので，詳
細はクラス分けの後，Oh-o!Meijiクラスウェブに�月10日までに公開
する。

参考書

毎週数多くの文献を取り上げる。各セミナーで毎年変わるので，詳
細はクラス分けの後，Oh-o!Meijiクラスウェブに�月10日までに公開
する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表の際のレジメ50%，積極的な議論への参加20%，レポート30%
に基づく。

その他

169_14B31501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ（考古学）Ｂ 考古学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�，�年次の「考古学概論」，「基礎演習」，「考古学研究法」でマス

ターした知識，理解を自分で深めてゆく。特に翌年次の卒業論文作成

の前提作業として，テーマの選定とそのテーマに関する研究史を学習

する。

授業内容

秋学期は，個々の学生が毎週自分の選んだ研究テーマの内容を発表

する。発表者はA4判�〜�枚のレジメを準備する。その過程で，日

本考古学の基礎，具体的な研究法（資料操作）を学び，自分で研究す

る能力を養う。そして，各自が卒論で取り組みたいテーマを見つけら

れるよう努力する。秋学期末には，各自が選んだテーマの「研究史と

問題の所在」という課題で400字詰め原稿用紙25枚前後のレポートを

提出する。このレポートが卒論執筆に活用できるよう，真剣に取り組

む。なお，春学期末または秋学期初めに10枚前後のレポートが課せら

れる場合もある。

なお、発表の順番など細かいスケジュールは10月上旬までにOh-o!

Meijiシステムにアップロード予定である。

履修上の注意

自分が発表を担当しない週でも学習を怠らず，積極的に議論に参加

すること。また，教員が他の受講生に対して助言しているときも，そ

れは自分にとってもプラスになるので，しっかり聞いておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の事前準備に十分時間と労力をかけること。また、クラスメー

トの発表にコメントできるよう、幅広く勉強するよう、心がけるこ

と。

教科書

毎週数多くの文献を取り上げる。

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表の際のレジメ30%，積極的な議論への参加20%，レポート50%

に基づく。

その他
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170_14B41602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ａ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この演習では、専門書の講読と調査準備の二つを行う。まずは現在起
きている社会的・文化的な変化について考えるための文献を読み、議
論する。次に、夏休みの調査のための準備を行う。一つのテーマにつ
いて�、�の課題設定を行い、グループに分かれて調査を行う。必要
な文献調査を行い、夏季休暇中の調査のための準備をすませることを
到達目標とする。

授業内容

�．自己紹介・調査日程の確定・発表担当
�．現代の社会・文化を地理学的にどう読むか
�．文献発表�（授業�回につき二人発表）
�．文献発表�
�．文献発表�
�．文献発表�
�．文献発表�
	．調査地の選定

．文献サーヴェイを通じた調査内容の確定
10．訪問策の確定・アポイントを取る
11．グループごとの事前発表� 先行研究の整理
12．グループごとの事前発表� リサーチ・クエスチョンの確定
13．グループごとの事前発表� 基礎データの収集・加工
14．春学期のまとめ・調査の詳細確認と秋学期の方針決定

履修上の注意

特になし

準備学習（予習・復習等）の内容

文献発表については、関連の研究書を読むこと。調査準備は発表機会
に関わらず進めることが必要になる。

教科書

平井太郎・松尾浩一郎・山口恵子2022『地域・都市の社会学』有斐閣
植上一希・伊藤亜希子2018『日常のなかの「フツー」を問いなおす─
現代社会の差別・抑圧』法律文化社

出版状況によって変更する可能性もあるので、授業開始時に用意する
必要はありません。

参考書

授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）と課題（60％）で評価する。授業にいなければ意味が
ないので、�回以上欠席した場合、評価の対象としない。（15分以上
の遅刻は欠席扱いとする。）

その他

171_14B41702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ｂ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

夏季休暇中に行った調査について、12月の発表に向けた準備及び追加

調査を行うとともに、分担して報告書の執筆を行う。また来年執筆予

定の卒業論文の準備を始める。

授業内容

�．調査結果報告と課題の洗い出し・グループ調査の方針決定

�．報告書の作成� 調査結果をまとめる

�．報告書の作成� 調査結果を図表で示す

�．報告書の作成� 全体像をシェアする

�．報告書の作成� 報告書の全体像を整理する

�．報告書の作成� 報告書の中間完成

�．卒論のために� テーマを考える

	．卒論のために� 文献サーヴェイ


．卒論のために� リサーチ・クエスチョンを作る

10．報告会準備�

11．報告会準備�

12．最終的な報告書の完成（報告会での批判を受けて）

13．卒論のために� 仮目次を作る

14．秋学期のまとめ・卒論執筆日程など

履修上の注意

特になし

準備学習（予習・復習等）の内容

12月の発表に向けて、しっかりと準備を進めること。報告書の執筆が

なおざりになりがちなので、そこまでが授業の範囲であることをしっ

かり意識すること。

教科書

特になし。

参考書

授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）と課題（60％）で評価する。授業にいなければ意味が

ないので、�回以上欠席した場合、評価の対象としない。（15分以上

の遅刻は欠席扱いとする。）

その他
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172_14B41605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ａ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業は自然地理学の特に気候と植生を中心課題とする演習科目である。演習
に参加する個々のメンバーが抱く自然観・環境観を出発点に，特定の「地域」に
展開する気候や植生分布および気候条件を反映するさまざまな景観などの特性に
多角的に取り組む能力の開発を目標とする。その際，既存の膨大な情報からエッ
センスを抽出するだけでなく，自らの「頭脳と眼と足」を使って新しい情報を作
りだすことを具体的な目的とする。共通の学問的基盤は「自然地理学」とし，各
メンバーの興味に合った「道具」としての地形学，気候学，植生学，水文学など
を，少なくとも一つの「得意技」として身につけることを日常の学習内容とした
い。

授業内容

個々のメンバーの学問的立場を正確に表明するプレゼンテーションと，実力を
養成する場である「地理学実習III」の共同研究の立案・準備を行う。夏休みの後
半には正味�日の現地共同調査を行い，「演習B」の前半でそのとりまとめを共同
作業として行う。
�）演習の運営方針の説明，メンバー自己紹介，日程調整
�）「私が学びたいこと（個人プレゼンその�）」
�）「私が学びたいこと（個人プレゼンその�）」
�）共通の教材としての文献を配布し「輪読」分担を決める
�）文献輪読（�回目）
�）文献輪読（�回目）
�）共同研究地域の検討
	）「共同研究における私の貢献（個人プレゼンその�）」

）「共同研究における私の貢献（個人プレゼンその�）」
10）「共同研究における私の貢献（個人プレゼンその�）」
11）共同研究事前調査報告（グループ・プレゼンその�）
12）共同研究事前調査報告（グループ・プレゼンその�）
13）共同研究事前調査報告（グループ・プレゼンその�）
14）野外調査実習の準備

履修上の注意

地理学における地域調査研究を企画し全員で実行するため，�日間相当の地理
学実習（野外調査）を実施する。この実習に出席しない者は演習での学習活動に
事実上参加できないので注意すること。演習Ⅰ（�年次）と演習Ⅱ（�年次）を
合同で実施するが，演習Ⅱとして履修する場合は，演習Ⅰを履修済みであること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業のおよそ半分が夏の共同研究に関する内容となるが，授業時間以外の調整
が必要となるので企画実施してもらいたい。なお，個別の口頭発表（プレゼン
テーション）の内容は，演習で他の履修者や担当教員から得たコメントへの対応
を加味して，原則として次の週までにレポートにまとめて担当教員に提出する。

教科書

使用しない。

参考書

「景観の分析と保護のための地生態学入門」，横山秀司(編著)，古今書院，（図書
館で閲覧し，自分に合ったアプローチの部分を熟読すること）
このほか，メンバーの興味分野に関する重要文献を個別に指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

口頭発表（レジュメおよび事後レポートを含む）60%，演習での討論などの授業
貢献度40％の割合で評価するが，これには夏の共同調査実習の準備を含むものと
する。夏の実習が中心課題となるので，これに参加すること（実習に出席しレ
ポートを提出して合格すること）を成績評価の前提条件とする。また，授業の欠
席は�回につき10点の減点とし，理由によらず�回以上欠席した場合の成績はFと
する。

その他

173_14B41705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ｂ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演習に参加する個々のメンバーが抱く自然観・環境観を出発点に，特定の
「地域」に展開する気候や植生分布および気候条件を反映するさまざまな景
観などの特性に多角的に取り組む能力の開発を目標とする。その際，既存の
膨大な情報からエッセンスを抽出するだけでなく，自らの「頭脳と眼と足」
を使って新しい情報を作りだすことを具体的な目的とする。共通の学問的基
盤は「自然地理学」とし，各メンバーの興味に合った「道具」としての地形
学，気候学，植生学，水文学などを，少なくとも一つの「得意技」として身
につけることを日常の学習内容としたい。

授業内容

前半は夏休みに実施した現地共同調査のとりまとめを共同作業として行
う。後半は，卒業論文の研究を想定した「個人テーマ」によるプレゼンテー
ションを行い，学期末までに「卒業研究予備論文」としてレポートを作成す
る。また，夏の共同研究の成果は，12月に開催する公開報告会で発表し，質
疑応答を経て修正したのち，年度末に「演習報告書」として印刷刊行する。
�）共同研究の現地調査速報，日程調整
�）現地調査詳細報告（その�）
�）現地調査詳細報告（その�）
�）現地調査詳細報告（その�）
�）公開報告会プレゼン方針の討議
�）第�回「演習報告書」編集会議（執筆分担等の確定）
�）個人テーマの事前学習指導とプレゼンの条件提示
	）公開報告会プレゼンの準備

）公開報告会プレゼンの予行演習
10）第�回「演習報告書」編集会議
11）個人テーマ報告（その�）
12）個人テーマ報告（その�）
13）個人テーマ報告（その�）
14）卒論を展望に入れた自然地理学調査の全般的指導

履修上の注意

地理学における地域調査研究を企画し全員で実行するため，�日間相当の
地理学実習（野外調査）を実施する。この実習に出席しない者は演習での学
習活動に事実上参加できないので注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

口頭での報告内容は，原則として次の週までにレポートとして担当教員に提
出する。

教科書

使用しない。

参考書

報告書の執筆にあたっては，「論文の書き方」の解説書が多数出版されて
いるので，早めに数冊購入して通読しておくとよい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

口頭発表（レジュメおよび事後レポートを含む）60%，毎回の討論などの
授業貢献度40％の割合で評価するが，これには夏の共同調査実習のとりまと
めを含むものとする。また，授業の欠席は�回につき10点の減点とし，理由
によらず�回以上欠席した場合の成績はFとする。

その他
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174_14B41601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ａ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

広く文化地理学に関わる問題を検討していく。春学期は，まず「文
化」というものが何を指すのか，それと地理学がどう連関するのか，
そして「文化なるもの」と「地理なるもの」がどのような契機で相互
に作用し合っているかについて，文献を読みながら具体的に事例から
学びつつ，夏期の現地調査の準備を行う。

授業内容

＜春学期＞
� 授業内容の説明，日程調整

�〜� 基礎文献の紹介（�回目）
�〜� 夏期現地調査のテーマおよび調査地選定
	〜10 調査地関連ないしは調査テーマ関連の文献紹介（�回目）
11〜14 夏期現地調査の事前準備

履修上の注意

演習は皆出席を基本とし，授業への参加態度も極めて重視する。大
幅な遅刻は欠席と見なすので要注意。
各発表に対してコメントや質問を常に行うよう心がけること。
つまり，発表をすること，発表を聞くこと，質問をすること，これ
ら全般への関与の具合を総合判断する。
欠席は至当な理由があれば�回まで認めるが，それ以上は進度に支
障が生じるので認められない。

�泊�日の夏期現地調査には必ず出席すること。欠席した場合は秋
学期の作業が何もできないことになるので単位を与えることはできな
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回各自に与えられる課題をこなして，次回のゼミに臨むこと。
他人に頼ることのないよう，必ず各自で行うこと。
また必要があれば授業の前後にゼミ院同士で相談しておくこと。
授業時に相談時間はないことに留意すること。

教科書

『ジオ・パルNEO（第�版）』，野間晴雄ほか編，2017年（海青社）

参考書

適宜指示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）+レポート・プレゼン内容（40％）+α（20％）によ
る。
αはクラスでの積極的な姿勢を指す。
平常点とは毎回の課題達成度を積算したものをいう。
「履修の注意点」を参照のこと。特別な理由のない欠席は減点対象
となるので注意すること。

その他

175_14B41701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ｂ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

広く文化地理学に関わる問題を検討していく。春学期に引き続き秋

学期は夏期調査の報告書を作成し，その後，卒業論文に向けて各自の

関心を絞っていく。

授業内容

＜秋学期＞

�〜� 夏期調査の成果報告（各班�回ずつ）

�〜11 報告書作成作業（レポート推敲作業），並行して報告会の準

備

12〜14 卒論テーマ関連の文献紹介

履修上の注意

演習は皆出席を基本とし，授業への参加態度も極めて重視する。遅

刻は厳に慎むこと。大幅な遅刻は欠席扱いとする。

発表をすることのみならず，発表を聞くこと，質問をすること，これ

ら全般への関与の具合を総合判断する。

欠席については正当な理由があれば�回まで認める。それ以上は進

度に支障が生じるため認められない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回生じる課題を必ずこなしてからゼミに出席すること。

ゼミ生で相談すべきこと，また行わねばならない共同作業について

は，ゼミの時間の前後に行うこと。

授業時にその時間は設けないので，このことによく留意すること。

教科書

『ジオ・パルNEO（第�版）』，野間晴雄ほか編，2017年（海青社）

参考書

適宜指示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）+レポート・プレゼン内容（40％）+α（20％）に

よる。

αはクラスでの積極的な姿勢を指す。

平常点とは，毎回の課題達成度を積算したものをいう。

「履修上の注意」を参照のこと。特別の理由のない欠席は減点対象

となるので注意すること。

その他
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176_14B41604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ａ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

都市地理学に関連するテーマについて，自分たちでテーマを設定し，調査を企画・
実施し，結果を分析し，報告書を作成する。こうした一連の作業を行うことによって，
地理学研究の過程を学ぶとともに，問題意識を深める。
春学期は，まず，教科書および指定された文献をもとに調査の方法や資料の利用に
ついて学ぶとともに，問題関心を深める（第�回〜第�回）。ついで，夏期休暇中に実
施される現地調査に向けてテーマを選定し（第�回），それに関連する文献を調べて報
告するとともに，関連資料の分析を行う（第	回〜第14回）。なお，春学期試験終了後
に�週間程度の集中ゼミを行い，これまでの準備作業を総括するとともに，現地調査
の企画をたてる。

授業内容

第�回 ガイダンス
第�回 文献報告（その�）
第�回 文献報告（その�）
第�回 文献報告（その�）
第�回 文献報告（その�）
第�回 文献報告（その�）
第�回 テーマ選定
第
回 資料分析（その�）
第10回 資料分析（その�）
第11回 資料分析（その�）
第12回 資料分析（その�）
第13回 資料分析（その�）
第14回 資料分析（その�）

履修上の注意

ゼミは通常の講義とは異なり，自分たちで主体的に作り上げていくものであるので，
�年間ゼミにかなりの時間を拘束されることを覚悟されたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時間が不足気味なので，前の時間は空けておくことが望ましい。また，春学期試
験終了後（	月初旬）および夏休み後半（
月初旬）にそれぞれ�週間程度の集中ゼ
ミを学内で行う。なお，演習Ⅱの履修者は集中ゼミへの参加を免除する。

教科書

後日指定する。

参考書

これまでの実習テーマは下記の通り。
�「相模原市の研究」／�「余暇時間におけるスポーツ活動−新宿スポーツセンター
を事例として」／�「都市における農地の意義−三鷹市新川地区を事例として」／�
「三軒茶屋の都市再開発」／�「近郊住宅地のコミュニティ−中野区上鷺宮地区を事例
に」／�「計画都市の現実と課題−30年目の多摩ニュータウン」／�「現代型商店街
自由が丘−そのイメージと現状」／	「変貌する街秋葉原」／
「東京こだわりの街
−劇場論からみた街の魅力」／10「新旧の街 佃・月島」／11「京島・向島のまちづ
くり−行政・住民・市民のパートナーシップ」／12「隣の外国人−国際化する団地」
／13「神田神保町の昔・今・未来」／14「ゼロからの豊洲−湾岸タワーマンションに
住む人々」／15「北千住の商業−それでも街は変わっている」／16「メディアが創る
都市空間─オタクの街秋葉原 若者の街下北沢」／17「上野の魅力 再発見−新旧・聖
俗・官民が混在する街」／18「変わる人生のエンディング−首都圏における葬儀と埋
葬の在り方」／19「台東ルネサンス−台東区製造業における高付加価値化戦略」／20
「大田区蒲田の住宅地化−町工場の街からマンションの街へ」／21「新たな風吹く清澄
白河」／22「まちを磨く・まちを活かす−神田淡路町・中野・二子玉川のエリアマネ
ジメント」／23「東京のゲストハウス−東日本橋・蔵前を事例に」／24「はたらくを
オフィスから解放する−東京のコワーキングスペース」／25「産む・育てる・支える
−少子化時代の子育て格差」／26「くつろぐ まちなか池袋−変貌する公共空間のあり
方」／27「新たな魅力の作られ方−錯綜する街下北沢」

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への主体的な参加を最重視し，�回以上の無断欠席は評価の対象としない。

その他

177_14B41704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ｂ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

都市地理学に関連するテーマについて，自分たちでテーマを設定し，
調査を企画・実施し，結果を分析し，報告書を作成する。こうした一連
の作業を行うことによって，地理学研究の過程を学ぶとともに，問題意
識を深める。
夏季休暇期間中，
月初旬に再度�週間の集中ゼミを行って現地調査
の細部を詰め，
月中旬に調査を実施する。現地調査は遠隔地における
合宿型の調査ではなく，繰り返し現地に足を運ぶことができるよう，調
査地は東京もしくはその近郊を原則とする。
秋学期は，分担して調査結果の分析にあたり（第�回〜第
回），11

月下旬週末の集中ゼミを経て，駿台地理談話会（12月中旬）での発表に
向けた準備（第10回〜第12回），報告書の作成に向けた準備（第13回〜
第14回）をする。

授業内容

第�回 調査結果の分析（その�）
第�回 調査結果の分析（その�）
第�回 調査結果の分析（その�）
第�回 調査結果の分析（その�）
第�回 調査結果の分析（その�）
第�回 調査結果の分析（その�）
第�回 調査結果の分析（その�）
第	回 調査結果の分析（その	）
第
回 調査結果の分析（その
）
第10回 談話会報告の準備（その�）
第11回 談話会報告の準備（その�）
第12回 談話会報告の準備（その�）
第13回 報告書作成の準備（その�）
第14回 報告書作成の準備（その�）

履修上の注意

ゼミは通常の講義とは異なり，自分たちで主体的に作り上げていくもの
であるので，�年間ゼミにかなりの時間を拘束されることを覚悟された
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時間が不足気味なので，前の時間は空けておくことが望ましい。ま
た，秋学期開始前の
月初旬，�週間程度の集中ゼミを行うとともに，
11月下旬の週末に再度集中ゼミを行う。なお，演習Ⅱの履修者は集中ゼ
ミへの参加を免除する。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への主体的な参加を最重視し，�回以上の無断欠席は評価の対象と
しない。

その他
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178_14B41606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ａ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

自然地理学のうち特に地形学・地生態学に関連する内容について，履
修者が主体的に研究テーマを設定し，調査の立案・実施，データ分析
（野外調査・室内分析），報告までをおこない，地理学研究の方法を習
得する。特に春学期の演習では，自分の興味・関心に沿って既往研究
をレビューし，調査内容の学術的意義や調査方法の妥当性を検討した
上で，現地調査を企画する。野外調査のみならず，必要に応じてGIS
（地理情報システム）解析や空中写真判読などの室内作業も取り入れ
て，複数のデータから研究対象地域の自然を多角的に捉えられるよう
な研究を企画立案することを目標とする。

授業内容

第�回 ガイダンス・自己紹介（自然地理学のうち関心のある分野に
ついて）

第�回 調査テーマの決定（個人発表）・輪読教材の決定
第�回 文献輪読�（個人発表）
第�回 文献輪読�（個人発表）
第�回 文献輪読�（個人発表）
第�回 調査地決定，グループ決定
第�回 調査地の情報収集と紹介（個人発表）
第	回 調査内容の方針発表（グループ発表）
第
回 調査内容に関する文献レビュー�（グループ発表）
第10回 調査内容に関する文献レビュー�（グループ発表）
第11回 調査内容に関する文献レビュー�（グループ発表）
第12回 調査方法の方針発表（グループ発表）
第13回 現地調査の準備・練習�
第14回 現地調査の準備・練習�

履修上の注意

夏休み後半に実施する�日間程度の野外実習への参加が必須である。
また，現地調査の事前練習として，日帰りの野外実習を複数回実施す
る可能性がある。作業の進捗状況によっては，サブゼミなど追加で議
論の場を設けることもある。

準備学習（予習・復習等）の内容

研究・調査の企画立案を主体的におこなうことを重視する演習のた
め，それらの準備のために授業時間以外でもかなりの時間の確保が必
要となる。

教科書

輪読用の教科書は授業内で連絡する。

参考書

授業内で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での発表50％，授業への参加・貢献度（議論への参加，課題へ取
り組む姿勢など）50％。課せられた個人発表・グループ発表の全てに
取り組むことで，評価の対象となる。

その他

179_14B41706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ｂ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

自然地理学のうち特に地形学・地生態学に関連する内容について，履
修者が主体的に研究テーマを設定し，調査の立案・実施，データ分析
（野外調査・室内分析），報告までをおこない，地理学研究の方法を習
得する。特に秋学期の演習では，取得したデータの分析・表現方法を
学ぶとともに，データに基づく議論の展開，複数のデータから多角的
に自然を捉える地理学的なものの見方ができることを目標とする。さ
らに，一連の調査研究の振り返りを踏まえて，次年度の卒業研究に向
けて準備を始める。

授業内容

第�回 ガイダンス，調査データの整理
第�回 調査報告�（レジュメ作成・発表）
第�回 調査報告�（レジュメ作成・発表）
第�回 調査報告�（レジュメ作成・発表）
第�回 報告会の方針決定・報告書分担決定
第�回 報告書作成�（全体の構成）
第�回 報告書作成�（議論の妥当性の確認）
第	回 報告書作成�（初稿完成）
第
回 報告会準備
第10回 報告会練習
第11回 研究調査の振り返り
第12回 報告書作成�（報告会での指摘を受けての見直し），卒業研

究に向けたガイダンス
第13回 卒業研究のテーマ決定に向けた発表�
第14回 卒業研究のテーマ決定に向けた発表�

履修上の注意

作業の進捗状況によっては，サブゼミなど追加で議論の場を設けるこ
ともある。

準備学習（予習・復習等）の内容

データ解析，発表準備，報告書の作成作業は全て授業時間外でおこな
うため，かなりの時間の確保が必要となる。十分に準備して授業に臨
むこと。

教科書

特に定めない

参考書

授業内で適宜紹介する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での発表・報告書の完成度50％，授業への参加・貢献度（議論
への参加，課題へ取り組む姿勢など）50％。課せられた全ての課題に
取り組むことで，評価の対象となる。

その他

─ 93 ─



180_14B41603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ａ 松 橋 公 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「産業の立地・立地適応，地域経済発展」をテーマに関連するテキストと論文を
輪読・学習する．卒業論文作成準備の基礎学習として，夏休みの現地調査研究
（地理学実習）の「企画」から「実施」，「報告書作成」までを演習生の主体性と自
主性に基づいて進める．
経済地理学と地域経済発展の基礎的理解と卒業研究のための基本的学修を目標

とする．

授業内容

演習の内容は，イントロダクションを除くと，次の�つのセクションからなり，
下記の日程で実施することを原則とする．（�）の卒論準備は各自�回，成果を報
告してもらう．

（�）第�週：イントロダクション（ゼミのねらいとスケジュール・担当調整，必
ず出席のこと）

（�）第�，�，�，
，11，14週：文献学習：上記目的におけるテーマに関して，
テキスト・関連論文の輪読を通して学習する．今年度は下記の文献を輪読し，
それを検討する形式で進める．その際，テキストとは別に，それぞれのテー
マやその問題点に関する従来の研究の成果と課題を整理してもらうことがあ
る．また，下記の�との関連を意識して学習に取り組んでくれることを期待
する．

（�）第�，�，	，10，13週：現地調査研究：夏休み前については現地調査研究
の実施までの事前学習，企画，現地との調整，調査の実施である．テーマに
ついては，基本的に演習生との話し合いで決めるつもりである．夏休み後は，
現地調査研究のまとめを執筆してもらい，現地調査研究の報告書を作成して
もらうので，そのつもりで主体的に取り組んでほしい．

（�）第�，12週：卒業研究の準備：各自の研究テーマに関する構想を報告しても
らい，構想を実現性の高い計画へと昇華させるべく，テーマに関係する基本
的文献を学習する．夏休みに文献を調査し，夏休み終了後に文献表を提出し
てもらうので，そのつもりで主体的取り組むことを望む．

履修上の注意

盛りだくさんの内容で，課題も多い．これに付き合える余裕と意欲のある学生
を求める．近年のゼミの低調さを打開すべく，ゼミでの発言など積極的な関わり
方を義務づける．各回に使用する文献に関する事前のレジュメ提出を必須とする．
課題が多いので，サブゼミを自主的にやってもらう

準備学習（予習・復習等）の内容

ゼミの文献学習の準備および事後の学習，夏季休暇中の地理学実習Ⅲ（現地調
査研究）の準備など 課題が多いので，サブゼミを自主的にやってもらう．

教科書

伊藤達也・小田宏信・加藤幸治編著（2020）『経済地理学への招待』ミネルヴァ書
房．

参考書

特定の参考書は使用しない．上記の�セクションに関連する文献リストを演習
時に配布する．各回に使用する文献に関するレジュメ，作業課題などについては
事前の提出を必須とする．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習における発表や発言などによる討論への関わり方（50％），実習への関わり
方（30％），課題提出状況（20％）などを総合して評価する．

その他

181_14B41703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演習Ⅰ/Ⅱ（地理学）Ｂ 松 橋 公 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3/4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「産業の立地・立地適応，地域経済発展」をテーマに関連する論文とテキス
トを輪読・学習する．卒業論文作成準備の基礎学習として，夏休みの現地調
査研究（地理学実習）の「報告書」を演習生の主体性と自主性に基づいて作
成して，論文の執筆過程について修得してもらう．各自の卒業研究テーマに
関する基本的文献を調査・学習し，卒業研究の準備を進めてもらう．
経済地理学と地域経済発展の基本的論点と，卒業研究の基礎作業に関する

習得を目標とする．

授業内容

演習の内容は，イントロダクションを除くと，次の�つのセクションから
なり，下記の日程で実施することを原則とする．（�）の卒論準備は各自�
回，成果を報告してもらう．

（�）第�週：イントロダクション（卒業研究の導入とスケジュール・担当調
整．必ず出席のこと）

（�）第�，�，�，
，11，14週：文献学習：上記の目的におけるテーマに
関して，テキスト・関連論文の輪読を通して学習する．今年度は下記の
文献を輪読し，それを検討する形式で進める．その際，テキストとは別
に，それぞれのテーマやその問題点に関する従来の研究の成果と課題を
整理してもらうことがある．また，下記の（�）との関連を意識して学
習に取り組んでくれることを期待する．

（�）第�，�，	，10，13週：現地調査研究：現地調査研究のまとめについ
て，各担当の原稿を執筆してもらう．最終的には，現地調査研究の報告
書を作成してもらう．

（�）第�，12週：卒業研究の準備：夏休み明けに，各自の研究テーマに関す
る文献リスト提出してもらい，これに基づいて文献学習を進め，レポー
トにまとめてもらう．

履修上の注意

盛りだくさんの内容で，課題も多い．これに付き合える余裕と意欲のある
学生を求める．近年のゼミの低調さを打開すべく，ゼミでの発言など積極的
な関わり方を義務づける．各回に使用する文献に関する事前のレジュメ提出
を必須とする．

準備学習（予習・復習等）の内容

ゼミの文献学習の準備および事後の学習，夏季休暇中の地理学実習Ⅲ（現
地調査研究）に関する報告書のまとめなど 課題が多いので，サブゼミを自
主的にやってもらう．

教科書

伊藤達也・小田宏信・加藤幸治編著（2020）『経済地理学への招待』ミネル
ヴァ書房．

参考書

特定の参考書は使用しない．上記の�セクションに関連する文献リストを
演習時に配布する．各自の卒業研究に関係する文献については最初の演習時
に文献リストを提出してもらう．どのようなスケジュールで読み進めるかを
相談によって，決めたい．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習における発表や発言などによる討論への関わり方（50％），実習・報告
書作成への関わり方（30％）課題提出状況（20％）などを総合して評価する．

その他
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182_14F08901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演出論Ａ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演劇や舞台芸術は、古来から現代まで見渡すと、様々な表現や製作方法によ
り上演／パフォーマンスを展開してきた。たとえば、文字として書かれたテ
クストとしてのドラマを舞台化すること、あるいは、俳優や美術家や音楽家
など多様な芸術家によるコラボレーションによって形作られていくこと、あ
るいは舞台上で即興的に生まれるパフォーマンスなどもある。
しかしいずれにしても、小説や絵画と大きくことなるのは、創造活動の過程
において、多様な人々が関わり、ひとつの舞台作品が生み出されるというと
ころにある。そして、演劇や舞台芸術においては、それらの多様な要素を纏
めていく過程の中に、演出という行為があり、また、近代以後には専門的な
職能としての役割を与えられることになった。
この講義では、そうした演出の起源や展開、役割の変化について理解を深め
られればと考える。

授業内容

�）授業の進め方
�）演出とはなにか
�）伝統演劇と演出（�）
�）伝統芸能と演出（�）
�）音楽劇の演出（�）
�）音楽劇の演出（�）
�）俳優と演出
	）劇作家と演出

）舞踊劇の演出（�）
10）舞踊劇の演出（�）
11）上演空間と演出（�）
12）上演空間と演出（�）
13）上演空間と演出（�）
14）まとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

演劇や舞台芸術は、上演されることで完成される芸術ということもできます。
意識的に劇場へ足を運んで、戯曲と上演との違い、演出を味わう機会も持っ
てもらえればと思います。
また、授業内で引用する参考資料については、理解を深めるためには原本に
触れていってください。

教科書

特に指定なし

参考書

講義内で適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の態度50%，レポート20%，試験30%で評価。

その他

183_14F09001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

演出論Ｂ 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演出論Bでは20世紀に登場した演出家という存在について、
異なるタイプの演出家を取り上げ、それぞれの試みについて、その内
実や意義について考察していく。
演出家の取り組みを通して、演劇や舞台芸術という芸術の特異性、表
現可能性の広がりについて理解を深めながら、演劇や舞台芸術が社会
の中で獲得してきた役割についても考えていければと考える。

授業内容

�） 授業の進め方
�）演出家の誕生−総合芸術
�）演出家の仕事（�）創世記
�）演出家の仕事（�）演技論
�）演出家の仕事（�）演出ノート
�）演出と異化効果
�）インターナショナル・インターカルチュラル
	）ミニマリズム

）フィジカルシアター・タンツテアター
10）デバイスドシアター・コラボレーション
11）パフォーマンス・ハプニング
12）ポストドラマ
13）サイトスペシフィック・イマーシブ
14）まとめ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回配布する資料において参考資料からの引用などを紹介するが、
理解を深める上では、そうした関連書籍を読み進めていくことが必
要。

教科書

特に指定しない

参考書

講義において適宜提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の態度50%，レポート20%，試験30%で評価。

その他

─ 95 ─



184_14G09101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

老いと病いの哲学 進 藤 浩 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アジア諸地域の思想や宗教における病いと老いについての思索、また
その思索が社会や文化に与えた影響について講義する。日本人の病いや
老い、その延長にある死についての思想を理解するには、儒教や道教、
仏教など、アジア諸地域の思想と宗教に対する知識が必要不可欠であ
る。この講義では、これらの思想や宗教における老いや病い、死につい
ての基本的な思想、世界観、医学や医療との関わり、さらに日本の先人
達がそれらをいかに受容し、発展させたかを理解し、簡潔に説明できる
ようになることを到達目標とする。

授業内容

第�回：イントロダクション──本講義で扱う歴史的・地理的範囲──
第�回：インドにおける仏教の発生と釈迦の人生観
第�回：仏典における医事と医学的知見
第�回：仏教の発展と思想の変化
第�回：中国の思想・宗教
第�回：儒教の思想と人生観
第�回：老荘の思想と人生観
第	回：気の医学
第
回：道教医学──不老長生と養生──
第10回：中国仏教と病──天台智顗の止観──
第11回：医学の東西交流──隋唐と奈良寺時代を例に──
第12回：医事的知識の文化的影響
第13回：宋代医学と日本
第14回：僧医の思想と活動

履修上の注意

この授業はメディア授業科目として開講される。授業はすべて、講義動
画をOh-o! Meijiシステムを通じて配信するオンデマンド型で行う。
講義動画は原則毎週月曜日にOh-o! Meijiシステムを通じて配信し、授

業動画は当該学期中の視聴を可能とする。なお、毎回の講義動画に対し
て、小テストの実施やコメントシートの提出を求め、出席確認及び理解
度確認を行う。また、Oh-o! Meijiクラスウェブのディスカッション機能
を活用し、意見交換の場を設ける。教員への質問・相談窓口として、専
用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義では、翌授業回までに取り組むべき課題を指示するので、それらを
学習したうえで、講義動画を視聴すること。

教科書

特に定めない。

参考書

『日本医学史綱要�（東洋文庫）』 富士川游 (著)／小川鼎三校注（平凡
社）1974
『日本医学史綱要�（東洋文庫）』 富士川游 (著)／小川鼎三校注（平凡
社）1974

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

コメントシート（20％）、小テスト（20％）、期末レポート課題（60％）
※対面形式での試験は行わない。

その他
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185_14F57601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

オリエントの考古学Ａ 小 泉 龍 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業はオリエントのなかでもメソポタミアを中心とする西アジア地域の考古学を
主題としている。西アジアでは約�万年前までに農耕が始まり、その後まもなく牧
畜も起こり、やがて�千年以上も前に世界最古級の都市が誕生し、絵文字的な記号
が発明された。シュメール都市国家の競合段階を経て、領域国家のアッカド王朝出
現までに楔形文字が完成し、銀の貨幣も開発された。そしてウル第�王朝で度量衡
が完成し、バビロン第�王朝にてハンムラビ法典が制定された。西アジアはつねに
世界をリードしてきた人類史の宝庫となっているため、危険を承知の上で世界中の
研究者が西アジア周辺のオリエントで考古学調査に取り組んでいる。本授業は古代
オリエントにおける都市誕生とその発展について考古学的に学ぶことを目標として
いる。

授業内容

授業は講義形式で行い、おもにパワーポイントを活用する。講師の海外出張（発掘
調査、国際学会）等により休講になる場合は、補講代替措置としてオンデマンド
（収録動画配信）授業を実施し、授業動画視聴後にOh-o! Meijiクラスウェブ「アン
ケート」にコメントを投稿してもらう予定。なお、本授業は対面式を想定している
が、感染状況によっては明治大学活動制限指針に基づきオンデマンド型授業等に切
り替わることもある。その場合、授業動画視聴にアンケート回答等およびフィード
バックを実施予定。
※順番・内容の変更もあり得る。
第�回：授業内容・目標、対象地域・時代等の概説、オリエント横断の旅（�）−

モヘンジョダロからガンダーラまで
第�回：オリエント横断の旅（�）−ペルセポリスからローマの道まで
第�回：オリエント概説−バベルの塔と『ギルガメシュ叙事詩』
第�回：いかにしてヒトは人になったのか−人間らしさの獲得
第�回：温暖化と寒冷化への適応−定住化から食糧生産へ
第�回：最古の都市文明のルーツを求めて−メソポタミアの遺跡踏査
第�回：メソポタミアにおける都市化−水利施設の工夫と神殿建立
第	回：世界最古の都市誕生−街の軸線と銀の開発
第
回：シュメール都市国家の競合−楔形文字と青銅器の開発
第10回：アッカド王朝による領域国家−長距離交易と銀の貨幣
第11回：ウル第�王朝の中央集権国家−度量衡の統一
第12回：都市問題の解決−ハンムラビ王の目指した弱者救済
第13回：オリエントの国際化−古アッシリア、ミタンニ、ヒッタイト
第14回：まとめと振り返り（リアクションペーパーへのフィードバック）

履修上の注意

本授業は考古学の専門知識がなくても履修可能だが、内容はかなり濃い。オリエン
トの歴史や海外の考古学に興味がある学生を歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にクラスウェブ「授業内容・資料」のPDF等を閲覧しておく。授業日内に「アン
ケート」にて感想・質問等を回答する。

教科書

とくに指定しない。毎回、クラスウェブに授業レジュメ（PDF等）をアップロードす
る予定。

参考書

拙著『都市の起源』選書メチエ 講談社(2016年) 。ほかは適宜プリントにて知らせ
る。

課題に対するフィードバックの方法

アンケート回答へのフィードバックは次回授業日まで、リアクションペーパーへの
フィードバックは第14回授業までに行う予定。

成績評価の方法

期末レポート60％：授業内容を理解した上で論述しているかどうかを評価。出席・
授業態度20％：遅刻�回で欠席扱いとし、授業マナーを重視（私語・飲食等の授業
の妨げとなる言動や、授業に関係のない行為に対しては厳正に対処）。その他20％：
適宜リアクションペーパー（小テスト）を実施して、授業の理解度を評価。

その他

質問等はクラスウェブ「アンケート」もしくはメール（tatsundo@meiji.ac.jp）を活
用。

186_14F57701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

オリエントの考古学Ｂ 小 泉 龍 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業のテーマは、オリエントのなかでもメソポタミアを中心とする西アジア地域
において現代都市文明のルーツをさぐることにある。メソポタミア周辺では�千年
前までに世界最古級の都市が誕生した後、シュメール都市国家の競合する段階を経
て、アッカド王朝による領域国家が出現し、約�千年前にウル第�王朝で中央集権
国家が登場した。約�千年前になると、新アッシリアをはじめとして、新バビロニ
アやアケメネス朝ペルシアといった帝国が順次現れ栄華を極めた。この間、メソポ
タミア周辺は、兵器開発、演劇、コイン鋳造、道路網整備などつねに世界をリード
して、現代文明の基礎をかたちづくってきた。本授業は、メソポタミア周辺におい
て現代の都市文明につながるさまざまなルーツがどのように形成されていったのか
を考古学的な目線で学ぶことを目標としている。

授業内容

授業は講義形式で行い、おもにパワーポイントを活用する。講師の海外出張（発掘
調査、国際学会）等により休講になる場合は、補講代替措置として各自指定された
博物館へ見学に行き、見学レポートを作成してもらう。提出日等は初回授業にて説
明予定。なお、本授業は対面式を想定しているが、感染状況によっては明治大学活
動制限指針に基づきオンデマンド（収録動画配信）型授業等に切り替わることもあ
る。その場合、授業動画視聴にアンケート回答等およびフィードバックを実施予定。
※内容・順番の変更もあり得る。
第�回：授業内容・目標、対象時代等の概説
第�回：集落から都市まで−メソポタミア周辺における都市誕生
第�回：都市国家から中央集権国家まで−メソポタミア周辺における都市発展
第�回：兵器の開発−新アッシリア帝国の拡大
第�回：都市の知−アッシュルバニパルの図書館
第�回：バベルの塔−新バビロニア帝国の栄華
第�回：都市の祭りと演劇−マルドゥク神の新年祭
第	回：インゴットからコインへ−リュディアの発明した硬貨
第
回：多民族の融和−アケメネス朝の「王の道」
第10回：オリエント最後の帝国−ペルセポリスとペルシア戦争
第11回：アッシリア、バビロニア、アケメネス−オリエントの都市文明
第12回：「ノアの箱船」のルーツ−ワインの起源を探る
第13階：メソポタミアにおける世界遺産の現状
第14回：まとめと振り返り、リアクションペーパーへのフィードバック

履修上の注意

本授業は考古学の専門知識がなくても履修可能だが、内容はかなり濃い。メソポタ
ミア（西アジア）の歴史や海外の考古学に興味がある学生を歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にクラスウェブ「授業内容・資料」のPDF等を閲覧しておく。授業日内に「アン
ケート」にて感想・質問等を回答する。

教科書

とくに指定しない。毎回、クラスウェブに授業レジュメ（PDF等）をアップロードす
る予定。

参考書

拙著『都市の起源』選書メチエ 講談社(2016年) 。ほかは適宜プリントにて知らせ
る。

課題に対するフィードバックの方法

アンケート回答へののフィードバックは次回授業日まで、リアクションペーパーへ
のフィードバックは第14回授業までに行う予定。

成績評価の方法

期末レポート60％：授業内容を理解した上で論述しているかを評価。出席・授業態
度20％：遅刻�回で欠席扱いとし、授業マナー重視。その他20％：適宜リアクショ
ンペーパー（小テスト）を教場で実施して、授業の理解度を評価。

その他

質問等はクラスウェブ「アンケート」もしくはメール（tatsundo@meiji.ac.jp）を活
用。
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187_14F02501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

音韻・形態論Ａ 橋 本 文 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語や日本語に関する音韻論・形態論の基本的な考え方を学びます。言語現
象を理論的に見る目を養うことが授業の目標です。

音韻論は、連続体としての言語音に「音素」「音節」「モーラ」「フット」な
どの理論的単位を導入して、個別言語の音やアクセントの型の記述を行う分
野です。それらの単位を使って言語音を考えることで、個別の言語の音韻構
造が明らかになり、英語や日本語などの各言語がどのように異なっているの
か、また、どのような共通性があるのかを捉えることができます。

形態論は、語の構造や語形成について考える分野です。語形成には音韻的な
情報が大きく関わっており、形態論と音韻論は密接な関係にあります。語の
構造や語形成についてこれまで行われてきた分析について考えていきます。

授業内容

第�回：言語の研究と音声の研究
第�回：音声の産出：発音器官と調音
第�回：母音と子音
第�回：有標性について
第�回：音声素性と母音融合
第�回：音素と異音について
第�回：ミニマルペアと相補分布
第	回：音素体系について
第
回：音節とは何か
第10回：モーラとは何か
第11回：モーラ言語と音節言語
第12回：英語のモーラ
第13回：日本語の音節
第14回：a:まとめ、b:試験

履修上の注意

特にありませんが、音声学を履修していることが望まれます。履修していな
い場合は、音声学で使われる基本的な用語について予めある程度調べて理解
しておくことが大切です。検索サイトも役に立ちますので利用して調べてみ
て下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の予習として、教科書（または配布資料など）の次回の授業の該当箇所
を前もって読んできて下さい。練習問題がある場合はそれについて考えてき
て下さい。わからないところがあれば授業中に質問して下さい。復習とし
て、授業の内容について授業での資料や教科書でもう一度確認し、練習問題
を含めて授業の内容の理解を確実なものとして下さい。

教科書

『音声学・音韻論』窪薗晴夫（くろしお出版）
音韻論の基本的な考え方についてわかりやすく解説しています。

参考書

特に使用しませんが、関連する内容について資料や練習問題を適宜提示する
予定です。

課題に対するフィードバックの方法

授業で出された課題については、次週の授業で解説します。

成績評価の方法

授業への貢献度30％、定期試験70％

その他

授業の内容に関する質問や相談したいことなどがありましたら、授業時や課
題の提出時に聞いて下さい。

188_14F02601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

音韻・形態論Ｂ 橋 本 文 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

音韻・形態論Aで学んだ音韻論と形態論の基本的な考え方を基に、英
語や日本語に見られる言語現象について理解を深めていきます。私た
ちが毎日なにげなく使っていることばには、さまざまな構造や法則性
が潜んでいることを発見していきます。言語を理論的に捉える目を養
うことが授業の目標です。

授業内容

第�回：音節構造（日本語）について
第�回：音節構造（英語）について
第�回：連濁とライマンの法則
第�回：連濁と形態音素交替
第�回：アクセントの類型：高さアクセントと強さアクセント
第�回：平板式アクセントと第二強勢
第�回：アクセントの規則
第	回：音韻構造と統語・意味構造
第
回：リズム
第10回：複雑語（派生語と複合語）について
第11回：複雑語の構造
第12回：語形成の生産性と心内辞書
第13回：新しい動詞の作られ方
第14回：a:まとめ、b:試験

履修上の注意

特にありませんが、音声学を履修していることが望まれます。履修し
ていない場合は、音声学で使われる基本的な用語について予めある程
度調べて理解しておくことが大切です。検索サイトも役に立ちますの
で利用して調べてみて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の予習として、教科書（または配布資料など）の次回の授業の該
当箇所を前もって読んできて下さい。また、自分たちのまわりに見ら
れる同じような言語現象についても考えてみましょう。わからないと
ころがあれば授業中に質問して下さい。復習として、授業の内容につ
いて授業での資料や教科書でもう一度確認し、授業の内容の理解を確
実なものとして下さい。

教科書

『音声学・音韻論』 窪薗晴夫（くろしお出版）
音韻論の基本的な考え方についてわかりやすく解説しています。

参考書

特に使用しませんが、関連する内容について資料や練習問題を適宜提
示する予定です。

課題に対するフィードバックの方法

授業で出された課題については、次週の授業で解説します。

成績評価の方法

授業への貢献度30%、定期試験70%

その他

授業の内容に関する質問や相談したいことなどがありましたら、授業
時や課題の提出時に聞いて下さい。
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189_14H03101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

音楽史Ａ 伊 藤 友 計

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

当授業では主に西洋音楽の歴史を扱う。春学期では古代ギリシャから
中世（17世紀頃）までを対象都とし、その実態の把握と理解に努め
る。また西洋音楽のより深い理解のために、和声と対位法に関する講
義を随時行う。

授業内容

� イントロダクション
� 概論
� 古代ギリシャの音楽
� グレゴリオ成果
� 単旋律聖歌とポリフォニーの出現
� 中世の音楽 〜1150
� ゴシック期の音楽 1150-1400
	 アルス・ノヴァの音楽

 初期ルネサンスの音楽 1400-1600
10 中期ルネサンスの音楽
11 盛期ルネサンスの音楽
12 宗教音楽と世俗音楽
13 バロック音楽：モンテヴェルディ
14 a：まとめ b：試験

履修上の注意

音楽史Bを続けて受講することが望ましい（必須というわけではあり
ません）。
また指示があった際には五線譜を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

特にありませんが、普段聞いている音楽の幅を広げるよう意識してみ
てください。

教科書

グラウト/パリスカ 『新・西洋音楽史』 上巻・中巻 音楽之友社、
1998.
またイントロダクションで文献一覧を配布します。

参考書

同上

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 100％
試験は授業最終日にOh-o! MeijiのHPの「アンケート機能」上で行う
予定です。

その他

毎年大勢の履修者が出席しますが、いかなる事由があろうとも授業の
進行の妨げとなった者は即刻退出とし、当該授業の単位を認定しませ
ん。

190_14H03201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

音楽史Ｂ 伊 藤 友 計

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

当授業では主に西洋音楽の歴史を扱う。秋学期ではバロックから現代
までを対象とし、最後の数講義で和声・調性以外の音楽にも接し、視
野を広げる。またより深い理解のために、和声と対位法に関する講義
を随時行う。

授業内容

� 春学期の振り返りとイントロダクション
� バロック初期の音楽
� バロック中期の音楽
� バロック後期の音楽
� 前期古典派
� 中期古典派①
� 中期古典派②
	 後期古典派①

 後期古典派②
10 後期古典派③
11 ロマン派の音楽
12 近代フランス音楽と印象主義
13 20世紀の挑戦
14 a：まとめ b：試験

履修上の注意

音楽史Aを履修しておくことが望ましい（必須というわけではありま
せん）。
また指示があった場合には、五線譜を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

特にありませんが、普段聞いている音楽の幅を広げるよう意識してみ
てください。

教科書

グラウト/パリスカ 『新・西洋音楽史』 中巻・下巻 音楽之友社、
1995.
またイントロダクションで文献一覧を配布します。

参考書

同上

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 100％
試験は授業最終日にOh-o! MeijiのHPの「アンケート機能」上で行う
予定です。

その他

毎年大勢の履修者が出席しますが、いかなる事由があろうとも授業の
進行の妨げとなった者は即刻退出とし、当該授業の単位を認定しませ
ん。
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191_14A11501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

音声学Ａ 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英語の音声体系を概観し、英語音声学の基礎知識及び標準的なアメリカ英語の発音
を習得することを目標とします。この講義の主要な目標は、音声学の基本的な理論
を理解することにありますが、英語音声学を学ぶことによって、日本語と英語の音
のちがいを明確に意識し、その知識を活用して練習を行うことで英語の発音及び聞
き取りの改善に結び付くようにします。春学期は、子音と母音を中心に扱います。
区別をすることが重要な音や日本語母語話者が苦手とする音に関しては発音練習の
時間を設けます。
※受講を希望する学生は必ず初回の授業に参加してください。他の授業と迷って出
席できない場合は事前にメールでご連絡ください。

授業内容

受講者の理解度によって多少変更する可能性がありますが、以下のように計画して
います。

※初回の授業で、本コースの基礎となる用語の説明をします。授業内容を理解する
うえで非常に重要な内容ですので、受講希望の学生は必ず初回の授業に出席するこ
と。

第�回：イントロダクション、調音器官
第�回：子音のイントロダクション
第�回：音素と異音
第�回：閉鎖音
第�回：摩擦音�: /f v θ ð/
第�回：摩擦音�: /s z ʃ ʒ h/
第�回：破擦音
第	回：鼻音
第
回：側音、半母音
第10回：子音のまとめと発音試験
第11回：母音のイントロダクション
第12回：短母音
第13回：長母音
第14回：a) まとめ、b) 学期末試験

履修上の注意

必ずノートを準備し、板書をとること。発音練習では、できるだけ個別にフィード
バックを与えるので、恥ずかしからず積極的に練習に取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習していることを前提で授業を進める。必ずテキストの該当箇所を読んでくるこ
と。また、例として挙げられている単語や文の意味を辞書で調べるだけでなく、発
音記号を調べて書いてくること。毎回予習としてこれを行うことで、音声記号に慣
れ親しむこと。
授業後は、内容の復習と並行して、授業中に練習した音の発音練習を行い、習得で
きるようにすること。

教科書

竹林滋、清水あつ子、斎藤弘子（著）『改定新版 初級英語音声学』大修館書店

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度/毎回の授業の内容理解度10％、
小テスト20％、学期末試験70％

その他

192_14A11601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

音声学Ｂ 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英語の音声体系を概観し、英語音声学の基礎知識及び標準的なアメリカ
英語の発音を習得することを目標とします。英語音声学を学ぶことに
よって、日本語と英語の音のちがいを明確に意識し、その知識を活用し
て練習を行うことで英語の発音及び聞き取りの改善に結び付くようにし
ます。秋学期は、春学期に扱えなかった母音や、アクセント、音の連
続、音変化、リズム、イントネーションといったテーマを扱います。日
本語母語話者が苦手とする音に関しては発音練習の時間を設けます。
※本講義の内容は、春学期の＜音声学A＞のつづきとなります。

授業内容

受講者の理解度によって多少変更する可能性がありますが、以下のよう
に計画しています。
第�回：春学期の復習：英語の子音と母音
第�回：二重母音�: [ɪ ʊ u:]に向かう二重母音
第�回：二重母音�: [ə˞]に向かう二重母音
第�回：弱母音
第�回：音節
第�回：語アクセント
第�回：句アクセント、複合語アクセント
第	回：音の連続
第
回：音変化
第10回：内容語と機能語
第11回：リズム
第12回：イントネーション�：イントネーション句の構造
第13回：イントネーション�：核音調
第14回：a) まとめ、b) 学期末試験

履修上の注意

必ずノートを準備し、板書をとること。発音練習では、できるだけ個別
にフィードバックを与えるので、恥ずかしからず積極的に練習に取り組
むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習していることを前提で授業を進める。必ずテキストの該当箇所を読
んでくること。また、例として挙げられている単語や文の意味を辞書で
調べるだけでなく、発音記号を調べて書いてくること。毎回予習として
これを行うことで、音声記号に慣れ親しむこと。
授業後は、内容の復習と並行して、授業中に練習した音については重点
的に発音練習を行い、習得できるようにすること。

教科書

竹林滋、清水あつ子、斎藤弘子（著）『改定新版 初級英語音声学』大
修館書店

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度/毎回の授業の内容理解度10％、
小テスト20％、学期末試験70％

その他

─ 100 ─



193_14H19101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

海外現地研修A 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期集中 1 駿河台

授業の概要・到達目標

オスマン帝国時代の首都であり、現在もトルコの重要都市であるイスタ
ンブルにおいてイスラム教の歴史、文化、思想、言語（トルコ語）に関
する講座受講、及び各種モスク、博物館、歴史的建造物等見学を通し、
日本では味わうことの出来ないイスラム圏の文化に触れる。

授業内容

本研修では、2023年11月頭（明大祭の期間）にかけて、イスタンブルに
おいて�日間程度現地研修を行う。

第�回、第�回：2023年�月、�月 渡航前ガイダンス
第�回：現地調査（11月）
ウスキュダル大学訪問、講座受講
アヤソフィア、ブルーモスク、スレイマニエモスクなどの見学
メウレヴィー教団博物館など各種美術館、博物館見学
自由行動（事前提出の計画書に沿い、複数人で行動）
第�回：帰国後最終報告会

実習日程：（予定）11月�日〜11月�日
実習場所：トルコ共和国（イスタンブル）ウスキュダル大学
募集人数：10名以内（最少催行人数�名）
参加費用：約25万円 航空費16−17万円、宿泊+食費�−	万円、雑

費�万円程度
募集方法：志望動機、及び現地での研究・調査計画書を A4で�−�枚

のレポートにまとめ、期日までに提出すること（Oh-o! Meiji上）。
夏季休暇期間中の募集になると思われるので、希望者

はオーメイジ上でのお知らせに留意すること。

現地研修後、各自6000字程度のレポートを提出すること。

履修上の注意

トルコや中東圏。イスラム教に関し興味関心のある者で、研修担当者の
受け持ついずれかの授業を履修したことがある者に限る。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前研修において指示する。

教科書

特になし

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

研修前授業参加20％、研修参加態度 50％、
実施後のレポート 30％

その他

194_14H19102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

海外現地研修A 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期集中 1 駿河台

授業の概要・到達目標

ベトナム・ホーチミンおよび近隣において、現地人たちとの交流を通
じ現地の歴史や社会を学ぶことで異文化理解の基礎を養うとともに、
化現地でのフィールドワークを通じてグローバルな柔軟性の取得を目
的とする。

授業内容

説明会：�月18日（火）12:50〜（＠駿河台）、�月19日（水）12:50〜
（＠和泉）
＊場所は�月以降にOh-o! Meijiおよび学内掲示を確認してください。
第�回 オリエンテーション・趣旨説明
第�回 グループミーティング
第�回 フィールドノートの取り方
第�回 インタビュー演習
第	回 危機管理セミナー
第�回 帰国後報告会・検討会

実習日程：�/�（月）〜�/10（日）
実習場所：ベトナム・ホーチミン市および近隣
宿舎：ホーチミン市内
募集人数：20名
参加費用：約27万円（プログラム費用 157,000円，航空券代 71,000
円，その他の諸費用 約39,220円 )
＊為替や国際情勢等により変動する可能性があります。
募集方法：必要関係書類を期日までに提出すること（Oh-o! Meiji上）

履修上の注意

事前研修・現地研修においてグループワークを重視します。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を含め、本研修では人類学のフィールドワーク手法をはじ
め社会科学の調査方法になじみを持つことも目指します。

教科書

第�回のオリエンテーションの時に配布する。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

事前・事後研修、現地研修の場でフィードバックを提供する。

成績評価の方法

事前研修 40％、現地研修 40％、最終レポート 20％

その他
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195_14H19201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

海外現地研修B 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期集中 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、ロンドン大学(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン , University
College London)主催のコーパス言語学サマースクールおよび統語論特別講義に参加し、
コーパス言語学および統語論に関する理解を深めることを目的とします。コーパス言
語学サマースクールの一部及び統語論特別講義は、「統語論A・B」および「英語学研究
A・B」で使用しているテキスト"English Syntax and Argumentation"の著者である、Bas
Aarts教授が担当します。
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンはロンドンの文化的中心ブルームズベリー地
区(Bloomsbury)に位置し、大英博物館(The British Museum)・大英図書館 (The British
Library)なども徒歩圏にあるため、講義以外の時間を利用し文化施設等の見学も行いま
す。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 事前学習
第�回以降の予定：

ロンドン大学統語論特別講義①・②、文化施設見学
コーパス言語学サマースクール①
コーパス言語学サマースクール②
コーパス言語学サマースクール③、文化施設見学
文化施設見学

実習日程：（予定）�月下旬〜7月初旬
実習場所：英国・ロンドン ロンドン大学（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）
宿舎：（予定）ロンドン大学学生寮
募集人数：15名以内（最少催行人数	名）
参加費用：約28万円 一部大学からの補助が出ます

（内訳: 航空費18万円、授業料	万円、宿泊費�万円、食費・雑費�万円。なお、航空
運賃及び為替レートで変動があります）

履修上の注意

1. 「英語学概論A・B」を履修済みで､「音声学A・B」、「統語論A・B」、「意味論A・B」
を履修済みまたは履修中であることが望ましい。
2. 新城・石井または久保田担当の「英米文学演習（�年）」または「卒業論文」を履
修中であること。なお、石井及び久保田担当の「英語学研究」両方を履修中または履
修済みであることが望ましい。
�．上記�を満たしていない場合は、石井及び久保田担当の「英語学研究」両方を履
修中または履修済みであることが望ましい。

現地研修期間は�月下旬から
月初旬の�週間を予定しています。
なお、旅費・滞在費・サマースクール授業料などの参加費用が別途かかります。参

加費用の一部は大学から補助が出る予定です。
詳細は、「英米文学演習A, B」の振り分け結果発表後に、新城・石井・久保田担当の

「英米文学演習A, B」（英語学ゼミ）の履修者を中心にお知らせいたしますが、参加希望
学生を対象としたガイダンスを行いますので参加して下さい。その上で参加者を決定
します。その後、マークシートで登録することになります。

準備学習（予習・復習等）の内容

ロンドン大学コーパス言語学サマースクールおよび統語論特別講義では、�年次
「英語学概論A・B」および�年次「音声学A・B」、「統語論A・B」、「意味論A・B」の内
容を基礎として、石井及び久保田担当の「英語学研究A, B」の内容が背景知識としてあ
ると、スムーズに受講することができます。
現地研修後，各自�，000字程度のレポートを提出して下さい。

教科書

Bas Aarts (2018) English Syntax and Argumentation (5th Edition), Palgrave.（「統語論A・
B」及び石井担当の「英語学研究A・B」のテキスト）
UCLコーパス言語学サマースクール用コースパケット（サマースクール登録後、ユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドンからサマースクール参加者に配付されます）

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

研修前授業参加20％，研修参加態度 60％，実施後のレポート 20％

その他

コーパス言語学サマースクール終了後、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンから
サマースクール修了書が渡されます。また、ICE-BCコーパスまたはDCPSEコーパス
（定価約£350）のいずれかを無料でもらえます。

196_14H19202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

海外現地研修B 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期集中 2 駿河台

授業の概要・到達目標

台湾台北と台南の史跡や博物館を見学するとともに、現地の学生と交流す
ることを通じて、台湾の現状を体感し、現地を訪問することや外国語でコ
ミュニケーションを取ることの重要性を認識し、台湾史、中国史、東西交渉
史、日本植民地史、台湾の歴史・社会・文学・文化および現状に対する学
習・研究意欲を向上させる。

授業内容

第�回 ガイダンス。
月上旬に駿河台・和泉両キャンパスで開催予定（日
程が決まり次第Oh-o!Meijiで文学部全学生に通知）。具体的日程を
説明し、「参加希望書」配布。応募締切は�月中旬。

第�回 事前学習（�）。�月下旬に駿河台・和泉両キャンパスで開催予定。
参加者を確定し履修手続き、今後の事前学習の課題を提示。

第�回 事前学習（�）。公開事前学習会。11月下旬に和泉キャンパスで開
催予定。参加者各自が研究テーマに関して報告し質疑。

第�回 事前学習（�）。12月16日（土）。駿河台キャンパスで開催予定。合
宿見学ガイドの原稿提出（A4サイズ�頁以上）し、全員で共有。

第	回 現地調査
12月23日（土）午後羽田より台北到着、午後高速鉄道にて台南へ移動
12月24日（日）台南市内見学：延平郡王祠・孔子廟・プロヴィンシヤ城
12月25日（月）午前台南市内見学：安平古堡等、午後台北へ移動
12月26日（火）台北市内見学：故宮博物院、二二八紀念館・総統府等

学生交流予定
12月27日（水）市内自由見学（中央研究院見学等）
12月28日（木）午前台北市内見学、午後台北より羽田に到着・帰国

第�回 2024年�月13日（土）最終報告会 受講生各自の研究テーマに関す
る最終報告

参加費用：約15万円 うち航空費8.2万円，宿泊+食費3.7万円
募集方法：「参加希望書」を�月中旬までに提出
日程等は変更の可能性がある。詳細は
月のガイダンスで説明する。

履修上の注意

定員は15名程度（	名以上で成立）希望者が定員を上回った場合には、
「参加希望書」によって選抜する。海外研修の科目であるため、渡航に伴う
諸書類の提出期限を守ることができない場合には受講取消となる。また、現
地での参加・離脱は緊急事態を除き認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

現地研修後，各自6000字程度のレポートを提出すること。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

事前学習での報告20％，現地における研究・交流50％，実施後のレポート
30％。

その他
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197_14H14901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

海外授業シミュレーションA 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

This is a collaborative survey class in which students with various cultural
backgrounds work together in groups in order to learn the local communities
around the campus by conducting ethnographic fieldwork around the
neighborhood. You will conduct ethnographic field projects in groups for the
semester, and write and present your findings.

授業内容

Week � Introduction
Week � Ethnographic method and writing
Week � Ethics and engagement
Week � Izumi neighborhood �
Week 	 Field study day �
Week � Discussion / Presentation �
Week 
 Field study day �
Week � Discussion / Presentation �
Week � Mapping / Cartography
Week 10 Globalization
Week 11 Culture(s)
Week 12 Class presentations �
Week 13 Class presentations �
Week 14 Final Discussion

履修上の注意

Students are required to give four presentations throughout a semester. The
presentation scripts will be due the week following the presentation.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures, discussions, and fieldwork. Attendance is a
minimal requirement. Participation is measured by attendance and by asking
and answering questions on a timely basis. You are expected to read the
suggested materials and to be able to ask and answer questions about them in
class discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o! Meiji at:
https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University username and
password to log in.

教科書

Readings will be posted on Oh-o! Meiji.

参考書

Other readings will also be posted on Oh-o! Meiji.

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on in-class participation (20%), discussion (30%),
fieldwork (20%), and presentations (30%).

その他

* This class will be in HyFlex format (no recording). You can physically be in
the classroom or attend this class via Zoom from anywhere around the world.
For the in-class/live streaming will be on 4th period of WED in Izumi. Please
check the Oh-o! Meiji for the physical classroom location.

＊この授業は「対面・オンライン併用授業（録画配信なし）」です。対面でも
Zoomを介してどこからでも履修ができます。対面・ライブ配信は水曜日の�
限目です。教室はOh-o! Meijiを確認してください。

198_14H15001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

海外授業シミュレーションB 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

This is a collaborative survey class inwhich studentswith various cultural
backgrounds work together in groups in order to learn the local
communities around the university by conducting ethnographic
fieldwork around the neighborhood. You will conduct ethnographic field
projects in groups for the semester, and write and present your findings.

授業内容

Week � Introduction
Week � Ethnographic writing
Week � Self-reflectivity
Week � Izumi neighborhood �
Week 	 Field study day �
Week � Discussion / Presentation �
Week 
 Field study day �
Week � Discussion / Presentation �
Week � Interview ethics
Week 10 Cultural transplantation
Week 11 Izumi revisited
Week 12 Class presentations �
Week 13 Class presentations �
Week 14 Final Discussion

履修上の注意

Students are required to give four presentations throughout a semester.
The presentation scripts will be due the week following the presentation.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures, discussions, and fieldwork. Attendance
is a minimal requirement. Participation is measured by attendance and
by asking and answering questions on a timely basis. You are expected to
read the suggested materials and to be able to ask and answer questions
about them in class discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o!
Meiji at: https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University
username and password to log in.

教科書

Readings will be posted on Oh-o! Meiji.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on in-class participation (20%), discussion
(30%), fieldwork (20%), and presentations (30%).

その他

* This class will be in HyFlex format (no recording). You can physically
be in the classroom or attend this class via Zoom from anywhere around
the world. For the in-class/live streaming will be on 4th period of WED in
Izumi. Please check the Oh-o! Meiji for the physical classroom location.

─ 103─



199_14F60801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

外国地誌 松 宮 邑 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「東アジア」もしくは「北東アジア」という地域区分を耳にした時，
どんな国を思い浮かべるだろうか．日本にとっては近隣国でありなが
ら，多くの人にとってモンゴルは馴染みの薄い国であろう．抱かれる
イメージは，遊牧，相撲，『スーホの白い馬』…といったところだろう
か．旧社会主義国，発展途上国といった特徴は，ネガティブなイメー
ジへと結びつくかもしれない．本講義では，そうしたある種のステレ
オタイプ的な概念を払拭すべく，様々な角度からモンゴルの実状を紹
介し，過去・現在・未来をとらえていく．モンゴルの事例を通じて，
世界情勢や日本を含むアジアのあり方に目を向けるとともに，様々な
「いま」が多様な関係の下に成り立つことを理解していく．

授業内容

� イントロダクション：モンゴルをレンズにアジアを見つめる
� モンゴル世界の広がり（�）世界史の中のモンゴル
� モンゴル世界の広がり（�）多様な遊牧生活
� モンゴル世界の広がり（�）『スーホの白い馬』を読み解く
	 近現代のモンゴル社会（�）社会主義国としてのあゆみ
� 近現代のモンゴル社会（�）ウランバートル都市史

 近現代のモンゴル社会（�）人口政策と女性
� 近現代のモンゴル社会（�）都市への人口集中
� ゲル地区の人々（�）移住と移動，日々の暮らし
10 ゲル地区の人々（�）「開発」をどう考えるか？
11 周辺国との関係（�）ロシアと中央アジア
12 周辺国との関係（�）中国と朝鮮半島
13 周辺国との関係（�）モンゴルから見た日本
14 周辺国との関係（�）日本から見たモンゴル

履修上の注意

講義の内容や進行は，受講者の人数や希望に沿って柔軟に変更する．
適宜，ディスカッションの実施や小課題またリアクションペーパーの
提出を求める．

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布する資料や紹介する参考文献等を活用し，各自考察を
深めること．日頃から新聞等に目を通し，社会情勢に気を配っておく
こと．

教科書

特定の教科書は指定しない．

参考書

特になし．授業の進捗に応じて適宜紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（毎週のリアクションペーパー，中間課題など50％），期末試
験もしくは期末課題（50％）
※期末試験の実施や課題提出については，受講人数により決定する．
リアクションペーパーの提出が10回以下の場合，成績評価の対象とし
ない．

その他

200_14A51002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

外国文芸受容史 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

近代以前の日本の文学は長らく中国文学の影響を受けつつ発展してき
た。それは文字そのものを中国から輸入したところに淵源すると考え
られる。本講義では、その中国文学の受容の様相を、江戸時代の読本
と中国小説との関係に絞って考究していく。

授業内容

第�回：読本概説：授業概要と参考文献の紹介
第�回：中国小説史概説
第�回：前史�：仮名草子と中国小説
第�回：前史�：浮世草子と中国小説
第	回：読本成立前夜�：古文辞学と中国語学熱
第�回：読本成立前夜�：中国白話小説の翻訳、岡島冠山『忠義水滸

伝』など
第
回：前期読本�：都賀庭鐘『英草紙』
第�回：前期読本�：上田秋成『雨月物語』
第�回：前期読本作者と後期読本作者との位相差
第10回：後期読本�：山東京伝『忠臣水滸伝』
第11回：後期読本�：曲亭馬琴『三七全伝／南柯夢』
第12回：後期読本�：曲亭馬琴『南総里見八犬伝』�

第13回：後期読本�：曲亭馬琴『南総里見八犬伝』�

第14回：水滸伝と読本の関係性

履修上の注意

参考文献・関連論文等について随時レポートを課す。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で言及した作品・論文は自ら読まなければならない。

教科書

随時プリントを配布する。

参考書

麻生磯次『江戸文学と中国文学』(三省堂)
和漢比較文学会編『江戸小説と漢文学』(汲古書院)
徳田武『日本近世小説と中国白話小説』(青裳堂)
高島俊男『日本人と水滸伝』(ちくま文庫)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度および予復習(40％)・レポート(30％)・試験(30％)
の�点について評価を下す。

その他
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201_14A51001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

外国文芸受容史 引 田 直 巳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ミステリー小説を通しての翻訳小説の受容、および非正統的な近代日
本文学史の系譜。
十八世紀英国のゴシック・ロマンスを起点として、今日のエンターテ
インメント小説の発展とその我が国における受容を考察することで、
もうひとつの文学史を説き明かす。

授業内容

第一回 大衆小説について
第二回 ゴシックとは何か
第三回 恐怖のふたつのタイプ
第四回 ポーとセンセーション小説
第五回 オカルト探偵とホームズ
第六回 ドイル、そしてフロイトへ
第七回 内なる獣人、吸血鬼、火星人
第八回 パルプマガジンの世界
第九回 黒岩涙香と明治翻案小説
第十回 ホームズとルパン、そして捕物帳
第十一回 日本SFの始祖、押川春浪
第十二回 大正時代の文豪たちの探偵小説
第十三回 江戸川乱歩とエロ・グロ・ナンセンスの時代
第十四回 雑誌「新青年」の作家たち──夢野久作・小栗虫太郎など

履修上の注意

純文学はもちろんのこと怪奇幻想小説やミステリーに関心があり、か
つ近代文化(サブカル)や風俗に興味がある学生向け。

準備学習（予習・復習等）の内容

前半は西欧、ことに英米仏の18世紀以降の文学史、後半は日本近代文
学史(および昭和初期まで)の流れは勉強しておくこと。加えて、その
当時の社会・文化状況も基礎知識として準備しておくこと。

教科書

『怪異猟奇ミステリー全史』風間賢二(新潮選書)

参考書

『ホラー小説大全』風間賢二(角川選書・角川ホラー文庫・双葉文庫)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加態度(40％)、レポート(60％)

その他
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202_14H06701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

科学思想史Ａ 奥 村 大 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では古代から初期近代までの科学思想史を概観します。「科学思想史」とは、
簡単に言えば「科学について〈誰かが〉考えたことの歴史」です。では、科学につい
ての考え（思想）というのは、誰の考えでしょうか。科学のことを考えるのは当然
「科学者」だろう、と思うかたもいるでしょう。もちろん、それは間違いではありませ
ん。しかし、現在の私たちが思い浮かべるような専門家としての「科学者」が現れた
のは18世紀後半以降のことです。では、それ以前の「科学」とはどのようなものであ
り、その担い手はどのような人々だったのでしょうか。近代に先立つ時代にあって、
今日の科学に相当する「自然に関する知識」は、神話、哲学、神学、宗教、文学、美
術、音楽、魔術、錬金術、占星術、建築、等々、さまざまな文化の形をとっています。
古代から17世紀頃までの歴史を鳥瞰し、人類文化の全体のなかで「自然に関する知
識」が占めてきた位置価の変遷をたどることを通じて、私たちの文化の豊穣な複雑さ
を体感することがこの講義の目標です。

授業内容

�．序論と解題：〈科学思想史〉の哲学
�．自然を語る者たち──根源の探求、原子論、機械論、体液理論、医学の誓い
�．プラトン──宇宙創造論、存在の階梯、幾何学とイデア
�．アリストテレス──運動と時間、物質の性質、自然の三界
	．アレクサンドリアのムセイオン──大図書館、天体の円運動、人体解剖、ヒュパ

ティアの死
�．ヘレニズムとヘブライズム──合理性、自由意思、啓示

．ローマ科学──ウァッロの学問論、星をみるキケロとセネカ
�．中世アラビア世界──知恵の館、翻訳文化、空中浮遊人間論
�．中世西欧(�)──写本文化、十二世紀ルネサンス、インペトゥス理論
10．中世西欧(�)──大学の成立、神学部と学芸学部、異端審問
11．前ルネサンス──中世の秋、ペスト大流行、死の舞踏、ダンテの『神曲』
12．ルネサンスの知と魔術──1543年という奇跡の年、建築の修辞学、ルドルフ二世
13．錬金術と万有引力──隠れた性質、不可秤量流体、精気と蒸留
14．十七世紀科学革命──コスモスの崩壊、円環の変貌、動物霊魂、科学におけるバ

ロック

履修上の注意

科学思想史Bを併せて履修することをすすめます。

準備学習（予習・復習等）の内容

特別な前提知識は必要としません。科学も含めて人間の文化・文明にたいする好奇心
と批判精神をもって日常のさまざまな出来事に接し考えることが準備学習となるはず
です。

教科書

使用しません。資料は印刷して配布します。

参考書

金森修『科学思想史の哲学』岩波書店、2015年
坂本賢三『科学思想史』岩波全書、1984年
中根美千代ほか『科学の真理は永遠に不変なのだろうか』ベレ出版、2009年
伊東俊太郎『近代科学の源流』中公文庫、2007年
リンドバーグ『近代科学の源をたどる』朝倉書店、2011 年
ロイド『初期ギリシア科学』、叢書・ウニベルシタス、法政大学出版局、1994年
ロイド『後期ギリシア科学』、叢書・ウニベルシタス、法政大学出版局、2000年
ルゴフ『中世の知識人』岩波新書、1977年
グラント『中世の自然学』みすず書房、1982年
ヘンリー『十七世紀科学革命』岩波書店、2005年
＊この他にも多くの文献・映像作品を授業内で案内します。

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題に対して授業内で応答します。

成績評価の方法

期末レポート（70％）、リアクション・ペーパー（20％）、授業への参加度（10％）に
基づいて評価します。レポートは授業内容の理解度と、授業内容から皆さんが考察し
たことや発展的に学習した内容を評価するものとします。

その他

質問は授業中や授業前後に直接、あるいは電子メールで随時受け付けます。
メールアドレス：okumuradaisuke1884[at]gmail.com

203_14H06801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

科学思想史Ｂ 奥 村 大 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では主として近現代の科学思想史を概観します。「科学思想史」とは、簡単に言えば「科
学について〈誰かが〉考えたことの歴史」です。では、科学についての考え（思想）というのは、
誰の考えでしょうか。科学のことを考えるのは当然科学者だろう、と思うかたもいるでしょう。も
ちろん、それは間違いではありません。科学者は科学の理論を考え、実験や観察の方法を考えま
す。しかし、科学者だけが科学について考えるわけではありません。たとえば私たちは2011年�月
11日に大きな震災と未曾有の原発事故を経験しました。そのとき科学者でない私たちも、地震学や
原子力工学や放射線医学といった諸科学について、あるいは「科学というもの」について、何事か
を真剣に考えたはずです。あるいは2019年末以来の新型コロナウイルス感染症流行を前にして、感
染症学・公衆衛生学・ウイルス学といった科学知の専門家のなかでもさまざまな（ときに対立す
る）見解が併存するとき、専門家でない私たちがそれらの知見をどう受け止め、どう身を処するか
ということは、切実な問題であり続けているはずです。同様に、歴史のなかにも、科学者以外の
人々、たとえば哲学者、文学者、宗教家、芸術家、為政者、ジャーナリスト、社会思想家、あるい
は市井の人々が科学について考えたこと（科学思想）が残されています。このように本講義では、
科学思想を広い意味でとらえます。「科学者の思想」が中心になることは間違いありませんが、文
学、哲学、絵画、映画、その他あらゆる文化のなかに科学思想を見出すことも重視します。
さまざまな文化のなかに科学思想はどのように浸透したのか。逆に、科学以外の文化から、科学
者の思想はどのような影響を受けてきたのか。そのような科学の内と外を往還する思想の運動を捉
えることで、人類の文化全体のなかで科学の果たしてきた役割を知ること、そして時代や地域や社
会的文脈によって科学の役割はきわめて多様に変化したことを知り私たちの文化の複雑さを体感す
ることがこの講義の目標です。

授業内容

�．序論と解題：〈科学思想史〉の哲学
�．ルネサンスと初期近代(�)：錬金術、占星術、自然魔術、ルドルフ二世
�．ルネサンスと初期近代(�)：十七世紀科学革命、万有引力論、動物霊魂論
�．十八世紀(�)：分類される驚異──博物学、百科全書
	．十八世紀(�)：光の世紀──「科学者」の誕生、進化論の胎動
�．十八世紀(�)：理性のみた夢──動物磁気、至高存在の祭典

．十九世紀(�)：熱と動力──蒸気機関、熱力学、電気、ロマン的科学
�．十九世紀(�)：「呪われた血筋」の近代化──遺伝学、進化論、優生学、精神医学
�．世紀転換期：科学のアール・ヌーヴォー、感染症の解明、科学的不可知論
10．二十世紀(�)：物質の極限──相対性理論、量子力学、原子の構造
11．二十世紀(�)：情報と生命──分子生物学、コンピューター、脳科学
12．二十世紀(�)：銀河をこえて──現代宇宙論、ロシア・コスミズム、宇宙開発
13．二十世紀(�)：奇貨の代償──環境問題、公害、生命・医療倫理
14．歴史と倫理：昨日、今日、明日の死者たちのために

履修上の注意

科学思想史Ａを併せて履修することをすすめます。

準備学習（予習・復習等）の内容

特別な前提知識は必要としません。科学も含めて人間の文化・文明にたいする好奇心と批判精神を
もって日常のさまざまな出来事に接し考えることが準備学習となるはずです。

教科書

使用しません。資料は印刷して配布します。

参考書

坂本賢三『科学思想史』岩波全書、1984年
金森修編『科学思想史』勁草書房、2010年
金森修『科学の危機』集英社新書、2015年
金森修『科学思想史の哲学』岩波書店、2015年
金森修『知識の政治学』せりか書房、2015年
バシュラール『科学的精神の形成』平凡社ライブラリー、2012年
ヘンリー『十七世紀科学革命』岩波書店、2005年
中根美千代ほか『科学の真理は永遠に不変なのだろうか』ベレ出版、2009年
井山弘幸・金森修『現代科学論』新曜社、2000年
伊東俊太郎『近代科学の源流』中公文庫、2007年
隠岐さや香『科学アカデミーと「有用な科学」』名古屋大学出版会、2011年
隠岐さや香『文系と理系はなぜ分かれたのか』星海社新書、2018年
＊この他にも多くの文献・映像作品を授業内で案内します。

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題に対して授業内で応答します。

成績評価の方法

期末レポート（70％）、リアクション・ペーパー（20％）、授業への参加度（10％）に基づいて評価
します。レポートは授業内容の理解度と、授業内容から皆さんが考察したことや発展的に学習した
内容を評価するものとします。

その他

質問は授業中や授業前後に直接、あるいは電子メール（okumuradaisuke1884[at]gmail.com）で随
時受け付けます。
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204_14G06501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

学習・言語心理学 小 粥 宏 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、ヒトの行動が変化する過程や言語の習得における機序
などを理解することが目標になる。
したがって、動物やヒトの学習行動に関する様々な研究から学習過程
における基本原理を理解したり、言語の習得における基本原理を理解
できるように、体験的な授業を展開する。加えて、授業で学習した内
容を、日常生活場面に活かす方法や社会貢献につなげていく方法につ
いても検討するなど、より深い理解につながるようにしていく。

授業内容

第�・�回：学習・言語心理学の概説
第�〜	回：条件づけ
第�〜�回：様々な学習
第�回：動機づけ
10回：中間のまとめと小テスト
第11回：言語学習の基礎
第12回：言語の獲得
第13回：学習と言語の障害
第14回a：まとめ

b：試験

履修上の注意

最初の授業で、履修上の注意や授業内容の大筋を伝えるため、授業の
イメージをつかんで欲しい。
難しい専門用語が多いため、参考図書を使った自己学習は必須になる。
授業で扱うテーマに基づいた学習行動を実際に行ってもらうため、授
業時間外で学ぶ時間が必要になる。
授業で扱ったテーマを、日常生活にも積極的に応用しようとする意欲
が求められる。
授業の進行は、履修者の理解度によって変更するため、授業内容の変
更がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

専門用語を覚えるために、参考図書などによる事前・事後学習が必要
になる。
授業で扱うテーマに基づいた学習行動を実際に行ってもらうため、予
習・復習以外の時間が必要になる。

教科書

使用しない

参考書

『学習・言語心理学 支援のために知る「行動の変化」と「言語の習
得」』 郷式徹・西垣順子編著 （ミネルヴァ書房）
「学習と言語の心理学」 中島定彦 著 （サイエンス社）
「学習の心理」実森正子・中島定彦 共著 （サイエンス社）
「グラフィック学習心理学 行動と認知」 山内光哉・春木豊 編 （サ
イエンス社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内アンケートおよび授業への貢献度（20％）、小テストと期末試験
（80％）により総合的に評価する

その他

205_14I00201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

家族論 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では「人間にとって家族とは何か」という根本的な問題を、社会学や心理学に加えて、
さまざまな学問分野（動物学、霊長類学、社会人類学、歴史人類学、歴史社会学など）の知見
を導入しつつ、以下のような問いを発しながら、考えていく。

─類人猿の家族（？）と人間の家族の違いは。初期人類の家族はどのようなものと推測されて
いるか。未開社会の家族親族構造は。古今東西の家族と呼ばれるものの共通点はあるのか。家
族の定義とは。家族にはどのような形があるのか。家族を作らない社会はあるのか。人は家族
をもたないとどのように成長し、生きることになるのか。家族の形と社会のありかたとの関係
は。またその歴史的変化は。家族内のトラブルや問題にはどのようなものがあったか。新しい
家族の形を作る実験の数々は。家族内で虐待が起きるくらいなら家族は解体したほうがよいの
か。離婚再婚の増加、シングル化のあとには、シェアハウスのような共同体が家族になるのか。
等─

「人間にとって家族とは何か」という根本的な問題に答えるのは至難だが、この授業の到達目標
としては、上記の各問いについての、基礎的な学問的知見を身に着けたうえでそれらの各問い
に答えられるようになり、この根本的な問題への自分なりの考えをまとめられるようになるこ
と、と設定する。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 動物の家族？、類人猿（チンパンジー、ボノボ、ゴリラ）と家族？
第�回 初期人類の家族 未開社会の家族親族構造 女性の交換
第�回 さまざまな家族親族構造
第	回 家族構造と世界・イデオロギーシステムの多様性
第�回 家族構造と識字化
第
回 家族構造と近代化
第�回 日本の家族構造 イエ制度の成立と展開
第�回 日本の家族構造 近代化の中での変化
第10回 日本の家族 近代化、現代化
第11回 近代家族とは その各社会での展開
第12回 家族の定義 家族の意義（特別講師）
第13回 現代の家族問題
第14回 家族の行方

履修上の注意

例年，成績のばらつきがとても大きい科目である。
家族について誰もが常識的知識を持っているだろうが，この授業では現代日本の家族のあり方
とは根本的に異なる家族のあり方を多く紹介するので、その常識がひっくり返る経験をするだ
ろう。授業を甘く見て自分の常識的知識を疑わず，結果として単位を落とす人が少なくないの
で注意してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習は，そのつど指示する。
文献を読む，世界のさまざまな家族についての記録動画などを見るなど。

教科書

一冊だけ指定することはない。平山が書いたテキストをOh-o!Meijiからダウンロードして用い
るようにする。

参考書

山極寿一『「サル化」する人間社会』集英社
中根千枝『社会人類学』講談社学術文庫
エマニュエル・トッド『世界の多様性 家族構造と近代性』藤原書店
平山朝治『家と個人主義 その伝統と今日』中央経済社
平山満紀『母性社会の行方』紀伊国屋書店
落合恵美子『21世紀家族へ 家族の戦後体制の見方・越え方』有斐閣
アンソニー・ギデンズ『親密性の変容』而立書房
山田昌弘『「家族」難民 生涯未婚率25％の衝撃』朝日新聞出版
荒川和久『超ソロ社会 「独身大国・日本」の衝撃』PHP新書
ほか、授業中にも案内する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回授業の終わりに、リアクションペーパーをもちい、授業の理解に関する問いに答えてもら
うか、または自由な考察を書いてもらう。
また、学期末に期末試験をおこなう。（持ち込み不可）
リアクションペーパーを参考にした参加度40％、試験の点数60％の割合の、総合評価を成績と
する。
もしコロナ禍のために期末試験をおこなえない場合は、オンラインでのテストを�回おこなう。
オンラインのテストは授業時間の一部を利用することもありえるので、テスト期間によく注意
していてください。
これに加え、希望者が任意に取り組み、成績を加点するしくみの、レポートの機会を設ける。

その他
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206_14G01701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

環境社会学 宇 田 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、国内外における環境問題の事例を取り上げ、①問題を生じさせ
る社会的要因はなにか、②問題を解決するためになにが必要かという問いに社会学の
視点から答えることである。この授業の関心は、環境が破壊されたときになにが失わ
れるのか、またわれわれはどのように失われたものを回復させうるのかを考えること
にある。環境破壊に対する事後策としては、汚染の浄化、被害の補償、地域社会の関
係回復、事件を繰り返さないための制度形成などがありうるが、その実現を阻むもの
はなんだろうか。また、一度失われたら取り戻すことのできない損害にはなにがある
のか。これらの問いに答えることを通じて、環境被害の実態と生活回復の課題につい
て考える。
授業の到達目標は、①環境社会学の視点から具体的な環境問題の発生要因と解決可
能性について考察できること、②社会科学・人文科学が環境問題を研究することの必
然性および貢献可能性について自分なりの意見を持てることである。

授業内容

【公害──事例� 水俣病】
第�回 a：イントロダクション

b：熊本水俣病の被害はなぜ発生・拡大したのか
第�回 熊本水俣病はなぜ「公害の原点」と呼ばれるのか

【食品公害──事例� カネミ油症】
第�回 なぜ有害食品が販売されたのか
第�回 カネミ油症被害の実態はどのようなものか
第	回 誰がどのように被害を補償してきたのか
第�回 「食品公害」は存在しない？
第
回 生活回復にとってなにが必要なのか

【環境病──事例� 化学物質過敏症】
第�回 発症プロセスはどう説明されるのか
第�回 子どもの発症者が抱える生活上の困難とはなにか
第10回 過敏症は「にせものの病気」？
第11回 世界で化学物質はどのように管理されているのか
第12回 なにが問題の解決にあたるのか

【地球環境問題──事例� 越境汚染】
第13回 どのような物質が国境を越えるのか
第14回 a：なにを立証することが解決にとって重要なのか

b：全体のまとめ

履修上の注意

大量に板書する授業である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱う事例に関する報道を見逃さないよう、日頃から注意を払うこと。授業で紹
介する参考文献を積極的に読むこと。

教科書

特に定めない

参考書

『環境社会学講座』（第一巻）藤川賢・友澤悠季編（新泉社）2023年.
『環境社会学』舩橋晴俊編（弘文堂）2011年.
『環境社会学の考え方：暮らしをみつめる12の視点』足立重和・金菱清編（ミネルヴァ
書房）2019年.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験100パーセント（感染症の状況によっては期末レポートとする）。ただし、試
験の点数で不可となる場合、救済措置として平常点を15点まで加算する。平常点とは
リアクションペーパーの評点の合計を指す。平常点を加えて単位を認定する場合、最
高でも「可」（C評価）しかつかない。
また任意の課題として、授業で紹介する学会やシンポジウムに参加して感想レポート
を提出した者には、上記に加えて特別点を与える。

その他

なし

207_14G08801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

環境の哲学 高 江 可奈子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、哲学の一形態である「応用倫理学」と呼ばれる領域について学んでいきます。応用
倫理学は、現代社会が直面している倫理的問題を扱う領域になります。また倫理的問題とは、道徳
的な善悪や正義・不正義に関する問題を指します。

哲学における倫理的議論は、17・18世紀を通して発展し、近代、現代へと通じる道を作り出してき
ました。したがって、私たちの時代の道徳は、17・18世紀の時代に作り出された倫理的枠組みに大
きく依拠しています。しかし、私たちが生きている今の「環境」と17・18世紀の時代の「環境」は
当然ながら異なります。この「環境」の違いから、私たちの生きる現代には、17・18世紀の時代で
は想定されていなかった新しい問題が立ち上がりつつあります。本授業では「現代の環境」という
観点から、近代から現代へのつながりの中で倫理学説がどのように発展してきたのかを見るととも
に、これからの倫理のあり方についてみなさんと考えていきます。

本授業の到達目標は以下の�つになります。
・批判的思考を身につけ、建設的な議論ができること（正しく懐疑する力）
・倫理的問題を論じる上で重要な点を理解し、それに沿って議論できること（倫理的議論の特徴）
・従来の倫理学の特徴や問題点を自分の言葉で説明できること（従来の倫理学の限界）
・従来の倫理学と倫理学の違いを自分の言葉で説明できること（これからの倫理のあり方）
一言でまとめると、「正しく懐疑する力を身につけ、倫理的議論の特徴を押さえつつ、従来の倫理
学の
問題や限界を理解した上で、現代社会が向かうべきこれからの倫理のあり方について論じることが
でき
る」という地点を目指します。

授業内容

「現代の環境」によって生じる新しい倫理的問題には色々なものがありますが、総称して「線引き
問題」と呼ぶことができます。私たちは日頃からさまざまな線引きを自然に行っています（例:
「私」と「他者」、「家族」と「他人」、「男」と「女」、「日本人」と「外国人」など）。これらの線引
きは往々にして私たちの価値観や道徳判断の根拠となっています（例: 男だから働くべき、女だか
ら子どもを産むべきなど）。しかし、どのような線引きが妥当であるかは私たちの取り巻く環境に
よって変わります。一昔前であれば当然とされてきた道徳的線引きが、今では不適切であるとして
問題視されたりします。また、気候変動をはじめとする「環境問題」のように、国境という線引き
を超えた問題であり、従来の線引きだけでは対応できません。
そこで本授業では、「現代の環境」という観点から私たちの道徳的義務の範囲に関する線引きを再
考していきます。

授業の構成は、前半で倫理的議論とは何かを倫理学説の発展を通して概観し、 後半で指定教科書
の数章をもとに従来の道徳的線引きを「現代の環境」に即して検討していきます。なお、最終レ
ポートに向けた論文作成の指導も適宜取り入れていきます。

履修上の注意

�) 途中退席や20分以上の遅刻は欠席と見なします
�) 授業への参加度は単に出席するだけでなく、ディスカッションやグループワークに参加する姿
勢・態度に基づい
て評価します
�) 以下の場合には、いかなる理由であっても単位を与えられませんので注意してください
・課題未提出者
・授業内容に触れていないレポート
・剽窃

準備学習（予習・復習等）の内容

予習: 指定された文献を読む（場合によっては動画視聴も含む）
復習: 文献や講義の内容、授業内で話し合った内容を整理し、自分の考えをまとめること
一週あたり約�時間程度の準備学修を必要とする

教科書

ピーター・シンガー著『実践の倫理』
ISBN: 978-4812299296

参考書

授業内で適宜配布します。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meijiシステムのクラスウェブを通じて行う。

成績評価の方法

授業参加度: 20%
レポート: 80%
この授業はレポートでほぼ成績が決まります。ただし、授業に毎回参加しなければ良いレポートは
書
けませんので注意してください。

その他

「考える」という行為は、授業を受け身で聴いているだけではできませんので、ディスカッション
による相互学習型の授業形態を目指します。ディスカッションを通してみなさん自身で主体的に考
え、それを言葉にして相手に伝えるというコミュニケーションスキルを学ぶ機会にもなります。活
発なディスカッションをするためにも、授業前の予習は必ず行ってください。また、自分の思考を
整理し、深めていくためには授業の復習が欠かせません。授業へ積極的に参加する意欲のある方の
受講をお勧めします。
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208_14H10701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

環境歴史学 財 城 真寿美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

46億年前の地球誕生から現在までの間に、地球の環境がどのような変化をとげて
きたかという「地球環境の歴史」が主テーマです。そして，環境変化の中で生物が
どのように発生・進化したのか，そして私たち人類はどのように文明を発展させ，
環境変化に対応してきたのかを考えていきます．
太陽系や地球環境のしくみを、地球科学的な視点から学び、地球環境の歴史につ
いて説明できるようになること，さらに過去の気候変動などの環境変化が一因と
なった文明や技術革新について理解を深めるだけでなく，独自に収集した資料をも
とに自分の言葉で説明できることを目標とします．

授業内容

ターム前半では， 46億年前の地球誕生から�万年前の現生人類の時代までの地球
環境の変化と生物の進化について，映像資料などを用い，地球科学的な視点から基
礎的な事項を中心に解説します。後半は，地球環境システムの基礎を学びつつ，過
去の自然環境と文明に起こった変化や近年の人為起源の環境問題について，環境と
人間がどのように関わっていたのか，さらに現代文明とこれからの地球環境のあり
方を様々な資料を用いて考察します．ターム後半には，教員が提示するテーマに関
して，履修学生によるグループ発表を予定しています．なお，下記内容は対面授業
を想定したものとなっており，オンラインで実施の場合には，変更が生じる可能性
があります．

�．ガイダンス，地球の誕生
�．生命進化の始まり
�．第�，�回講義の振り返り
�．生物の発展
	．大陸の分裂
�．第�，	回講義の振り返り

．氷河時代に向かう地球
�．人類の進化
�．第
，�回講義の振り返り
10．中間確認テスト（選択式）
11．過去の地球環境の復元・気候変動の要因
12．歴史時代の気候変化と文明
13．江戸・東京の気候変動
14．学期末確認テストまたはレポート（記述式）

履修上の注意

授業後に内容を振り返るための小テスト（クイズ）を実施し，それにより出席を確
認します．

準備学習（予習・復習等）の内容

前回の資料を読み返し，興味をもったことや疑問に思ったことを発言できるように
しておくこと．

教科書

特に指定しない．プリントを配布する．

参考書

『地球のはじまりからダイジェスト 地球のしくみと生命進化の46億年』（合同出版）
西本昌司, ISBN:47-726-0360-�
『はじめての自然地理学』（古今書院）吉田英嗣，ISBN:9784772271455
『地球46億年気候大変動』（講談社）横山裕典，ISBN:978-�-06-513515-!
『講座 文明と環境（第 �巻）農耕と文明』（朝倉書店）梅原 猛・安田喜憲編, ISBN:
978-4254105537

課題に対するフィードバックの方法

授業の冒頭に，前回授業の小テスト（クイズ）の解答を確認します．

成績評価の方法

ターム前半終了時に実施する中間確認テスト、期末筆記試験の結果を総合して評価
する（平常点および確認テスト40％、期末試験60％を目安とする）．

その他

なし

209_14G06601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

感情・人格心理学 桶 谷 雅 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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210_14G07901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

関係行政論 山 下 敏 雅

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

福祉分野，教育分野，司法・犯罪分野，産業・労働分野，保健医療分
野の法制度について講義を行う。
公認心理師として関わる法の体系及び各制度の概要・法制化の経緯・
課題について理解すること，並びに，これらの行政・司法制度がいずれ
も人権保障を理念としていることを理解することを到達目標とする。

授業内容

� イントロダクション：憲法，行政・司法と人権 〜性的少数者の法
的問題を題材に〜

� 福祉分野に関する制度�：児童福祉（児童福祉法・児童虐待防止法
等）

� 福祉分野に関する制度�：高齢者福祉，障害者福祉，ＤＶ，生活保
護

� 教育分野に関する制度�：教育法制，不登校・いじめ
	 教育分野に関する制度�：学校災害・教員の過労・保護者対応
� 司法・犯罪分野に関する制度�：刑法・刑事手続

 司法・犯罪分野に関する制度�：少年法
� 司法・犯罪分野に関する制度�：民法（親族法），民事・家事手続
� 産業・労働分野に関する制度�：労働法制
10 産業・労働分野に関する制度�：過労死・過労自殺，労災と安全配

慮義務
11 産業・労働分野に関する制度�：ハラスメントと法
12 保健医療分野に関する制度�：医療法
13 保健医療分野に関する制度�：精神保健福祉法，地域保健
14 ａ：公認心理師と法 ｂ：期末試験

履修上の注意

特になし。法について苦手意識のある学生は，予め下記記載の参考書
に目を通しておくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回講義に関連する下記記載の教科書の関連部分を確認しておくとと
もに，関連する書籍・報道等に目を通しておくこと（所要時間60分程
度）。

教科書

『関係行政論第�版』元永拓郎（遠見書房）

参考書

『新版 どうなってるんだろう？ 子どもの法律 〜一人で悩まない
で！〜』山下敏雅，渡辺雅之（高文研）
『どうなってるんだろう？ 子どもの法律 ＰＡＲＴⅡ 〜一人で悩
まないで！〜』山下敏雅，渡辺雅之（高文研）
『少年のための少年法入門』山下敏雅，牧田史，西野優花（旬報社）
『こども労働法』山下敏雅，笠置裕亮（日本法令）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度40％，期末試験60％で評価する。

その他
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211_14H11701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

漢文Ａ 佐 野 愛 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

前近代までの東アジアにおける共通の言語は漢文である。日本ではそれを読解する
ために、訓読という方法が編み出された。本授業では、黎澄の『南翁夢録』をとお
して、漢文訓読を学ぶ。『南翁夢録』は明の正統三年（1438）に正義大夫資治尹工部
左侍郎である黎澄によってかかれた書である。黎澄（1374〜1446）は大越（現在の
北ベトナム）の胡朝を建てた胡季犛の長子で、明の永楽帝による安南征略の際、明
軍に捕らえられ、金陵へと送られたが、明でその才を認められ、中国で本書を記し
た。黎澄は中国人ではなく、本書の内容も大越の李陳時代（李朝：1009〜1225、陳
朝：1225〜1400）の出来事を扱っているが、『南翁夢録』は中国で書かれた文言の漢
文小説であるため、訓読して読むことができる。
本授業では黎澄の『南翁夢録』を白文から訓読および現代語訳できるようにする。
また、本書の読解をとおして、当時の大越の状況や中国との関係などを理解するこ
とを目標とする。

授業内容

『南翁夢録』の内容は、「陳朝帝室に関するもの」、「僧道に関するもの」、「詩文に関
するもの」の三つに分類できる。本授業ではそのうち、「陳朝帝室に関するもの」を
主に扱う。

第�回：イントロダクション（『南翁夢録』概説）
第�回：序文
第�回：竹林示寂（�）
第�回：竹林示寂（�）
第	回：祖霊定命（�）
第�回：徳必有位（�）
第
回：徳必有位（�）
第�回：婦徳貞明（�）
第�回：婦徳貞明（�）
第10回：聞喪気絶
第11回：芸王始末（�）
第12回：芸王始末（�）
第13回：芸王始末（�）
第14回：レポート提出および解説

＊授業は講義形式ですすめるが、訓読と現代語訳をしてもらう箇所もある。

履修上の注意

使用するテキストは漢文のため、特にベトナム語の知識は必要ないが、ベトナムの
地名等を知っていると理解しやすい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に翌週に読むテキストを配布するので、各自で訓読および現代語訳をしてく
ること。

教科書

使用するテキストはプリントし配布する。

参考書

漢和辞典

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート（40％）小テスト（30％）＋平常点：授業への参加度（30％）

その他

212_14H11801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

漢文Ｂ 佐 野 愛 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

前近代までの東アジアにおける共通の言語は漢文である。日本ではそれを読解する
ために、訓読という方法が編み出された。本授業では、黎澄の『南翁夢録』をとお
して、漢文訓読を学ぶ。『南翁夢録』は明の正統三年（1438）に正義大夫資治尹工部
左侍郎である黎澄によってかかれた書である。黎澄（1374〜1446）は大越（現在の
北ベトナム）の胡朝を建てた胡季犛の長子で、明の永楽帝による安南征略の際、明
軍に捕らえられ、金陵へと送られたが、明でその才を認められ、中国で本書を記し
た。黎澄は中国人ではなく、本書の内容も大越の李陳時代（李朝：1009〜1225、陳
朝：1225〜1400）の出来事を扱っているが、『南翁夢録』は中国で書かれた文言の漢
文小説であるため、訓読して読むことができる。
本授業では黎澄の『南翁夢録』を白文から訓読および現代語訳できるようにする。
また、本書の読解をとおして、当時の大越の状況や中国との関係などを理解するこ
とを目標とする。

授業内容

『南翁夢録』の内容は、「陳朝帝室に関するもの」、「僧道に関するもの」、「詩文に関
するもの」の三つに分類できる。本授業ではそのうち、「僧道に関するもの」（陳朝
期）を主に扱う。

第�回：イントロダクション（『南翁夢録』概説）
第�回：文貞鯁直（�）
第�回：文貞鯁直（�）
第�回：医善用心（�）
第	回：医善用心（�）
第�回：夫妻死節（�）
第
回：夫妻死節（�）
第�回：奏章明験（�）
第�回：奏章明験（�）
第10回：入夢療病（�）
第11回：入夢療病（�）
第12回：尼師徳行（�）
第13回：尼師徳行（�）
第14回：レポートおよび解説

＊授業は講義形式ですすめるが、訓読と現代語訳をしてもらう箇所もある。

履修上の注意

使用するテキストは漢文のため、特にベトナム語の知識は必要ないが、ベトナムの
地名等を知っていると理解しやすい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に翌週に読むテキストを配布するので、各自で訓読および現代語訳をしてく
ること。

教科書

使用するテキストはプリントし配布する。

参考書

漢和辞典

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート（40％）小テスト（30％）＋平常点：授業への参加度（30％）

その他
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213_14A40701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

戯曲作品研究Ａ 大 橋 裕 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本の近代戯曲を代表する�作と，シェイクスピア戯曲から�作を読む。
単なる精読や解釈ではなく，作品の背景に何があったのか，劇作家がどんな理
念を持っていたか，当時の観客がそれをどう受けとって評価したかなど，ひとつ
の戯曲を多角的な視点から検証する。
検証にあたって，戯曲を成立させる重要な要素のひとつである「劇作法」に着
目する。劇作法とは，劇作家独自の筋立（プロット）や，台詞の文体などを指す。
劇作家のタイプや作風によって，また時代や国によって，劇作法はさまざまに異
なる。とりわけ日本の近代戯曲は，先行作品（能狂言，文楽，歌舞伎や，西洋演
劇の諸作品）から多大な影響を受けている。したがってあるひとつの戯曲に，思
わぬ作品のエッセンスを見いだせることも多い。そうした関係性なども視野に入
れながら，戯曲をより深く，より面白く，理解することを目指す。

授業内容

菊池寛『父帰る』，シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』，泉鏡花『海神別
荘』の�本を読み，その特徴的な劇作法に焦点を当てる。作品解釈だけに留まら
ず，戯曲成立の経緯や時代背景，観客の反応，劇作家のエピソード等にも言及。
それらを総合的に判断しながら各作品を改めて評価する。

（第01回）戯曲と劇作法について
（第02回）菊池寛『父帰る』 作者と作品
（第03回）『父帰る』 その�
（第04回）『父帰る』 その�
（第05回）『父帰る』 その�
（第06回）シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』 作者と作品
（第07回）『ジュリアス・シーザー』 その�
（第08回）『ジュリアス・シーザー』 その�
（第09回）『ジュリアス・シーザー』 その�
（第10回）『ジュリアス・シーザー』 その	
（第11回）泉鏡花『海神別荘』 作者と作品
（第12回）『海神別荘』 その�
（第13回）『海神別荘』 その�
（第14回）『海神別荘』 その�

履修上の注意

授業時間内にクラスウェブを通じて出席をとる。欠席が	回以上ある場合は不
可。
中間レポートと期末レポートを必ず提出すること。どちらが欠けても単位取得

はできない。

準備学習（予習・復習等）の内容

戯曲を読んでおくこと。質問やコメントは，授業終了後クラスウェブに開設す
るコメント欄でも受けつける。こちらから意見を聞く場合もあるので積極的に書
き込んでほしい。詳細は講義の際に説明する。

教科書

シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』 松岡和子訳（ちくま文庫）
菊池寛『父帰る』，泉鏡花『海神別荘』は青空文庫のテキストを利用する。

参考書

講義の際に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

中間レポート30% + 期末レポート60% + 平常点（出席，コメントなど）10%。

その他

214_14A40801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

戯曲作品研究Ｂ 大 橋 裕 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本の近代戯曲を代表する�作と，シェイクスピア戯曲から�作を読む。
単なる精読や解釈ではなく，作品の背景に何があったのか，劇作家がどんな理
念を持っていたか，当時の観客がそれをどう受けとって評価したかなど，ひとつ
の戯曲を多角的な視点から検証する。
検証にあたって，戯曲を成立させる重要な要素のひとつである「劇作法」に着

目する。劇作法とは，劇作家独自の筋立（プロット）や，台詞の文体などを指す。
劇作家のタイプや作風によって，また時代や国によって，劇作法はさまざまに異
なる。とりわけ日本の近代戯曲は，先行作品（能狂言，文楽，歌舞伎や，西洋演
劇の諸作品）から多大な影響を受けている。したがってあるひとつの戯曲に，思
わぬ作品のエッセンスを見いだせることも多い。そうした関係性なども視野に入
れながら，戯曲をより深く，より面白く，理解することを目指す。

授業内容

谷崎潤一郎『お国と五平』，シェイクスピア『じゃじゃ馬馴らし』，三島由紀夫
『鹿鳴館』の�本を読み，その特徴的な劇作法に焦点を当てる。作品解釈だけに留
まらず，戯曲成立の経緯や時代背景，観客の反応，劇作家のエピソード等にも言
及。それらを総合的に判断しながら各作品を改めて評価する。

（第01回）「戯曲」と「劇作法」について
（第02回）谷崎潤一郎『お国と五平』 作者と作品
（第03回）『お国と五平』 その�
（第04回）『お国と五平』 その�
（第05回）『お国と五平』 その�
（第06回）シェイクスピア『じゃじゃ馬馴らし』 作者と作品
（第07回）『じゃじゃ馬馴らし』 その�
（第08回）『じゃじゃ馬馴らし』 その�
（第09回）『じゃじゃ馬馴らし』 その�
（第10回）『じゃじゃ馬馴らし』 その	
（第11回）三島由紀夫『鹿鳴館』 作者と作品
（第12回）『鹿鳴館』 その�
（第13回）『鹿鳴館』 その�
（第14回）『鹿鳴館』 その�

履修上の注意

授業時間内にクラスウェブを通じて出席をとる。欠席が	回以上ある場合は不
可。
中間レポートと期末レポートを必ず提出すること。どちらが欠けても単位取得

はできない。

準備学習（予習・復習等）の内容

戯曲を読んでおくこと。質問やコメントは，授業終了後クラスウェブに開設す
るコメント欄でも受けつける。こちらから意見を聞くこともあるので積極的に書
き込んでほしい。詳細は講義の際に説明する。

教科書

シェイクスピア『じゃじゃ馬馴らし』松岡和子訳（ちくま文庫）
三島由紀夫『鹿鳴館』（新潮文庫）
谷崎潤一郎『お国と五平』のみ，PDFファイルで公開する。

参考書

講義の際に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

中間レポート30% + 期末レポート60% + 平常点（出席，コメントなど）10%。

その他

「戯曲作品研究A」をふまえた講義となるので，継続しての履修が望ましい。
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215_14F09701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

戯曲論Ａ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

演劇上演における戯曲の役割について，古今の劇作品を実際に比較
しながら，検証していく

授業内容

マーティン・エスリン『ドラマの解剖』を軸に，劇作品を構成する
諸要素の実際を検討する。その際，そこに扱われている劇作品につい
ては可能な限り紹介していく。
�．戯曲とは何か
�．戯曲の定義� 今日のドラマ
�．戯曲の定義� マス・メディアとドラマ
�．戯曲の本質� 行動の表現としてのドラマ
	．戯曲の本質� 遊戯本能とドラマ
�．集団的体験としてのドラマ� 観客とその反応

．集団的体験としてのドラマ� 演劇と祭儀
�．集団的体験としてのドラマ� ドラマと政治
�．様式と人物� 作品の様式と演技
10．様式と人物� 観客に対する事前情報としての様式
11．様式と人物� ドラマと行動
12．戯曲の構造� サスペンスの構築
13．戯曲の構造� 古典的構造の戯曲
14．戯曲の構造� ドラマとその分節化

履修上の注意

扱われた劇作品が実際に上演される場合，授業として鑑賞に行く。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業のスライドはOh-o! Meijiの授業サイトに、授業終了後に
アップロードされる。次の回までにスライドに目を通しておくこと。
それが復習であると同時に次の回への予習となる。次の回は必ず前回
の振り返りから始まる。

教科書

授業内でプリント配布

参考書

エスリンの上記の著書の二種類の翻訳（『ドラマを解剖する』山内
登美雄訳，『演劇の解剖』佐久間康夫訳）は積極的に参照して欲しい。

課題に対するフィードバックの方法

毎回課題を提示し、次の会の授業はその中の代表的なコメントを紹介
する。その振り返りをもって、フィードバックとしていく。

成績評価の方法

毎回の授業内で課される小テスト・小レポートを評価の対象とする。

その他

授業内ではあるがレポート数本分の文章を小テストで書いてもらう
ことになる。作業としては決して楽ではないのでそのつもりで参加し
てほしい。

216_14F09801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

戯曲論Ｂ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

戯曲論 A と同様，演劇上演における戯曲の役割について，古今の劇
作品を実際に比較しながら，検証していく。

授業内容

マーティン・エスリン『ドラマの解剖』を軸に，劇作品を構成する
諸要素の実際を検討する。その際，そこに扱われている劇作品につい
ては可能な限り紹介していく。
�．批評的語彙の有効性� ジャンル分けと作品理解
�．批評的語彙の有効性� 重要なキーワード
�．悲劇，喜劇，悲喜劇のジャンル分類の意味 �

�．ジャンル分類の意味� 喜劇と悲劇の境界
	．ジャンル分類の意味� 悲喜劇と現代戯曲
�．舞台とメディア� 劇表現の媒体

．舞台とメディア� 機械的再生メディアとドラマ
�．舞台とメディア� ドラマの歴史とその細分化
�．イリュージョンと現実� ドラマと現実性
10．イリュージョンと現実� 俳優のイリュージョン
11．イリュージョンと現実� 現代戯曲のイリュージョン破り
12．ドラマと社会のかかわり� ドラマと政治性
13．ドラマと社会のかかわり� ドラマと社会
14．ドラマと真実，フィクション 劇世界の描ける範囲

履修上の注意

春学期同様，扱われた劇作品が実際に上演される場合，授業として
鑑賞に行く。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業のスライドはOh-o! Meijiの授業サイトに、授業終了後に
アップロードされる。次の回までにスライドに目を通しておくこと。
それが復習であると同時に次の回への予習となる。次の回は必ず前回
の振り返りから始まる。

教科書

授業内でプリント配布

参考書

エスリンの上記の著書の二種類の翻訳（『ドラマを解剖する』山内
登美訳，『演劇の解剖』佐久間康夫訳）は積極的に参照して欲しい。

課題に対するフィードバックの方法

毎回課題を提示し、次の会の授業はその中の代表的なコメントを紹介
する。その振り返りをもって、フィードバックとしていく。

成績評価の方法

毎回の授業内で課される小テスト・小レポートを評価の対象とする。

その他

授業内ではあるが，レポート数本分の分量の文章を書いてもらうこ
とになるのでそのつもりで受講してほしい。
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217_14F59101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

気候学Ⅰ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人類の最も基本的な物理環境は大気であり，風となって地球を廻る。風が運ぶ恵
みの雨が緑なす大地を生み出すかと思えば，篠突く雨は濁流となって街を呑み込む。
この気候の基礎を学ぶことがこの授業の目的である。具体的な題材は気候の物理・
地理的な基礎および災害とする。「気候」は近現代の大学では伝統的に物理学（気象
学の対象の一つとして）と地理学（自然地理学の一分野の気候学として）というか
なり異なる二つの学問分野で扱われてきた。つまり同じ「気候」であっても中身は
全くと言ってよいほど違っている。日本の大学の地理学専攻・学科の数が物理学専
攻・学科と比べると圧倒的に少ないことからもわかるように，「物理学（気象学）の
気候」がより一般的・基礎的な概念である。この授業では，気象学的な部分をなる
べく平易なかたちで道具として採用しつつ，自然地理学の一分野である気候学のア
ウトラインを呈示してみたい。

授業内容

本講義では，物理学的な基礎の解説は簡略化し，その内容を文科系学生の常識レ
ベルで理解できるよう配慮して，地球大気の特性を自然地理学の立場から理解する
ことに努める。
�．気温とは何か・そのグローバルな分布から気候を概観する
�．降水とは何か・そのグローバルな分布から気候を概観する
�．気候をどのように認識し分類すべきか
�．局地風の地理学
	．雲のパターンが示すこと（筋雲と帯状雲）
�．植物分布と生態気候
�．動物の環境大気と生気候

．寒波からみた気候
�．熱波からみた気候
�．気候における風とは何か
10．風害（風の破壊力）
11．さまざまな風害
12．大雨と干ばつ
13．洪水と土砂災害
14a．気候環境（総括として）
14b．筆記試験

履修上の注意

自然地理学概論 A・B の単位が取得済みであることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用する図表は，原則として前日の夜までにOh-o! Meiji System「資料」に
アップロードする。授業ではこの図表をプレゼンテーションソフトウェアのスライ
ドに貼り付けて「画面共有」で提示するので，事前に「ノート用紙」としてプリン
トアウトしておくとメモを取りやすくなる。

教科書

使用しない。

参考書

大学学部専門レベルの教科書としてもっとも標準的な下記の書籍を参考書として
推薦する；
Barry, R. G. and A. M. Carleton, 2001: Synoptic and Dynamic Climatology. Routledge

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

最終回の筆記試験（60%）および�回の小テスト（40%）の得点によって成績を評
価する。なお，授業の進行状況により時間不足となった場合には小テストを順次省
略し，その成績評価割合は筆記試験に振り替えるものとする。なお，活動制限指針
のレベルによりオンライン授業となる場合は，この筆記試験もオンラインで実施す
る。

その他

218_14F59201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

気候学Ⅱ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

気候変動と世界に展開する地域スケールの気候について紹介する。気候は
変動するが，これは単にある地点で観測している気象データが時系列的に変
動することを意味するわけではない。気候とは何か，という疑問は大きすぎ
て，地形とは何か・植生とは何か，と同じように単純には答え難い。われわ
れは「どの程度変化」したら「気候が変わった」と認識するのだろうか。こ
の辺を拠り所として気候を理解するための材料をたくさん紹介する予定であ
る。「変化を見る」ことを通して大きな問題にアプローチするのがこの授業
の目標である。そして，おそらくこの目標は達成されないであろうが，以上
のようなことに関する知識の獲得は，近い将来に顕在化すると信じられてい
る気候変動（温暖化）の認識と評価に必須であり有効であろう。

授業内容

以下の内容とする。
�．気候変動とは何か
�．気候変動の要因
�．古気候の研究史
�．古気候復元の方法論
	．地質時代の気候変動
�．第四紀の気候変動

．小氷期の気候
�．大気海洋結合システム
�．大気海洋結合変動
10．異常気象と極端現象
11．テレコネクション
12．人類の活動と地球大気
13．地球温暖化問題
14a．全体の総括
14b．筆記試験

履修上の注意

自然地理学概論 A・B，地形学I，気候学Iを履修済みであることが望まし
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用する図表は，原則として前日の夜までにOh-o! Meiji System
「資料」にアップロードする。授業ではこの図表をプレゼンテーションソフ
トウェアのスライドに貼り付けて「画面共有」で提示するので，事前に
「ノート用紙」としてプリントアウトしておくとメモを取りやすくなる。

教科書

使用しない。

参考書

講義の進行に合わせ，その都度講義内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

最終回の筆記試験（60%）および�回の小テスト（40%）の得点によって
成績を評価する。なお，授業の進行状況により時間不足となった場合には小
テストを順次省略し，その成績評価割合は筆記試験に振り替えるものとす
る。活動制限指針のレベルによりオンライン授業となる場合は，この筆記試
験もオンラインで実施する。

その他
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219_14A02805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

小説における「他者」

小説を読むための基本的な方法を習得すること、また、論理的に考える力を養成す
ることを目標とする演習である。まずは受講者全員でテキストを精読した上で、演
習では担当者に担当分のテキストの内容と読み方のポイントを報告してもらい、そ
れを受けて参加者全員で読み方の可能性について議論する。同時に、レジュメの作
り方、発表の仕方、ディスカッション、レポートの書き方などを習得し、大学で学
ぶために必要となる基礎的な力を養うことを到達目標とする。
また、本演習では、近代小説において「他者」はどのように描かれてきたのかとい
うことをテーマに小説を読む。個人が自由に生きることが可能となった近代社会に
おいて、自分とは何者か、自分はどのように生きるべきかという問いが生まれた。
この「自己」をめぐる問いは、同時に、「自己」を映し出す「他者」の探求をもたら
したのである。小説に描き出された様々な「他者」、および「他者」たちが住む世界
である「異界」を読み解くことを通して、近現代社会における生の可能性を考える。

授業内容

� ガイダンス 小説の読み方�
� 小説の読み方�（芥川龍之介「羅生門」大正�年を読む）
� 芥川龍之介「芋粥」（大正	年）の発表とディスカッション
� 谷崎潤一郎「幇間」（明治44年）の発表とディスカッション
	 谷崎潤一郎「母を恋うる記」（大正�年）の発表とディスカッション
� 正宗白鳥「入江のほとり」（大正	年）の発表とディスカッション

 芥川龍之介「河童」（昭和�年）の発表とディスカッション
� 江戸川乱歩「人間椅子」（大正14年）の発表とディスカッション
� 江戸川乱歩「押絵と旅する男」（昭和�年）の発表とディスカッション
10 太宰治「魚腹記」（昭和�年）の発表とディスカッション
11 太宰治「畜犬談」（昭和14年）の発表とディスカッション
12 岡本かの子「家霊」（昭和14年）の発表とディスカッション
13 レポート提出と泉鏡花「眉かくしの霊」（大正13年）のディスカッション
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

（�）授業で取り上げたテーマを出発点として自ら参考となる文献や資料をリサーチ
し、自主的にテクストを精読することを求める。
（�）文学作品を読むことを通して、「何が現代の問題につながっているのか」「今、
何をテーマとして考えることが有意義なのか」を問うていく。授業を通して、受講
者各自が自分自身の問題設定を立てられるようになることを求める。単なる感想レ
ベルの説明のみでは評価の対象とはならないので注意すること。
（�）レポートは添削して個別指導を行う。基準点に満たない場合については学期ス
ケジュール内で可能な限り何度でも再提出を求めるが、学期内で合格点に満たない
場合には単位は付与しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、文学作品について調べた上で、作品の精読を行っておくこと。復習として、
関連する作品を調査して読むこと。

教科書

特に定めない。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

レポートは添削して返却し、個別指導を行う。

成績評価の方法

平常点（発表・ディスカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセ
ント。

その他

参加者には発表とレポート提出を課す。また、ディスカッションへの貢献も求める。
積極的な参加を期待する。

220_14A02905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

小説における「他者」

小説を読むための基本的な方法を習得すること、また、論理的に考える力を養成
することを目標とする演習である。まずは受講者全員でテキストを精読した上で、
演習では担当者に担当分のテキストの内容と読み方のポイントを報告してもらい、
それを受けて参加者全員で読み方の可能性について議論する。同時に、レジュメの
作り方、発表の仕方、ディスカッション、レポートの書き方などを習得し、大学で
学ぶために必要となる基礎的な力を養うことを到達目標とする。
また、本演習では、近代小説において「他者」はどのように描かれてきたのかと
いうことをテーマに小説を読む。個人が自由に生きることが可能となった近代社会
において、自分とは何者か、自分はどのように生きるべきかという問いが生まれた。
この「自己」をめぐる問いは、同時に、「自己」を映し出す「他者」の探求をもたら
したのである。小説に描き出された様々な「他者」、および「他者」たちが住む世界
である「異界」を読み解くことを通して、近現代社会における生の可能性を考える。

授業内容

� ガイダンス 小説の読み方�
� 小説の読み方�（芥川龍之介「羅生門」大正�年を読む）
� 芥川龍之介「芋粥」（大正	年）の発表とディスカッション
� 谷崎潤一郎「幇間」（明治44年）の発表とディスカッション
	 谷崎潤一郎「母を恋うる記」（大正�年）の発表とディスカッション
� 正宗白鳥「入江のほとり」（大正	年）の発表とディスカッション

 芥川龍之介「河童」（昭和�年）の発表とディスカッション
� 江戸川乱歩「人間椅子」（大正14年）の発表とディスカッション
� 江戸川乱歩「押絵と旅する男」（昭和�年）の発表とディスカッション
10 太宰治「魚腹記」（昭和�年）の発表とディスカッション
11 太宰治「畜犬談」（昭和14年）の発表とディスカッション
12 岡本かの子「家霊」（昭和14年）の発表とディスカッション
13 レポート提出と泉鏡花「眉かくしの霊」（大正13年）のディスカッション
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

（�）授業で取り上げたテーマを出発点として自ら参考となる文献をリサーチし、自
主的に読みこなしてほしい。
（�）文学作品を読むことを通して、「何が現代の問題なのか」「今、何を問題として
考えることが有意義なのか」を問うていく。授業を通して、受講者各自が自分自身
の問題設定を立てられるようになることを求める。単なる感想レベルの説明のみで
は評価の対象とはならないので注意すること。
（�）レポートは添削して個別指導を行う。基準点に満たない場合については学期ス
ケジュール内で可能な限り何度でも再提出を求めるが、学期内で合格点に満たない
場合には単位は付与しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、文学作品について調べた上で、作品の精読を行っておくこと。復習として、
関連する作品を調査して読むこと。

教科書

特に定めない。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

レポートは添削して返却し、個別指導を行う。

成績評価の方法

平常点（発表・ディスカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセ
ント。

その他

参加者には発表とレポート提出を課す。また、ディスカッションへの貢献も求める。
積極的な参加を期待する。
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221_14A02802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

［概要］
今後�年間，研究および学習を行なっていくにあたって必要となる基礎的知識お

よび技術を演習形式で学ぶ。その中でも、この基礎演習は、国語学的な研究方法を
主として学ぶことを目的とする。言葉をどのような観点から調査・考察して、どの
ような分析を行ない、どういった結論をだして、どのように発表・表現するのかと
いう、一連の手順を習得する。
春学期配当のAでは、最近の若者を中心とする言葉（「やばい」「かわいい」「まじ」

「チルい」「エモい」など）の新しい用法を、自分で見つけてきて題材とし、調査分
析の方法を学ぶ。

［到達目標］
過不足ない調査、見やすい資料作成、明快な発表ならびに質疑を行えるようにな
ること。

授業内容

基本的方法を講義したあと、課題について、受講生が調査、プリントを作成・発
表し、全体で討議するという形式を基本とする。

�．この演習の方法と概要
�．授業資料作成の基礎（�、�）
�．辞書情報の理解と利用、引用方法
�．Web情報・データベース・コーパス利用法
	．現代若者言葉についての発表（�〜
）
�．レポート作成の方法

．まとめ［ａモジュールで終了］

（受講生数との兼ね合いで回数が変動するテーマもある）

履修上の注意

インターネットにアクセスできるようにしておく。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
�． 最近の若者を中心とする、新しい言葉の用法にアンテナを張っておく。
�． さまざまな検索方法を用いて、新しい用法についての理解を深めておく。

［復習］
�． 討議結果を整理して、どのようなことをレポートに反映させればよいかを考

えておく。
�． 疑問に思えた点は、さまざまな検索方法を用いて追加調査する。

教科書

特に用いない。プリントを作成、配布。

参考書

米川明彦『現代若者ことば考』（丸善ライブラリー）
米川明彦『若者ことば辞典』（東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

・毎授業、リアクションペーパーを配付回収し、要フィードバックのものは、次回
にコメントする。

・発表に対して行なわれる、受講生からのコメントについて、要フィードバックの
ものは、それを
まとめる際に、コメントする。

・発表者からのリアクションについて、要フィードバックのものは、コメントする。

成績評価の方法

演習の発表（40%）、レポート（年度末�回，40%)、平常点（リアクションペー
パー、授業内発言等を総合、20%）。

その他

222_14A02902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

［概要］
今後�年間、研究および学習を行なっていくにあたって必要となる基礎的知識お

よび技術を演習形式で学ぶ。その中でも、この基礎演習は、国語学的な研究方法を
主として学ぶことを目的とする。言葉をどのような観点から調査・考察して、どの
ような分析を行ない、どういった結論をだして、どのように表現するのかという、
一連の手順を習得する。
秋学期配当のBは、現代語のオノマトペの類義語（「きりきり」と「しくしく」は、
どちらの痛みがつらいか、のような）についての調査・分析を行なう。

［到達目標］
過不足ない調査、見やすい資料作成、明快な発表ならびに質疑を行えるようにな
ることが到達目標となる。

授業内容

基本的方法を説明したあと、課題について、受講生が調査、プリントを作成・発
表し、全体で討議するという形式を基本とする。

�．この演習の目的と方法
�．発表資料作成法
�．Web情報の採集法
�．「オノマトペ」の基礎
	．類義オノマトペの意味差(受講生の演習発表,�〜
)
�．発表の振り返り

．レポート作成の要点
�．まとめ［ａモジュールで終了］

（受講生数との兼ね合いで回数が変動するテーマもある）

履修上の注意

インターネットにアクセスできるようにしておくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
�． 自分たちが担当する類義語の用法にアンテナを張っておく。
�． さまざまな検索方法を用いて、類義語の用法についての理解を深めておく。
�． 発表時の資料について、発表者同士で情報交換・共有をし、過不足ない発表

を心がける。

［復習］
�． 討議結果を整理して、どのようなことをレポートに反映させればよいかを考

えておく。
�． 疑問に思えた点は、さまざまな検索方法を用いて追加調査する。

教科書

特に用いない。プリントを作成、配布。

参考書

國廣哲彌他『ことばの意味 �〜�』（平凡社）
森田良行『基礎日本語辞典』（角川書店）
小野正弘『くらべてわかるオノマトペ』（東洋館出版)

課題に対するフィードバックの方法

・毎回、リアクションペーパーを配付し、フィードバックの必要があるものは、次
回にコメントする。

・演習発表に関する、受講生からのコメントについて、フィードバックの必要があ
るものは、適宜、
コメントする。

・ディスカッションについて、フィードバックの必要があるものは、適宜、コメン
トする。

成績評価の方法

演習の発表（40%、レポート（年度末�回，40%)、平常点（リアクションペー
パー、発言等を総合、20%）

その他
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223_14A02809

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

『唐詩三百首』所収詩を読む
詩は中国古典文学における主要なジャンルの一つであるが、その詩型（律詩・
絶句）などの規則が定まって大きく発展を見たのが唐代である。また官吏任
用試験である科挙に詩作が課されたり、文人同士の交流に用いられたりと、
当時の社会背景とも密接に関わっている。本授業では、『唐詩三百首』所収詩
の訓読・日本語訳と詩語への注釈を作成することを通して、漢詩読解のため
の作業手順を理解し、読解のための基礎力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回a：唐詩と『唐詩三百首』について
第�回：発表レジュメ作成の手順�：使用テキスト・工具書について
第�回：発表レジュメ作成の手順�：レジュメの体裁・作成手順について
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第	回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第
回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解	
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第10回：『唐詩三百首』所収詩読解

第11回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第12回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第13回：『唐詩三百首』所収詩読解10
第14回：『唐詩三百首』所収詩読解11
＊発表担当者数や必要な注釈の多寡に合わせて進行を調整することがある。

履修上の注意

演習は担当者の発表と参加者全員による質疑応答の二部から構成される。担
当回はもちろん、それ以外の回の質疑応答における積極的な発言を要求する。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は以下の各項目を記載したレジュメを作成し、担当回に発表する。
○詩本文の訓読（使用する底本の返り点や辞書を引いて作成）
○押韻と平仄（授業の中で示す調べ方で作成）
○詩語への注釈（辞書義・辞書が引く用例で各種漢文大系にあるもの�例・
『全唐詩』検索で探した用例�例）
○日本語訳（原文と注釈からなぜその翻訳になったのかプロセスを説明でき
るように作成）
また、発表後に授業内容を反映した訳注を基にレポートを作成する。その他
の参加者は質疑応答で質問するために次回読む詩を予習しておく。

教科書

なし。

参考書

田部井文雄・菅野礼行注『唐詩三百首』（大修館書店、1980年）。
田部井文雄『唐詩三百首詳解』（大修館書店、1988年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（40％）、レポート（30％）、質疑応答における発言（参加態度を含
む、30％）。

その他

漢和辞典を持参すること（電子辞書可、ジャパンナレッジで『大漢和辞典』
が引ける）。推奨は『全訳漢辞海』（三省堂・iPhoneアプリ有）。

224_14A02909

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

『唐詩三百首』所収詩を読む
詩は中国古典文学における主要なジャンルの一つであるが、その詩型（律詩・
絶句）などの規則が定まって大きく発展を見たのが唐代である。また官吏任
用試験である科挙に詩作が課されたり、文人同士の交流に用いられたりと、
当時の社会背景とも密接に関わっている。本授業では、『唐詩三百首』所収詩
の訓読・日本語訳と詩語への注釈を作成することを通して、漢詩読解のため
の作業手順を理解し、読解のための基礎力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回a：唐詩と『唐詩三百首』について
第�回：発表レジュメ作成の手順�：使用テキスト・工具書について
第�回：発表レジュメ作成の手順�：レジュメの体裁・作成手順について
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第	回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第
回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解	
第�回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第10回：『唐詩三百首』所収詩読解

第11回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第12回：『唐詩三百首』所収詩読解�
第13回：『唐詩三百首』所収詩読解10
第14回：『唐詩三百首』所収詩読解11
＊発表担当者数や必要な注釈の多寡に合わせて進行を調整することがある。

履修上の注意

演習は担当者の発表と参加者全員による質疑応答の二部から構成される。担
当回はもちろん、それ以外の回の質疑応答における積極的な発言を要求する。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は以下の各項目を記載したレジュメを作成し、担当回に発表する。
○詩本文の訓読（使用する底本の返り点や辞書を引いて作成）
○押韻と平仄（授業の中で示す調べ方で作成）
○詩語への注釈（辞書義・辞書が引く用例で各種漢文大系にあるもの�例・
『全唐詩』検索で探した用例�例）
○日本語訳（原文と注釈からなぜその翻訳になったのかプロセスを説明でき
るように作成）
また、発表後に授業内容を反映した訳注を基にレポートを作成する。その他
の参加者は質疑応答で質問するために次回読む詩を予習しておく。

教科書

なし。

参考書

田部井文雄・菅野礼行注『唐詩三百首』（大修館書店、1980年）。
田部井文雄『唐詩三百首詳解』（大修館書店、1988年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（40％）、レポート（30％）、質疑応答における発言（参加態度を含
む、30％）。

その他

漢和辞典を持参すること（電子辞書可、ジャパンナレッジで『大漢和辞典』
が引ける）。推奨は『全訳漢辞海』（三省堂・iPhoneアプリ有）。
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225_14A02806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 神 作 研 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

江戸のパロディ（狂歌）
向こう�年間の基礎を丁寧に学ぶ。この基礎演習では、日本近世文学の特質の

�つであるパロディについて、狂歌を対象として考える。どこがおもしろいのかを
江戸に即して実証的に解析する〈方法〉を学びつつ、近世文学全般に関わる知識を
獲得できるよう配慮する。具体的な到達目標は�つ。
（�）モノ（版本）やくずし字など江戸の文化に親しみ、近世文学全体への関心を
持つ。
（�）文献の探索・作品の読解・ハンドアウトの作成・口頭発表のスキルを身につけ
る。

授業内容

�．イントロダクション 文学とはなにか／古典の楽しみ／研究と評論／日本近世
文学の特質
近世文学史の諸問題（上方から江戸へ、江戸から明治へ）

�．（講義）江戸の出版と雅俗 くずし字／写本と刊本／本の身分（表記と書型）／
思潮論

�．（講義）大田南畝と『狂歌百人一首』 近世狂歌史概説／主要参考文献／ハンド
アウト作成法
＊発表担当箇所割り振り ＊レポート①案内（南畝没後200年展たばこと塩博）

�．（講義）くずし字に親しむ 工具書紹介（くずし字アプリ・干支・東方年表・異
体文字集など）

	．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
�．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議

．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
�．（鑑賞）ボストン美術館の江戸絵本研究 ＊レポート①回収 ＊レポート②案内
（書き方など）

�．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
10．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
11．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
12．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
13．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議 ＊レポート②回収
14．（演習）レポート②返却と講評、春学期のまとめ ＊aモジュールで終了
☆履修人数や進捗状況に応じて、内容を適宜調整します。

履修上の注意

主体的に授業に取り組むことが肝要であり、発表者には意欲的な発表を求めるとと
もに、他のメ
ンバーには討議への積極的な参加を求める。また、授業の一環として美術館・博物
館に出掛け、その展観レポートを作成・提出することを課題とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

（予習60分）発表者以外のメンバーも、必ず作品を読み、問題点を把握・検討してお
くこと。
（復習60分）授業で取り上げた作品を再読し、自らの課題を整理しておくこと。

教科書

『大田南畝全集』第�巻（岩波書店、1985）所収『狂歌百人一首』＊コピー可
『狂歌百人一首』（天保14年刊、中�冊、国文研所蔵）＊デジタル画像

参考書

『百人一首』（鈴木日出男、ちくま文庫、1995）
『大田南畝』（浜田義一郎、吉川弘文館、新装版1986）＊人物叢書
『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』（小林ふみ子、岩波書店、2014）ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容（30％）とレポート�回（初回10％・�回め30％）、ふだんの授業への取り
組み（討議
への積極的な参加30％）に基づいて、総合的に評価する。

その他

226_14A02906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 神 作 研 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

江戸のパロディ（狂歌）
向こう�年間の基礎を丁寧に学ぶ。この基礎演習では、日本近世文学の特質の

�つであるパロディについて、狂歌を対象として考える。どこがおもしろいのかを
江戸に即して実証的に解析する〈方法〉を学びつつ、近世文学全般に関わる知識を
獲得できるよう配慮する。具体的な到達目標は�つ。
（�）モノ（版本）やくずし字など江戸の文化に親しみ、近世文学全体への関心を
持つ。
（�）文献の探索・作品の読解・ハンドアウトの作成・口頭発表のスキルを身につけ
る。

授業内容

�．イントロダクション 文学とはなにか／古典の楽しみ／研究と評論／日本近世
文学の特質
近世文学史の諸問題（上方から江戸へ、江戸から明治へ）

�．（講義）江戸の出版と雅俗 くずし字／写本と刊本／本の身分（表記と書型）／
思潮論

�．（講義）大田南畝と『狂歌百人一首』 近世狂歌史概説／主要参考文献／ハンド
アウト作成法
＊発表担当箇所割り振り ＊レポート①案内（サントリーＭほか）

�．（講義）くずし字を楽しむ 工具書紹介（くずし字アプリ・干支・東方年表・異
体文字集など）

	．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
�．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議

．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
�．（鑑賞）ボストン美術館の江戸絵本研究 ＊レポート①回収 ＊レポート②案内
（書き方など）

�．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
10．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
11．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
12．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議
13．（演習）『狂歌百人一首』発表と討議 ＊レポート②回収
14．（演習）レポート②返却と講評、秋学期のまとめ ＊aモジュールで終了
☆履修人数や進捗状況に応じて、内容を適宜調整します。

履修上の注意

主体的に授業に取り組むことが肝要であり、発表者には意欲的な発表を求めるとと
もに、他のメ
ンバーには討議への積極的な参加を求める。また、授業の一環として美術館・博物
館に出掛け、その展観レポートを作成・提出することを課題とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

（予習60分）発表者以外のメンバーも、必ず作品を読み、問題点を把握・検討してお
くこと。
（復習60分）授業で取り上げた作品を再読し、自らの課題を整理しておくこと。

教科書

『大田南畝全集』第�巻（岩波書店、1985）所収『狂歌百人一首』＊コピー可
『狂歌百人一首』（天保14年刊、中�冊、国文研所蔵）＊デジタル画像

参考書

『百人一首』（鈴木日出男、ちくま文庫、1995）
『大田南畝』（浜田義一郎、吉川弘文館、新装版1986）＊人物叢書
『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』（小林ふみ子、岩波書店、2014）ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容（30％）とレポート�回（初回10％・�回め30％）、ふだんの授業への取り
組み（討議
への積極的な参加30％）に基づいて、総合的に評価する。

その他
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227_14A02801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近・現代文学を研究する際の基礎的な手続きや方法論について学ぶ。
具体的には、戦後（1945〜1956あたりまで）の詩・小説・評論・短
歌・俳句・戯曲など複数のジャンルの作品を扱いながら発表演習を行
う。情報収集とその提示のスキルを磨き、質疑応答の実践を重ねるこ
とによって、文学研究に必要な基礎的な議論を構築できるようになる
ことを目指す。

授業内容

第�回 概説・導入／発表担当決定
第�回 デモンストレーション（模擬演習）
第�回 黒田三郎「時代の囚人」（詩）
第�回 石垣りん「家」（詩）
第	回 原民喜「鎮魂歌」（長編詩）
第�回 野間宏「顔の中の赤い月」（小説）
第
回 坂口安吾「桜の森の満開の下」（小説）
第�回 武田泰淳「ひかりごけ」（レーゼドラマ）
第�回 田村泰次郎「肉体が人間である」（評論）
第10回 寺山修司「祖国喪失」（短歌）
第11回 金子兜太「トラック島」（俳句）
第12回 安部公房「どれい狩り」（戯曲）
第13回 受講者によるディスカッション
第14回 まとめ／総括
※履修人数や進捗状況によって内容を調整することがあります。

履修上の注意

取り上げるのはすべて戦後十年ほどの間に書かれた「戦後文学」であ
るため、同じ時代的思潮を共有するそれぞれの作品の共通点や相違点
に留意しつつ、積極的に議論を深めてほしい。なお自分の発表だけで
なく、他の履修者の発表に対する応答も同程度に重要な評価の対象と
なるので、そのつもりで臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当時以外も、対象作品を精読し疑問点や意見をクリアにしてお
くこと。議論で消化できなかったところがあれば各自で参考文献を集
めるなどして、期末レポートに備えてほしい。

教科書

指定しない。それぞれの作品の収録本については別途紹介する。

参考書

紅野敏郎ほか編『日本近代短編小説選 昭和篇�』（岩波文庫）、飛高
隆夫・野山嘉正編『展望現代の詩歌』全11巻（明治書院）など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容と平常点50％、期末レポート50％で評価する。平常点は授業
時の発言や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他

特になし。

228_14A02901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近・現代文学を研究する際の基礎的な手続きや方法論について学ぶ。
具体的には、戦後（1945〜1956あたりまで）の詩・小説・評論・短
歌・戯曲など複数のジャンルの作品を扱いながら発表演習を行う。情
報収集とその提示のスキルを磨き、質疑応答の実践を重ねることに
よって、文学研究に必要な基礎的な議論を構築できるようになること
を目指す。

授業内容

第�回 概説・導入／発表担当決定
第�回 デモンストレーション（模擬演習）
第�回 黒田三郎「時代の囚人」（詩）
第�回 石垣りん「家」（詩）
第	回 原民喜「鎮魂歌」（長編詩）
第�回 野間宏「顔の中の赤い月」（小説）
第
回 坂口安吾「桜の森の満開の下」（小説）
第�回 武田泰淳「ひかりごけ」（レーゼドラマ）
第�回 田村泰次郎「肉体が人間である」（評論）
第10回 寺山修司「祖国喪失」（短歌）
第11回 金子兜太「トラック島」（俳句）
第12回 安部公房「どれい狩り」（戯曲）
第13回 受講者によるディスカッション
第14回 まとめ／総括
※履修人数や進捗状況によって内容を調整することがあります。

履修上の注意

取り上げるのはすべて戦後十年ほどの間に書かれた「戦後文学」であ
るため、同じ時代的思潮を共有するそれぞれの作品の共通点や相違点
に留意しつつ、積極的に議論を深めてほしい。なお自分の発表だけで
なく、他の履修者の発表に対する応答も同程度に重要な評価の対象と
なるので、そのつもりで臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当時以外も、対象作品を精読し疑問点や意見をクリアにしてお
くこと。議論で消化できなかったところがあれば各自で参考文献を集
めるなどして、期末レポートに備えてほしい。

教科書

指定しない。それぞれの作品の収録本については別途紹介する。

参考書

紅野敏郎ほか編『日本近代短編小説選 昭和篇�』（岩波文庫）、飛高
隆夫・野山嘉正編『展望現代の詩歌』全11巻（明治書院）など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容と平常点50％、期末レポート50％で評価する。平常点は授業
時の発言や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他

特になし。
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229_14A02807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

芥川龍之介を読む。日本の古典文学に題材を求めた作品、明治初期
の開化期を舞台とした作品、中国の古典を題材とした作品など、どの
ように語られているか、ナラティヴの観点から作品構造を分析しつ
つ、多彩な作品世界が展開する芥川の小説を精読する。
高等学校国語教科書に掲載された「羅生門」でおなじみの芥川の全
体像を理解しながら、文献調査や口頭発表の基礎的な技術を身につけ
ることで、大学で学ぶための基礎力を養成することを目的とする。

授業内容

第�回 日本近代文学を学ぶ意義について考える。
第�回 芥川文学についての概論および文献調査のための方法�
第�回 芥川文学についての概論および文献調査のための方法�
第�回 発表とディスカッション�「地獄変」
第	回 発表とディスカッション�「邪宗門」
第�回 発表とディスカッション�「藪の中」
第
回 発表とディスカッション�「袈裟と盛遠」
第�回 発表とディスカッション	「六の宮の姫君」
第�回 発表とディスカッション�「或日の大石内蔵之助」
第10回 発表とディスカッション
「戯作三昧」
第11回 発表とディスカッション�「枯野抄」
第12回 発表とディスカッション�「舞踏会」
第13回 発表とディスカッション10「秋山図」
第14回 まとめ
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

発表やディスカッションに意欲をもって臨んでほしい。発表者はレ
ジュメを用意する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、必ず作品を読み、問題点を検討しておくこと。事後
学習として、授業で取り上げた作品を再読し、紹介した文献を調査す
ること。

教科書

芥川龍之介『地獄変・邪宗門・好色・藪の中』（岩波文庫）
芥川龍之介『或日の大石内蔵之助・枯野抄』（岩波文庫）

参考書

庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』（鼎書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表40％、学期末レポート40％、授業中の発言など平常点20％
で評価する。

その他

230_14A02907

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

芥川龍之介を読む。日本の古典文学に題材を求めた作品、明治初期
の開化期を舞台とした作品、中国の古典を題材とした作品など、どの
ように語られているか、ナラティヴの観点から作品構造を分析しつ
つ、多彩な作品世界が展開する芥川の小説を精読する。
高等学校国語教科書に掲載された「羅生門」でおなじみの芥川の全

体像を理解しながら、文献調査や口頭発表の基礎的な技術を身につけ
ることで、大学で学ぶための基礎力を養成することを目的とする。

授業内容

第�回 日本近代文学を学ぶ意義について考える。
第�回 芥川文学についての概論および文献調査のための方法�
第�回 芥川文学についての概論および文献調査のための方法�
第�回 発表とディスカッション�「地獄変」
第	回 発表とディスカッション�「邪宗門」
第�回 発表とディスカッション�「藪の中」
第
回 発表とディスカッション�「袈裟と盛遠」
第�回 発表とディスカッション	「六の宮の姫君」
第�回 発表とディスカッション�「或日の大石内蔵之助」
第10回 発表とディスカッション
「戯作三昧」
第11回 発表とディスカッション�「枯野抄」
第12回 発表とディスカッション�「舞踏会」
第13回 発表とディスカッション10「秋山図」
第14回 まとめ
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

発表やディスカッションに意欲をもって臨んでほしい。発表者はレ
ジュメを用意する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、必ず作品を読み、問題点を検討しておくこと。事後
学習として、授業で取り上げた作品を再読し、紹介した文献を調査す
ること。

教科書

芥川龍之介『地獄変・邪宗門・好色・藪の中』（岩波文庫）
芥川龍之介『或日の大石内蔵之助・枯野抄』（岩波文庫）

参考書

庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』（鼎書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表40％、学期末レポート40％、授業中の発言など平常点20％
で評価する。

その他
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231_14A02808

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
日本文学を研究するに当たって必要な知識や方法を演習形式で学ぶ。様々な古典に触れなが

ら、古典読解に必要な作法を身につける。

（到達目標）
・本文（テキスト）や関係諸資料の探し方、収集方法を学ぶ。
・研究文献の入手方法を学ぶ。
・文献学について学ぶ。
・本文読解の方法と問題点の見つけ方を学ぶ。
・発表とレポートについて、基礎的な訓練をする。
・様々な古典に親しむ。

授業内容

『【年表資料】中世文学史 新装版』をテキストとする。
このテキストではさまざまなジャンルの中世文学が取り上げられている（和歌、連歌、歌謡、
日記・紀行、随筆、法語・五山文学、説話、軍記物語、史論・歴史物語、御伽草子、能・狂言、
キリシタン文学）。
テキストで取り上げられているものから�つを選び、その本文（テキスト）について調査す

る。どのような写本があるか、本文研究の現状はどうかを調べる。文献学的研究の現状を調査
しつつ、関係する資料についても探究する。この作業を通して、古典の本文の扱い方や資料の
入手方法を学ぶ。
また入手した本文・資料を読解するために必要となる道具類（辞書やデータベースなど）に

ついて学ぶ。
授業は演習形式（発表と質疑応答・議論）で行う。参加者はそれぞれ担当する作品を決め、

順に発表を行う。担当する作品の本文について調査した結果を報告し、関連資料を紹介する。
疑問点・問題点が生じた場合には、それについて調査した結果を報告する。
古典読解のための基礎的な手順や、発表の仕方、レポートのまとめ方を身につけることが肝
要であるが、同時に古典文学作品を読むことの面白さも実感したい。
（�） 古典文学の世界への誘い
（�） 文献学について
（�） 調査方法と発表の仕方
（�） 和歌
（	） 連歌・歌謡
（�） 日記・紀行、能・狂言、キリシタン文学
（
） 随筆
（�） 法語・五山文学
（�） 説話
（10） 軍記物語・史論・歴史物語
（11） 御伽草子・能・狂言・キリシタン文学
（12） 再調査とその報告（�）
（13） 再調査とその報告（�）
（14） 総括

履修上の注意

資料探索と本文読解のために、相当の努力と時間が必要である。古典に興味・関心を持ち、
積極的な態度で発表と質疑応答に臨んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱われる古典について、あらかじめ調べておく。

教科書

藤平春男・井上宗雄・山田昭全・和田英道編 『【年表資料】中世文学史 新装版』笠間書院、
2008年

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40％）とレポート（60％）

その他

232_14A02908

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
日本文学を研究するに当たって必要な知識や方法を演習形式で学ぶ。様々な古典に触れなが

ら、古典読解に必要な作法を身につける。

（到達目標）
・本文（テキスト）や関係諸資料の探し方、収集方法を学ぶ。
・研究文献の入手方法を学ぶ。
・文献学について学ぶ。
・本文読解の方法と問題点の見つけ方を学ぶ。
・発表とレポートについて、基礎的な訓練をする。
・様々な古典に親しむ。

授業内容

『【年表資料】中世文学史 新装版』をテキストとする。
このテキストではさまざまなジャンルの中世文学が取り上げられている（和歌、連歌、歌謡、

日記・紀行、随筆、法語・五山文学、説話、軍記物語、史論・歴史物語、御伽草子、能・狂言、
キリシタン文学）。
テキストで取り上げられているものから�つを選び、その本文（テキスト）について調査す

る。どのような写本があるか、本文研究の現状はどうかを調べる。文献学的研究の現状を調査
しつつ、関係する資料についても探究する。この作業を通して、古典の本文の扱い方や資料の
入手方法を学ぶ。
また入手した本文・資料を読解するために必要となる道具類（辞書やデータベースなど）に

ついて学ぶ。
授業は演習形式（発表と質疑応答・議論）で行う。参加者はそれぞれ担当する作品を決め、
順に発表を行う。担当する作品の本文について調査した結果を報告し、関連資料を紹介する。
疑問点・問題点が生じた場合には、それについて調査した結果を報告する。
古典読解のための基礎的な手順や、発表の仕方、レポートのまとめ方を身につけることが肝
要であるが、同時に古典文学作品を読むことの面白さも実感したい。
（�） 古典文学の世界への誘い
（�） 文献学について
（�） 調査方法と発表の仕方
（�） 和歌
（	） 連歌・歌謡
（�） 日記・紀行、能・狂言、キリシタン文学
（
） 随筆
（�） 法語・五山文学
（�） 説話
（10） 軍記物語・史論・歴史物語
（11） 御伽草子・能・狂言・キリシタン文学
（12） 再調査とその報告（�）
（13） 再調査とその報告（�）
（14） 総括

履修上の注意

資料探索と本文読解のために、相当の努力と時間が必要である。古典に興味・関心を持ち、
積極的な態度で発表と質疑応答に臨んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱われる古典について、あらかじめ調べておく。

教科書

藤平春男・井上宗雄・山田昭全・和田英道編 『【年表資料】中世文学史 新装版』笠間書院、
2008年

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40％）とレポート（60％）

その他
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233_14A02810

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

遠藤周作『おバカさん』と『わたしが・棄てた・女』を読む
［概要］
西洋文明の根幹にあるキリスト教を作品に取り入れた日本の文学者が数多くいる。その中
で遠藤周作が際立つ。長編小説『おバカさん』と『わたしが・棄てた・女』は、夜中に不
意に侵入してきた「泥棒」のようなキリスト教にどう対処すればいいかわからず、苦悩し
ている人物像を作り出している。読者は、遠藤の文学を通して、ユーモアと感動の渦巻き
の中で、博愛・平等・自由・平和を唱えるキリスト教の精神を理解する。学期の前半は
『おバカさん』を、後半は『わたしが・棄てた・女』を読み、遠藤文学の精髄を吟味する。

［到達目標］
なぜ文学作品を読むのか、文学を通して精神的成長が得られるのか、キリスト教文学のも
つ精神主義から何を学ぶべきかを念頭に置きつつ、遠藤文学の面白さを楽しむ。受講者全
員がテキストを精読した上で、演習では担当者が担当分のテキストの内容と読み方のポイ
ントを報告し、全員がその報告にコメントし、議論をする。テキストの読み方、作品に関
連する人生の問題と社会の問題に気づき、レジュメの作り方、発表とディスカッションの
仕方、レポートの書き方などを習得し、文学理解の能力を養うことを目標とする。

授業内容

� 『おバカさん』の主人公のモデルと創作動機を知り、『おバカさん』の第�章（ナボレ
オンの子孫）を読み、問題意識を育てる。

� 『おバカさん』（主人公登場、？）の発表とディスカッション
� 『おバカさん』（一人ぼっち、東洋の隠者）の発表とディスカッション
� 『おバカさん』（山谷の夜、わな）の発表とディスカッション
	 『おバカさん』（信ずることと疑うこと、星よ光れ）の発表とディスカッション
� 『おバカさん』（北の国へ、地図）の発表とディスカッション

 『おバカさん』（暗い沼、しらさぎ）の発表とディスカッション
� 『わたしが・棄てた・女』の主人公のモデルと創作動機を知り、『わたしが・棄てた・

女』（僕の手記�、�、�）を読み、問題意識を育てる。
� 『わたしが・棄てた・女』（手の首のアザ�；僕の手記�、	）の発表とディスカッ

ション
10 『わたしが・棄てた・女』（僕の手記�、手の首のアザ�、�）の発表とディスカッ

ション
11 『わたしが・棄てた・女』（手の首のアザ�、	）の発表とディスカッション
12 『わたしが・棄てた・女』（僕の手記
）の発表とディスカッション、

総まとめとレポートの書き方について教える。
13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

文学作品に対する理解が十人十色なので、独自な考えを説明するできるように発表やディ
スカッションに積極的に参加することを求める。発表者はかならずレジュメを用意する。
また、遠藤周作の作品を広く読み、理解することを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感じた部分を整理
する。それらの部分について、ディスカッションする。（�）事後学習として、授業で取
り上げられた部分を再読し、同じ部分でも繰り返し読むことにより、理解が深まり、ある
いは多彩化することに気づく。（�）作品を通して、「どのような社会問題が暗示されてい
るのか」「文学と生活はどのような関係があるか」などを考えて、紹介した文献を調査し、
自ら参考となる文献を探し、自分の意見を立証すること。

教科書

遠藤周作『おバカさん』（角川文庫2019年）、『わたしが・棄てた・女』（講談社文庫、2012
年）

参考書

文藝春秋編『遠藤周作のすべて』（文春文庫、1998年）、佐藤泰正編『遠藤周作を読む』
（笠間書院、2004年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表・ディカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセント

その他

参加者には発表とレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参加を求め
る。

234_14A02910

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

遠藤周作『おバカさん』と『わたしが・棄てた・女』を読む
［概要］
西洋文明の根幹にあるキリスト教を作品に取り入れた日本の文学者が数多くいる。その中
で遠藤周作が際立つ。長編小説『おバカさん』と『わたしが・棄てた・女』は、夜中に不
意に侵入してきた「泥棒」のようなキリスト教にどう対処すればいいかわからず、苦悩し
ている人物像を作り出している。読者は、遠藤の文学を通して、ユーモアと感動の渦巻き
の中で、博愛・平等・自由・平和を唱えるキリスト教の精神を理解する。学期の前半は
『おバカさん』を、後半は『わたしが・棄てた・女』を読み、遠藤文学の精髄を吟味する。

［到達目標］
なぜ文学作品を読むのか、文学を通して精神的成長が得られるのか、キリスト教文学のも
つ精神主義から何を学ぶべきかを念頭に置きつつ、遠藤文学の面白さを楽しむ。受講者全
員がテキストを精読した上で、演習では担当者が担当分のテキストの内容と読み方のポイ
ントを報告し、全員がその報告にコメントし、議論をする。テキストの読み方、作品に関
連する人生の問題と社会の問題に気づき、レジュメの作り方、発表とディスカッションの
仕方、レポートの書き方などを習得し、文学理解の能力を養うことを目標とする。

授業内容

� 『おバカさん』の主人公のモデルと創作動機を知り、『おバカさん』の第�章（ナボレ
オンの子孫）を読み、問題意識を育てる。

� 『おバカさん』（主人公登場、？）の発表とディスカッション
� 『おバカさん』（一人ぼっち、東洋の隠者）の発表とディスカッション
� 『おバカさん』（山谷の夜、わな）の発表とディスカッション
	 『おバカさん』（信ずることと疑うこと、星よ光れ）の発表とディスカッション
� 『おバカさん』（北の国へ、地図）の発表とディスカッション

 『おバカさん』（暗い沼、しらさぎ）の発表とディスカッション
� 『わたしが・棄てた・女』の主人公のモデルと創作動機を知り、『わたしが・棄てた・

女』（僕の手記�、�、�）を読み、問題意識を育てる。
� 『わたしが・棄てた・女』（手の首のアザ�；僕の手記�、	）の発表とディスカッ

ション
10 『わたしが・棄てた・女』（僕の手記�、手の首のアザ�、�）の発表とディスカッ

ション
11 『わたしが・棄てた・女』（手の首のアザ�、	）の発表とディスカッション
12 『わたしが・棄てた・女』（僕の手記
）の発表とディスカッション、

総まとめとレポートの書き方について教える。
13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

文学作品に対する理解が十人十色なので、独自な考えを説明するできるように発表やディ
スカッションに積極的に参加することを求める。発表者はかならずレジュメを用意する。
また、遠藤周作の作品を広く読み、理解することを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感じた部分を整理
する。それらの部分について、ディスカッションする。（�）事後学習として、授業で取
り上げられた部分を再読し、同じ部分でも繰り返し読むことにより、理解が深まり、ある
いは多彩化することに気づく。（�）作品を通して、「どのような社会問題が暗示されてい
るのか」「文学と生活はどのような関係があるか」などを考えて、紹介した文献を調査し、
自ら参考となる文献を探し、自分の意見を立証すること。

教科書

遠藤周作『おバカさん』（角川文庫2019年）、『わたしが・棄てた・女』（講談社文庫、2012
年）

参考書

文藝春秋編『遠藤周作のすべて』（文春文庫、1998年）、佐藤泰正編『遠藤周作を読む』
（笠間書院、2004年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表・ディカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセント

その他

参加者には発表とレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参加を求め
る。
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235_14A02803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 山 崎 健 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜『萬葉新採百首解』を版本で読む＞

『萬葉新採百首解』は、江戸時代の和学者・賀茂真淵が萬葉集から短歌を百首選
び、四季・相聞・羈旅・遊覧・古京・皇居・雑事・宴会・賀に分類し、各歌に簡潔
な注と評を加えたもので、真淵の萬葉集注釈として知られる『萬葉考』とは異なる
味わいがある。
受講生は、輪番制で、自分が担当する歌およびその注釈について、翻字と語釈と

口語訳を行った上で、注で引用された文献についてはその箇所を原典に当たって確
認して発表する。
今年度春学期のAでは、「相聞」の部（昨年度Aの続き）を取り上げて読み進める。

この授業では、資料の調べ方、発表の仕方を学ぶとともに、テキストには変体仮
名やくずし字を含む版本の影印を用い、これらの文字に習熟することも到達目標の
一つに掲げる。

授業内容

第�回a 『萬葉新採百首解』の意義と演習の進め方について
第�回 図書館の利用法について
第�回 「橘花落里尓・・・」（31）を読む
第�回 「霍公鳥…」（32）を読む
第	回 「足日木之…」（33前半）を読む
第�回 同上（33後半）を読む
第
回 「陸奥乃・・・」（34前半）を読む
第�回 同上（34後半）を読む
第�回 「左檜隈・・・」（35前半）を読む
第10回 同上（35後半）を読む
第11回 「春之在者・・・」（36）を読む
第12回 「御猟為・・・」（37）を読む
第13回 「大夫跡・・・」（38前半）を読む
第14回 同上（38後半）を読む

履修上の注意

・発表者以外の受講生は、発表内容に対する質疑応答に積極的に参加することが望
まれる。
・第�回は図書館で行うが、図書館の都合等で変更する場合があるので、第�回終
了後の連絡（対面またはOh-o！Meiji による）には充分注意されたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

変体仮名・くずし字については自分の担当箇所以外についても予習・復習をきちん
と行うこと。『萬葉新採百首解』のテキストのほか、配布資料、さらに「くずし字
データベース」なども活用し、早くくずし字に慣れること。

発表担当者は準備に当たって、出典の確認は図書館所蔵の資料を駆使して行い、真
淵の引用と差異が見られる場合は、その箇所を対照して示すこと。

教科書

佐竹昭広・木下正俊・小島憲之共著『補訂版 萬葉集本文篇』（塙書房）
『萬葉新採百首解』の版本は影印のプリントを配布する。

参考書

『字典かな─出典明記─』（笠間書院）など。
児玉幸多編 『くずし字解読辞典 普及版』（東京堂出版）
萬葉集の歌の検索は 『萬葉集索引』（塙書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表およびレポート（60％）、授業中の発言内容（20％）、変体仮名・くずし字の小
テスト（20％）により評価。

その他

なし。

236_14A02903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 山 崎 健 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜『萬葉新採百首解』を版本で読む＞

『萬葉新採百首解』は、江戸時代の和学者・賀茂真淵が萬葉集から短歌を百首選
び、四季・相聞・羈旅・遊覧・古京・皇居・雑事・宴会・賀に分類し、各歌に簡潔
な注と評を加えたもので、真淵の萬葉集注釈として知られる『萬葉考』とは異なる
味わいがある。
受講生は、輪番制で、自分が担当する歌およびその注釈について、翻字と語釈と

口語訳を行った上で、注で引用された文献についてはその箇所を原典に当たって確
認して発表する。
今年度秋学期のBでは、「四季」の部のうち「秋」の歌（昨年度Bの続き）から

「冬」「相聞」の歌を取り上げて読み進める。

この授業では、資料の調べ方、発表の仕方を学ぶとともに、テキストには変体仮
名やくずし字を含む版本の影印を用い、これらの文字に習熟することも到達目標の
一つに掲げる。

授業内容

第�回a：『萬葉新採百首解』の意義と演習の進め方について
第�回 図書館の利用法について
第�回 「巻之九 献弓削皇子歌」（21題詞の注）を読む
第�回 「佐宵中等・・・」（21）を読む
第	回 「白露乎・・・」（22）を読む
第�回 「八田乃野之・・・」（23の前半）を読む
第
回 同上（23の後半）を読む
第�回 「同し巻 冬雑歌」（24題詞の注）を読む
第�回 「足引乃・・・」（24）を読む
第10回 「足日木乃・・・」（25）を読む
第11回 「石川郎女奉和歌」（26題詞の注）を読む
第12回 「吾乎待跡・・・」（26前半）を読む
第13回 同上（26後半）を読む
第14回 「鴨頭草丹・・・」（27）を読む

履修上の注意

・発表者以外の受講生は、発表内容に対する質疑応答に積極的に参加することが望
まれる。
・第�回は図書館で行うが、図書館の都合等で実施回が変更する場合があるので、
第�回終了後の連絡（対面またはOh-o！Meiji による）にはじゅうぶん注意された
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

変体仮名・くずし字については自分の担当箇所以外についても予習・復習をきちん
と行うこと。『萬葉新採百首解』のテキストのほか、配布資料、さらに「くずし字
データベース」なども活用し、早くくずし字に慣れること。

発表担当者は準備に当たって、出典の確認は図書館所蔵の資料を駆使して行い、真
淵の引用と差異が見られる場合は、その箇所を対照して示すこと。

教科書

佐竹昭広・木下正俊・小島憲之共著『補訂版 萬葉集本文篇』（塙書房）
『萬葉新採百首解』の版本は影印のプリントを配布する。

参考書

『字典かな─出典明記─』（笠間書院）など。
児玉幸多編 『くずし字解読辞典 普及版』（東京堂出版）
萬葉集の歌の検索は 『萬葉集索引』（塙書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表およびレポート（60％）、授業中の発言内容（20％）、変体仮名・くずし字の小
テスト（20％）により評価。

その他

なし。
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237_14A02804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ａ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

平安時代の作品『枕草子』を読む。『枕草子』冒頭部は、当時の季
節や風俗が、清少納言独自の感性で描かれており、その表現に注目し
ながら、平安文学を学ぶ上での基礎知識と調べ方を身につける。

授業内容

『枕草子』は、平安時代中期、中宮定子付きの女房であった清少納
言が執筆した作品である。内容は、「ものづくし」で知られる類聚的
章段、日記的章段、随想的章段などに分けられるが、「春はあけぼの」
で有名な冒頭の章段から読み進めていく。発表者は、教員の指導の
下、発表レジュメを作成し発表する。

（�〜�）『枕草子』概説・参考文献紹介

以下、担当者を割り当て演習発表を行ってもらう。
（�〜5）「春はあけぼの」
（�〜11）「正月一日は」①〜⑥
（12）「三月三日は」
（13）「四月、祭のころ」
（14）まとめ

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合、評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業範囲の本文を読んでくる。

教科書

池田亀鑑校訂『枕草子』岩波文庫（税抜1010円）

参考書

授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（70%）、質疑応答を含む授業態度（30%）

その他

238_14A02904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本文学）Ｂ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

平安時代の作品『伊勢物語』を読む。歌と物語との関係をおさえつ

つ、本作品の情趣を味わうとともに、後世への影響を視野にいれなが

ら、平安文学を学ぶ上での基礎知識と調べ方を身につける。

授業内容

『伊勢物語』は、在原業平をモデルとする主人公の一代記が、一二五

の章段により綴られている。各章段の長さは一定でないが、基本的に

一章段を一人の発表者で担当する。発表者は、教員の指導の下、発表

レジュメを作成し、発表する。

（�〜�）『伊勢物語』概説・参考文献紹介

（�） 写本説明、伊勢絵紹介

以下、担当者を割り当て演習発表を行ってもらう。

（�）初段「初冠」

（�〜�）二条后章段

（�〜13）東下り章段

（14〜15）まとめ

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合、評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業範囲の本文を読んでくる。

教科書

石田穣二 校註・訳『新版・伊勢物語─現代語訳付き 』(角川ソフィ

ア文庫) 700円（税抜）

参考書

授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（70%）、質疑応答を含む授業態度（30%）

その他
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239_14A12602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ａ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語で書かれたテクストー文学作品（詩・短編小説・小説・エッセ
イ・劇）、映画、演説、ニュース報道などのメディアテクストーを主観的に楽しむだ
けでなく、多角的に分析・考察し、学術論文を書くための基礎的な技術を身に着け
ます。与えられた問題に答えるのではなく、「問い」自体を自分で見出します。その
「問い」を主題として、リサーチをし、多角的に考察した内容を、他者に説得力を
持って伝える文章力を培っていきます。また、「演習」(seminar)授業ですから、履
修者の皆さんが主体となって授業に参加し、口頭発表、議論を重ねて、最終レポー
ト（小論文）を執筆します。

授業内容

Week-� Introduction to Study/Academic Skills -� (Reading & Writing skills)
Week-� Introduction to Study/Academic Skills -� (Writing & Presentation skills)
Week-� Reading texts -�
Week-� Reading texts -�
Week-	 Reading texts -�
Week-� Writing about texts -�
Week-
 Reading texts -�
Week-� Writing about texts -�
Week-� Reading texts - 	
Week-10 Writing about texts -�
Week-11 Reading texts -�
Week-12 Presentation -�
Week-13 Presentation -�
Week-14 Term-end Review

履修上の注意

このクラスでは様々なスタイル（文体）と形式を持ったテクストを扱います。従っ
て「読み方」も対象テクストによって変えていく必要があります。授業で扱うテク
ストは原則英文で書かれたものですが、文章に対する感覚を磨くために、日本語の
テクストも適宜使用します。受験英語用だと思っていた英文法の知識もこの授業で
は役に立つでしょう。授業外でもなるべく多くの「テクスト」（日本語テクストも含
む）に触れていただきたいと思います。大学の学びにおける「問い」は即答する必
要はありません。一人一人が自分なりの「読み」を発見し、またそれを第三者に対
し（書くこと、話すことを通じて）明確に発信していくことの重要性を念頭におい
ていただきたいと思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回指定された「テクスト」には必ず目を通して質問・疑問点・コメントを準備し
ておくこと。授業は、みなさんからのコメントや質問を中心に進めますので、しっ
かりと問題意識を持ちながら、何らかの「メモ」を取りながら読み進めてください。
授業中は他の履修生の発言をきちんと聞き、自分の「読み」をより充実したものに
してください。授業で一旦扱ったテクストについては、授業のあとで必ずもう一度
読み直してみることが重要です。同じテクストでもその都度「読み」が変わってく
ることに気がつくでしょう。

教科書

斎藤兆史・中村哲子『English Through Literature 文学で学ぶ英語リーディング』研
究社 2009.
迫桂・徳永聡子『英語論文の書き方入門』慶應大学出版会 2012.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業参加、「テクスト」についての課題）50%
期末小論文 25%
期末プレゼンテーション 25%

その他

240_14A12702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ｂ 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語で書かれたテクストー文学作品（詩・短編小説・小説・エッ
セイ・劇）、映画、演説、ニュース報道などのメディアテクストーを主観的に楽し
むだけでなく、多角的に分析・考察し、学術論文を書くための基礎的な技術を身
に着けます。与えられた問題に答えるのではなく、「問い」自体を自分で見出しま
す。その「問い」を主題として、リサーチをし、多角的に考察した内容を、他者
に説得力を持って伝える文章力を培っていきます。また、「演習」(seminar)授業
ですから、履修者の皆さんが主体となって授業に参加し、口頭発表、議論を重ね
て、最終レポート（小論文）を執筆します。

授業内容

Week-� Study Skills Review : Reading
Week-� Study Skills Review : Writing
Week-� Study Skills Review : Presentation
Week-� Reading texts -�
Week-	 Reading texts -�
Week-� Writing about texts -�
Week-
 Reading texts -�
Week-� Writing about texts -�
Week-� Reading texts - �
Week-10 Writing about texts -�
Week-11 Presentation -�
Week-12 Presentation -�
Week-13 Presentation -�
Week-14 Term-end Review

履修上の注意

このクラスでは様々なスタイル（文体）と形式を持ったテクストを扱います。
従って「読み方」も対象テクストによって変えていく必要があります。授業で扱
うテクストは原則英文で書かれたものですが、文章に対する感覚を磨くために、
日本語のテクストも適宜使用します。受験英語用だと思っていた英文法の知識も
この授業では役に立つでしょう。授業外でもなるべく多くの「テクスト」（日本語
テクストも含む）に触れていただきたいと思います。大学の学びにおける「問い」
は即答する必要はありません。一人一人が自分なりの「読み」を発見し、またそ
れを第三者に対し（書くこと、話すことを通じて）明確に発信していくことの重
要性を念頭においていただきたいと思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回指定された「テクスト」には必ず目を通して質問・疑問点・コメントを準備
しておくこと。授業は、みなさんからのコメントや質問を中心に進めますので、
しっかりと問題意識を持ちながら、何らかの「メモ」を取りながら読み進めてく
ださい。授業中は他の履修生の発言をきちんと聞き、自分の「読み」をより充実
したものにしてください。授業で一旦扱ったテクストについては、授業のあとで
必ずもう一度読み直してみることが重要です。同じテクストでもその都度「読み」
が変わってくることに気がつくでしょう。

教科書

斎藤兆史・中村哲子『English Through Literature 文学で学ぶ英語リーディング』
研究社 2009.
迫桂・徳永聡子『英語論文の書き方入門』慶應大学出版会 2012.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業参加、「テクスト」についての課題）50%
期末小論文 25%
期末プレゼンテーション 25%

その他

─ 125─



241_14A12603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ａ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語で書かれたテクスト─文学作品（詩・短編小説・小説・エッセ
イ・劇）、映画、演説─を主観的に楽しむだけでなく、多角的に分析・考察し、学術
論文を書くための基礎的な技術を身に着けます。与えられた問題に答えるのではな
く、「問い」自体を自分で見出します。その「問い」を主題として、リサーチをし、
多角的に考察した内容を、他者に説得力を持って伝える文章力を培っていきます。
また、「演習」(seminar)授業ですから、履修者の皆さんが主体となって授業に参加
し、口頭発表、議論を重ねて、最終レポート（小論文）を執筆します。

授業内容

アメリカ文学作品を19世紀を中心に、詩・散文ともに広く読みます。アメリカの歴
史的な文脈に沿って、文学作品を精読することを通して、アメリカの国家的アイデ
ンティティと近代的な自己の問題、人種・エスニシティ・ジェンダー・階級の差異
軸に絡む社会問題について作家が作品を通してどのように取り組んでいるかを考察
します。毎回の授業で対象とする文学テクストについて、まず精読し、発表担当者
が歴史的・文化的背景や伝記的な影響を含む作家性についてリサーチ（資料調査）
をして、多角的にテクストを読み直すことで、自らの考察を発展させていきます。
＜授業予定＞
�．イントロダクション─研究の基礎について
�．Li-Young Lee
�．Anne Bradstreet
�．Edgar Allan Poe ①
	．Edgar Allan Poe ②
�．Herman Melville

．Walt Whitman ①
�．Walt Whitman ②
�．Ralph Waldo Emerson
10．Henry David Thoreau
11．Emily Dickinson
12．Nathaniel Hawthorne
13．小論文発表
14．レヴュー─作家・作品について、研究執筆について
＊上記の授業予定は履修者の関心、進度によって多少の変更があります。

履修上の注意

「演習」授業ですから、履修者の皆さんが主体的に参加することが必須です。担当者
の発表を中心に授業が進められます。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員、毎回の授業で対象とする文学テクストについて精読し、自分なりの「問い」
や解釈を用意して授業に臨んで下さい。
発表担当者は、第一にテクストを精読して、①詩の対訳・散文の重要箇所の日本語
訳と要約を作り、②作家の伝記③作品の歴史的・文化的背景④先行研究についてリ
サーチし、⑤自分の考察を含めて配布資料を作成します。クラスの人数分の資料を
用意して下さい。
学期末には最終レポートを提出して下さい。

教科書

毎回、Oh-o!MeijiにPDF文書を用意するかオンライン入手先を知らせます。

参考書

諏訪部浩一他著『アメリカ文学入門』（三修社, 2022年）第10刷

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（口頭発表、議論への参加、コメント用紙）50％、最終レポート50％。原則
として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とします。

その他

242_14A12703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ｂ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語で書かれたテクスト─文学作品（詩・短編小説・小説・エッセ
イ・劇）、映画、演説─を主観的に楽しむだけでなく、多角的に分析・考察し、学術
論文を書くための基礎的な技術を身に着けます。与えられた問題に答えるのではな
く、「問い」自体を自分で見出します。その「問い」を主題として、リサーチをし、
多角的に考察した内容を、他者に説得力を持って伝える文章力を培っていきます。
また、「演習」(seminar)授業ですから、履修者の皆さんが主体となって授業に参加
し、口頭発表、議論を重ねて、最終レポート（小論文）を執筆します。

授業内容

アメリカ文学作品を20世紀を中心に、詩・散文ともに広く読みます。アメリカの歴
史的な文脈に沿って、文学作品を精読することを通して、アメリカの国家的アイデ
ンティティと近代的な自己の問題、人種・エスニシティ・ジェンダー・階級の差異
軸に絡む社会問題について作家が作品を通してどのように取り組んでいるかを考察
します。毎回の授業で対象とする文学テクストについて、まず精読し、発表担当者
が歴史的・文化的背景や伝記的な影響を含む作家性についてリサーチ（資料調査）
をして、多角的にテクストを読み直すことで、自らの考察を発展させていきます。
＜授業予定＞
�．イントロダクションー研究の基礎について
�．Kate Chopin
�．William Carlos Williams
�．Ernest Hemingway
	．Edith Wharton
�．Truman Capote

．Allen Ginsberg
�．Adrienne Rich
�．Sylvia Plath
10．J. D. Salinger
11．Louise Gluck
12．小論文発表
13．小論文発表
14．レヴュー─作家・作品について、研究執筆について
＊上記の授業予定は履修者の関心、進度によって多少の変更があります。

履修上の注意

「演習」授業ですから、履修者の皆さんが主体的に参加することが必須です。担当者
の発表を中心に授業が進められます。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員、毎回の授業で対象とする文学テクストについて精読し、自分なりの「問い」
や解釈を用意して授業に臨んで下さい。
発表担当者は、第一にテクストを精読して、①詩の対訳・散文の重要箇所の日本語
訳と要約を作り、②作家の伝記③作品の歴史的・文化的背景④先行研究についてリ
サーチし、⑤自分の考察を含めて配布資料を作成します。クラスの人数分の資料を
用意して下さい。
学期末には最終レポートを提出して下さい。

教科書

毎回、Oh-o！MeijiにPDF文書を用意するかオンライン入手先を知らせます。

参考書

諏訪部浩一他著『アメリカ文学入門』（三修社, 2022年）第10刷

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（口頭発表、議論への参加、コメント用紙）50％、最終レポート50％。原則
として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とします。

その他
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243_14A12604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ａ サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

General Topic: Ernest Hemingway

This class is about getting a good start as an English major. That means acquiring text literacy/narrative literacy in addition to
strengthening your English communication skills.

As human beings, we live and communicate every day through an endless stream of texts that are also forms of storytelling. A
menu, a tweet, a personal diary, the words of a commercial, or the stories that won last yearʼs Akutagawa Prize̶each of these is
both a text and a story. These texts record information about food, opinions, private feelings, products, and imagined events, but
they also tell stories about the people who write or read the texts. When you have text/narrative literacy, you can “read” the
world with greater understanding, enjoyment, creativity, and responsibility. When you have basic fluency in English, you can
enter into conversations with the global community of English speakers.

Text/narrative literacy can be divided into four categories of knowledge: (�) structural elements of a story, (�) ethical
contents of a story (�) spoken communication of ideas, and (�)written communication of ideas. In the spring semester of Kiso
Enshu, you will learn and practice (�) ˜ (�) through two short stories by Ernest Hemingway (1899˜1961), who won the Nobel
Prize for Literature in 1954. Hemingway grew up in Illinois and Michigan, but before the age of 19 had left his American
hometowns forever to work, travel and live in other parts of the USA and other countries : Missouri, Italy, Spain, Florida, Africa,
Cuba, France. The stories you will read are based on his first-hand experiences of hunting, fishing, camping, bullfighting, and
war. They will serve not only as a primer for acquiring text/narrative literacy, but material through which to expand your
knowledge of American culture from the mid-twentieth century to the present.

English communication skills will be strengthened through weekly activities that target all four skills in an integrated way. PPT
lectures about the stories will be supplemented through various kinds of speaking and writing activities. These activities will be
done in small groups of�˜
 students to enable the instructor to focus on studentsʼ individual skill levels, needs, and goals as an
English major.

授業内容

�. Overview of Hemingwayʼs Life and Work
�. Lecture & Reading #� World War I stories, “Big Two-Hearted River Part I”
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
	. Lecture & Reading #� “Big Two-Hearted River Part II”
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�

. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #� “Indian Camp” + 『ぼくキャンプに行ったんだ』
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
10. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
11. Ethics of Text/Narrative Literacy : Why & How to Avoid Plagiarism
12. Preparation for Final Speaking & Writing Activities
13. Final Speaking Activity : Open Mic on Assigned Topics
14. Final Writing Activity : Nick Adams & くまたくん

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

Kiso Enshū is merely one window for acquiring new knowledge and ways of thinking. That is, whenever you come across
unfamiliar historical or cultural references in Hemingwayʼs stories or the PPT lectures, take a moment to search for more
information on the internet, in Meiji Universityʼs libraries, or by browsing the many bookstores surrounding Meiji Universityʼs
Surugadai campus. This is how to use Kiso Enshū and all of your classes as windows for seeing farther and deeper.

教科書

The Japanese translation of Hemingwayʼs『In Our Time』is a required text. Be sure to buy the edition indicated below, which
has been ordered for this class. During the registration period in April, go to the designated location on Izumi Campus to
purchase your copy. You must tell the staff the following information to get your textbook : the name of this class, the day and
time, and the instructorʼs name. You should bring this book to class every week.

Required textbook:
『われらの時代・男だけの世界: ヘミングウェイ全短編 (新潮文庫) 文庫』
アーネスト ヘミングウェイ (著), Ernest Hemingway (原著), 高見 浩 (翻訳)

出版社  :  新潮社 (1995/10/�)
発売日  :  1995/10/�
言語  :  日本語
ISBN-10  :  4102100105
ISBN-13  :  978-4102100103

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports Submission function of Oh-Meiji is used to give feedback to students individually.

成績評価の方法

1. Plagiarism 剽窃・盗作. Every student is personally responsible for knowing what “plagiarism” means. In this class, proof of
plagiarism will result in a grade of “F” for the course and an official report will be made to Meiji University, which may result in
further penalties. If plagiarism is judged to have occurred because of inconsistencies in writing style and level of English fluency
within the same writing assignment, depending on the degree of suspected plagiarism, the score for the writing assignment can
be anywhere from !˜59.
2. If you do not buy your own copy of the textbook, you cannot pass this course.
3. Attendance is taken at the start of every class. Frequent lateness, or more than� unexcused absence, will lower your course
grade.
4. Excused Absence => If you miss a graded activity because of illness or emergency, please be prepared to have a doctor or
parent send me an email, with a phone number I can call for verification if necessary. If I get an email with a phone number to
call, you can be re-scheduled for the missed activity or get a make-up assignment.
5. Together with (�)˜(�), your course grade will be determined as follows:
15% � Speaking Activities in Weeks �˜10
15% � Writing Activities in Weeks �˜10
35% Final Speaking Activity
35% Final Writing Activity

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were designed and written by me.
“R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing during your entire time at Meiji University : Read a lot. Examine
what you read. Analyze your examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your life.
Germinate your own words.

244_14A12704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ｂ サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

General Topic : Childrenʼs Picture Books

This class continues the goals of the spring semester. Kiso Enshu B is about getting a good start as an Englishmajor. That means
acquiring text literacy/narrative literacy in addition to strengthening your English communication skills.

As human beings, we live and communicate every day through an endless stream of texts that are also forms of storytelling. A
menu, a tweet, a personal diary, the words of a commercial, or the stories that won last yearʼs Akutagawa Prize̶each of these is
both a text and a story. These texts record information about food, opinions, private feelings, products, and imagined events, but
they also tell stories about the people who write or read the texts. When you have text/narrative literacy, you can “read” the
world with greater understanding, enjoyment, creativity, and responsibility. When you have basic fluency in English, you can
enter into conversations with the global community of English speakers.

Text/narrative literacy can be divided into four categories of knowledge: (�) structural elements of a story, (�) ethical
contents of a story (�) spoken communication of ideas, and (�) written communication of ideas. In the fall semester of Kiso
Enshu, you will learn and practice (�) ˜ (�) through several childrenʼs picture books: 『てつぞうはね』,『Andy and the Lion』
, 『Blueberries for Sal』, 『Mr. Rabbit and the Lovely Present』 , 『Crow Boy』 , 『I Speak Like a River』 , and
『Chrysanthemum』. These seven picture books will serve not only as primers for acquiring text/narrative literacy, but material
through which to expand your knowledge about interactions between humans and animals, and the role of animal goods in
present-day Japanese society.

As in the spring semester, English communication skillswill be strengthened throughweekly activities that target all four skills in
an integrated way. PPT lectures about each assigned story will be supplemented through various kinds of speaking and writing
activities. These activities will be done in small groups of�˜
 students to enable the instructor to focus on studentsʼ individual
skill levels, needs, and goals as an English major.

授業内容

�. Introducing Childrenʼs Picture Books through『てつぞうはね』
�. Lecture & Reading #� 『Andy and the Lion』+ 「Hemingway and the Lion」
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
	. Lecture & Reading #� 『Blueberries for Sal』+ 『Mr. Rabbit and the Lovely Present』
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�

. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
�. Lecture & Reading #� 『Crow Boy』+『I Speak Like a River』
�. Groups A & B : Writing & Speaking Activities for LR#�
10. Groups C & D : Writing & Speaking Activities for LR#�
11. Ethics of Text/Narrative Literacy : Why & How to Avoid Plagiarism
12. Preparation for Final Speaking & Writing Activities
13. Final Speaking Activity : Open Mic on Assigned Topics
14. Final Writing Activity: 『Chrysanthemum』

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

Kiso Enshū is merely one window for acquiring new knowledge and ways of thinking. That is, whenever you come across
unfamiliar historical or cultural references in the picture books or PPT lectures, take a moment to search for more information on
the internet, in Meiji Universityʼs libraries, or by browsing the many bookstores surrounding Meiji Universityʼs Surugadai
campus. This is how to use Kiso Enshū and all of your classes as windows for seeing farther and deeper.

教科書

Picture books are expensive and often take long to be delivered. You will be given instructions on book purchase at the first class
in September. Proof of purchase is required to get a passing grade for the course.

参考書

None.

課題に対するフィードバックの方法

The Reports submission function of Oh-Meiji is used to provide feedback to students individually.

成績評価の方法

1. Plagiarism 剽窃・盗作. Every student is personally responsible for knowing what “plagiarism” means. In this class, proof of
plagiarism will result in a grade of “F” for the course and an official report will be made to Meiji University, which may result in
further penalties. If plagiarism is judged to have occurred because of inconsistencies in writing style and level of English fluency
within the same writing assignment, depending on the degree of suspected plagiarism, the score for the writing assignment can
be anywhere from !˜59.
2. If you do not buy your own copy of the textbook, you cannot pass this course.
3. Attendance is taken at the start of every class. Frequent lateness, or more than� unexcused absence, will lower your course
grade.
4. Excused Absence => If you miss a graded activity because of illness or emergency, please be prepared to have a doctor or
parent send me an email, with a phone number I can call for verification if necessary. If I get an email with a phone number to
call, you can be re-scheduled for the missed activity or get a make-up assignment.
5. Together with (�)˜(�), your course grade will be determined as follows:
15% � Speaking Activities in Weeks �˜10
15% � Writing Activities in Weeks �˜10
35% Final Speaking Activity
35% Final Writing Activity

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were designed and written by me.
“R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing during your entire time at Meiji University : Read a lot. Examine
what you read. Analyze your examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your life.
Germinate your own words.
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245_14A12601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ａ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語で書かれたテクスト─文学作品（詩・小説・エッセイ・
劇）、映画、演説─を主観的に楽しむだけでなく、多角的に分析・考察し、学術
論文を書くための基礎的な技術を身につけます。与えられた問題に答えるので
はなく、「問い」自体を自分で見出します。その「問い」を主題として、リサー
チをし、多角的に考察した内容を、他者に説得力を持って伝える文章力を培っ
ていきます。また、「演習」(seminar)の授業であるため、履修者全員が主体と
なって授業に参加し、口頭発表・議論を重ねて、最終レポート（小論文）を執
筆します。

授業内容

春学期は以下の作家の作品を読む予定です。アメリカの小説を読み、考察と解
釈の方法を学びながら、研究の基礎を築いていきます。発表担当者は協力して、
あらすじ・語注・背景／先行研究・考察・設問をまとめたレジュメを作成し、
授業で発表します。発表に引き続き、コメンテイターが応答し、クラス全体で
ディスカッションをします。授業後、受講者全員リアクション・ペーパーの提
出が求められます。
�．イントロダクション、発表、コメントの仕方、レポート・小論の書き方
�．Ernest Hemingway 精読
�．Ernest Hemingway 背景、小説技法
�．Ernest Hemingway 先行研究
	．F. Scott Fitzgerald (�) 精読
�．F. Scott Fitzgerald 背景、小説技法

．F. Scott Fitzgerald 先行研究
�．F. Scott Fitzgerald (�) 精読
�．F. Scott Fitzgerald 背景
10．F. Scott Fitzgerald 小説技法
11．F. Scott Fitzgerald 先行研究
12．小論文発表
13．小論文発表
14．文学テクストを論じる意義、最終レポート執筆について

履修上の注意

演習は学生が主体となる授業です。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語
を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言できるように準備し
ます。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていきます。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員、毎回の授業で対象とする文学テクストについて精読し、自分なりの「問
い」や解釈を用意して授業に臨んでください。発表担当者は、テクストの精読
は大前提として、作家・作品の歴史的・文化的背景、文学技法・理論、または、
先行研究についてリサーチし、あらすじ・語註・考察・設問も含めて配布資料
を作成します。クラスの人数分の資料を用意します。

教科書

『批評理論入門』廣野由美子著、中央公論新社
文学テクストは、プリントを配布します。

参考書

竹内理矢・山本洋平編『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』ミネルヴァ書
房、2021年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（出席、議論への参加度、リアクション・ペーパー）20％、発表・コメ
ント30%、最終レポート50％。原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を
成績評価の前提条件とします。

その他

246_14A12701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ｂ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語で書かれたテクスト─文学作品（詩・小説・エッセイ・
劇）、映画、演説─を主観的に楽しむだけでなく、多角的に分析・考察し、学術
論文を書くための基礎的な技術を身につけます。与えられた問題に答えるので
はなく、「問い」自体を自分で見出します。その「問い」を主題として、リサー
チをし、多角的に考察した内容を、他者に説得力を持って伝える文章力を培っ
ていきます。また、「演習」(seminar)の授業であるため、履修者全員が主体と
なって授業に参加し、口頭発表・議論を重ねて、最終レポート（小論文）を執
筆します。

授業内容

秋学期は以下の作家の作品を読む予定です。アメリカの小説を読み、考察と解
釈の方法を学びながら、研究の基礎を築いていきます。発表担当者は協力して、
あらすじ・語注・背景／理論／先行研究・考察・設問をまとめたレジュメを作
成し、授業で発表します。発表に引き続き、コメンテイターが応答し、クラス
全体でディスカッションをします。授業後、受講者全員リアクション・ペー
パーの提出が求められます。
�．イントロダクション、文学理論の紹介
�．Edgar Allan Poe 精読
�．Edgar Allan Poe 技法
�．William Faulkner 精読
	．William Faulkner 背景
�．William Faulkner 理論

．William Faulkner 先行研究
�．Eudora Welty 技法／理論
�．Eudora Welty 先行研究
10．Katherine Anne Porter 技法／理論
11．Katherine Anne Porter 先行研究
12．Truman Capote 背景／理論
13．Truman Capote 先行研究
14．現代への接続

履修上の注意

演習は学生が主体となる授業です。受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語
を調べるだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言できるように準備し
ます。授業後は、範囲を再読し考察を深め、次週につなげていきます。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員、毎回の授業で対象とする文学テクストについて精読し、自分なりの「問
い」や解釈を用意して授業に臨んでください。発表担当者は、テクストの精読
は大前提として、作家・作品の歴史的・文化的背景、文学技法・理論、または
先行研究についてリサーチし、あらすじ・語註・考察・設問も含めて配布資料
を作成します。クラスの人数分の資料を用意します。

教科書

『批評理論入門』廣野由美子著、中央公論新社
文学テクストはプリントを配布します。

参考書

竹内理矢・山本洋平編『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』ミネルヴァ書
房、2021年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（出席、議論への参加度、リアクション・ペーパー）20％、発表・コメ
ント30%、最終レポート50％。原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を
成績評価の前提条件とします。

その他
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247_14A12605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ａ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英米文学専攻におけるコース履修に必須の基礎技術を、実践を通して練習します。�）対象の選定と共有、�）トピックの
発見、�）研究の企画（トピックの拡張可能性の見極めと方針決定）、�）調査と参照項目の記録、	）ストーリーの製作と発
表、�）議論の進め方、
）議論の結果を踏まえたペーパーの作成──という流れを、簡単なところから経験してもらいます。
この経験を通して、日本語と英語両方を通じての入力から出力までのサイクルを回す自分なりのやり方が発見できれば、主に
演習科目に必要な基礎的アカデミック・スキルを獲得できるはずです。履修到達目標も、このスキルの獲得にあります。
あくまで善意からなのですが、教師が「学生さんにはこれもできるようになって欲しい、あれもできるようになって欲しい」

と「必須技能」をリストアップしていくと、大概膨大な量になってしまいます（本人は、あくまで基礎的な能力だと思ってあ
げているのですが・・・）。しかし、実際の仕事や研究レベルにおいて、これらの技能をひとつひとつ評価することはまずあり
ません。自分の成果にすべての技能を反映させることはできませんし、またいくつかの技能は、そもそも評価にたどり着くま
での必要最低限の項目として「知の作法」の中に含まれているからです（リサーチ・クエスチョンとコンクルージョンがかみ
合っているか、参照先が挙げられているか、所定の／わかりやすいフォーマット／書式で成果が提示されているか、などな
ど）。
大げさに聞こえるかもしれませんが、大学とは、本来、共同作業を通じた知の還元という仕事をすることによって、人類の
知の地平を一歩でも先に進めるという社会貢献を目指す場所です。そのためにはいろいろなやり方があります。自分に合った
やり方は各個人が経験を通じて体得・開発しなければならないし、自分が知りたいこともやはり経験を通じて発見しなければ
なりません。それこそが自分の個性であり、特色であり、自分にしかない社会価値になるのですから。資格を取っても実際の
仕事ができるとは限らない。それと同じで、やってみないとできるようにならないことはたくさんあります。「教えて君」では
なく、教えられる人を目指せるように、授業を進めていきます。

授業内容

�. 映画『ゴジラ』(1954) を観る。
�. ウェブでの関連トピックの見つけ方を練習する。その上で、映画について気づいたことを、各自三つずつ持ち寄って、グ

ループ・ワークの中で披露してもらう。まずはグループでアイデア・マップを作る。それを各グループで発表してもらい、
それをもとに、自分のアイデア・マップを作る（各自提出）。

�. アイデア・マップをいくつかクラスで検討する。各自のネット・参考文献検索の成果をこれに加え、マップを整理すると
同時に、マップから自分の考え方の「癖」を把握できるようにする。「〜ができそうだね」「〜と関連がありそうだね」「こ
れとこれは同じ方面にありそうだね」ということを議論する。発表企画の準備を次週までの課題とする。

�. 各自の発表製作にあたって、研究・調査の方向性（トピックをどの方面に拡張するか）を決定していく（この時点で各自
の発表製作がスタートする）。何人かに発表企画を披露してもらい、それをクラスで検討する。次週に向けて、Susan
Sontag, “The Imagination of Disaster”(1964) を配布する。

	. 数人によるSontag の議論の口頭レポート（要約と報告の練習）。ここでのレポートとは、資料内容の報告のことである。
要約は Sontag の議論の中で、特に興味深いと思った点を三つあげることから始めること（網羅的な要約は必要ない）。必
要に応じて部分的に英語の読み方についての解説を行う（精読の練習）。次週に向けて Inuhiko Yomota, “The Menace from
the South Seas : Honda Ishiroʼs Godzilla (1954)” (2007) を配布する。ここで、ノートの取り方の練習も行う。

�. Yomota の論文において、重要なところをピックアップする。ここでもレポートの発表を数人におこなってもらうが、そ
の主眼は速読、特にスキミングの練習である。それに則したノートの取り方の練習も行う。


. 	と�を踏まえて、現在製作中の発表につき、企画と進捗状況をグループ・ワークで相互検討する。その結果の一部をク
ラス全体に披瀝し、野田がコメントを加える（ストーリーの構築の仕方の練習）。

�. パワーポイントを使ったスライドを見せながらの発表。それを検討しつつ、スライド作成のプロセスを活用したストー
リーの構築法を議論する。この回までは発表内容の完成度は問わない（ので、気軽にやってみて欲しい）。教室内での学生
間の議論の進め方も練習する(Q & A の練習)。

�. 発表。議論。ここからは、内容を問うが、一番の注目点は「目の付け所」と「裏の取り方」である（発想と参照の練習）。
また、教室内での発表の聞き方、ノートの取り方、Q & Aのやりとりの仕方も練習する（発表の時には、それに対するレス
ポンスも評価の対象になる）。

10. 発表。議論。わかりやすい話し方、発表の仕方、ストーリーの組み立て方を検討する。
11. 発表。議論。講評。
12. 発表、議論。講評。
13. 全体議論。ここで各自の発表をどのように発展させられるか、その可能性を議論します。再び、Sontag の議論を振り返

る。期末ペーパー執筆の指南（項目の取捨選択、リサーチ・クエスチョンの絞り込み、など）。
14. 期末ペーパー執筆指南の続き（パラグラフの立て方、複数のパラグラフの組み立て方、引用の仕方、など）。

履修上の注意

この授業は、出席を存在ではなく行動によって示すことが求められます。そのためには、出席に向けての準備が必要です。
報告や発表は、できるだけ自己申告による予約制で行います。自主的に予約を申し出た学生には、報告・発表の評価に「自主
性」を加えた評価を行います。また、報告・発表の担当ではないものの発言も「自主性」を加えた貢献として評価します。ま
た、報告・発表の際に用いたスライド、そしてスクリプト（があれば）は提出してもらいます。また報告・発表を一度も行え
なかった学生さんは、スライドとスクリプトを両方とも提出してもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

『ゴジラ』(1954年）は低額でネット・レンタルにより観ることができます。初回の授業では全部を観られない可能性がありま
すので、できれば授業が始まる前に観ておいてください。十分な数の学生がすでに観ている状態であれば、要点を絞った「再
読」の仕方を練習できます。
また、発表や報告の準備は必須です。各自、パワーポイント（もしくは他のプレゼンテーション・アプリ）の使い方の練習

をしておいてください。

教科書

必要なものは授業中に指示します。また、配布が可能であれば、配布を行います。

参考書

必要なものは授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の発言（30％）。授業中の報告・発表（30％）。期末ペーパー（40％）。発表の評価は、あとの回になるほど厳しくなるの
で、早めの発表予約を薦めます。発表・報告の予定を特段の理由なく「すっぽかした」者は、大幅な減点をするので注意して
ください。
評価対象の中核は、クラスでのアカデミック・コンダクトのために必要なスキルの獲得にあります。これが各自なりに掴め

たかどうかを、過程と成果によって判断します。

その他

基礎演習は、英米文学専攻教員の内、文学分野ものものが担当します。しかし、言語学志望者にも、ここで学習した方法論は
通用するものと考えています（全部が全部ではないでしょうが・・・。）

248_14A12705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（英米文学）Ｂ 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

英米文学専攻におけるコース履修に必須の基礎技術を、実践を通して練習します。�）対象の選定と
共有、�）トピックの発見、�）研究の企画（トピックの拡張可能性の見極めと方針決定）、�）調
査と参照項目の記録、	）ストーリーの製作と発表、�）議論の進め方、
）議論の結果を踏まえた
ペーパーの作成──という流れを、春学期等同様の手順で経験してもらいます。また、秋学期では、
英語入力と、できれば英語での出力の練習にも時間を割く予定です。
春学期で行ったことを思い出すとともに、リサーチ・クエスチョンとコンクルージョンがかみ合っ
ているか、参照先が挙げられているか、所定の／わかりやすいフォーマット／書式で成果が提示され
ているかといった、「知の作法」上の最低限度の「掟」を、体験を通して身につけていきます。
「教えて君」ではなく、教えられる人を目指せるように、授業を進めていくのは、春学期と同様で
す。

授業内容

�. ECS の教科書でも扱う教科書にある Diego Rivera と Frida Kahlo の対照性について確認し、それ
ぞれの特徴を、実際にネットからとってきた絵を見ていくことによって確認する。

�. ウェブでの関連トピックの見つけ方を練習する。Riveraないしは Kahlo の絵について気づいたこ
とを、各自三つずつ持ち寄って、グループ・ワークの中で披露してもらう。まずはグループでア
イデア・マップを作る。それを各グループで発表してもらい、それをもとに、自分のアイデア・
マップを作る（各自提出）。

�. 発表セッションに移る。発表ではRiveraないしは Kahlo の絵について気づいたことを、三つ指摘
し、そこから何が見えてくるかを示してもらう。

�. 同上。ここで、春学期に行った授業の復習の区切りとする。
	. Shakespeare の Sonnet 18 を読む。詩の構成、そして詩人の発想法を見出していく。日本語で良

いので、集団でソネット風の「ラップ」を14行で作ってもらう（これはグループワークになる予
定）。「座の文学」の実践である。

� . 	の成果を披露してもらう。詩人の発想の仕方について、指摘できるところを議論する。
Shakespeare の A Midsummer Nightʼs Dream を次週に向けて課題指定する。


. シェイクスピア の『十二夜』 (TN) について三つ気になることをグループ・ワークで各自披露
してもらい、その様子をグループごとに報告してもらう。また作品の構造について気になるこ
と、考えられるトピックの発展可能性についても議論する。参考文献リストを各自作ってもらう
（課題）。

�. 発表企画のグループ・ワークによる検討と個別発表。参考文献リストと絡めて企画発表を行うこ
と。

�. パワーポイントを使ったスライドを見せながらの発表。それを検討しつつ、スライド作成のプロ
セスを活用したストーリーの構築法を議論する。この回までは発表内容の完成度は問わない（の
で、気軽にやってみて欲しい）。教室内での学生間の議論の進め方も練習する(Q & A の練習)。

10. 発表。議論。ここからは、内容を問うが、引用の仕方（要約で済ませるか、例示としていんよう
するか、などなど）。教室内での発表の聞き方、ノートの取り方、Q & Aのやりとりの仕方も春学
期に続き練習する（発表の時には、それに対するレスポンスも評価の対象になる）。

11. 発表。議論。わかりやすい例示の仕方、リサーチ・クエスチョンとコンクルージョンのすりあわ
せ方を検討する。

12. 発表。議論。講評。
13. 発表、議論。講評。
14. 全体議論。発表やペーパーの構成のあり方を、野田がいくつか例示する。そこから期末ペーパー

執筆の指南（項目の取捨選択、リサーチ・クエスチョンの絞り込み、
パラグラフの立て方、複数のパラグラフの組み立て方、引用の仕方、など）。

履修上の注意

この授業は、出席を存在ではなく行動によって示すことが求められます。そのためには、出席に向け
ての準備が必要です。報告や発表は、できるだけ自己申告による予約制で行います。自主的に予約を
申し出た学生には、報告・発表の評価に「自主性」を加えた評価を行います。また、報告・発表の担
当ではないものの発言も「自主性」を加えた貢献として評価します。また、報告・発表の際に用いた
スライド、そしてスクリプト（があれば）は提出してもらいます。また報告・発表を一度も行えな
かった学生さんは、スライドとスクリプトを両方とも提出してもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

『十二夜』は訳本で良いので、事前に読んでおいてください。また、発表や報告の準備は必須です。
各自、パワーポイント（もしくは他のプレゼンテーション・アプリ）の使い方の練習をしておいてく
ださい。

教科書

必要なものは授業中に指示します。また、配布が可能であれば、配布を行います。

参考書

必要なものは授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の発言（30％）。授業中の報告・発表（30％）。期末ペーパー（40％）。発表の評価は、あとの
回になるほど厳しくなるので、早めの発表予約を薦めます。発表・報告の予定を特段の理由なく
「すっぽかした」者は、大幅な減点をするので注意してください。
評価対象の中核は、クラスでのアカデミック・コンダクトのために必要なスキルの獲得にありま
す。これが各自なりに掴めたかどうかを、過程と成果によって判断します。

その他

基礎演習は、英米文学専攻教員の内、文学分野ものものが担当します。しかし、言語学志望者にも、
ここで学習した方法論は通用するものと考えています（全部が全部ではないでしょうが・・・。）
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249_14A22501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（ドイツ語圏文化）Ａ 井 上 周 平

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉
この授業では、ドイツ語圏についての基礎知識を獲得すると同時に、学術情
報の入手や文献の読み方、レポートの作成、発表の準備などの基本的なスキ
ルを学びます。春学期の基礎演習Aは、ドイツ語圏文化について主に歴史的側
面に焦点をあて、入門書の講読を通じて、内容の把握と要約を行います。必
要に応じて、現代ドイツ文化の側面からの情報の補足やアップデートも行い
ます。その後、講読に基づいたレポートの作成と受講者間での相互レヴュー
を行い、最終レポートにまとめる作業を行います。

〈到達目標〉
ドイツ語圏の歴史的側面についての基礎知識を習得します。その際、グルー
プワークやピアレヴューを通じて、文献の内容を正確に把握し、伝達する力
を養います。また、専門用語の調査や複数の文献の比較を通じて、知識を多
角的に深く掘り下げていく態度を身につけます。

授業内容

�. イントロダクション
�. 文献の読み方・要約の仕方の基本
�. 講読ラウンド：中世
�. 講読ラウンド：近世
	. 講読ラウンド：19世紀前半
�. 講読ラウンド：19世紀後半〜20世紀

. 講読ラウンド：第一次世界大戦〜ナチ時代
�. 講読ラウンド：1945年以降
�. 講読ラウンド：テーマ史①
10. 講読ラウンド：テーマ史②
11. レポートの書き方
12. プレゼンテーションの基本の確認
13. レポートの相互チェック（ピアレビュー）
14. まとめ

履修上の注意

・演習形式の授業のため、発表担当以外の受講者も積極的な発言をすること
が望まれます。
・授業内容は計画であり、進行に応じて変更されることがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

・講読では、受講者全員が次の回のテクストに目を通しておき、発表担当者
が配付用のレジュメを作成します。
・発表をレポートとして仕上げられるように、自分の担当以外についてもポ
イントとなる要素を記録しておきます。

教科書

特に定めません

参考書

『アカデミック・スキルズ：大学生のための知的技法入門（第�版）』佐藤望
編著（慶應義塾大学出版会）2020年
https://opac2018.lib.meiji.ac.jp/webopac/BB00861601
https://opac2018.lib.meiji.ac.jp/webopac/XB90014228

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表40％、レポート30％、ディスカッションへの参加30％

その他

2023年度の授業改善案
・発表の仕方やレポートの書き方の理解についてポジティブな評価があるの
で、より理解が深まるような工夫をしていく。
・講読の内容・分量をより適切なものに調整していく。

250_14A22601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（ドイツ語圏文化）Ｂ 井 上 周 平

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉
この授業では、ドイツ語圏についての基礎知識を獲得すると同時に、学術情
報の入手や文献の読み方、レポートの作成、発表の準備などの基本的なスキ
ルを学びます。秋学期の基礎演習Bは、個人の関心について、テーマの設定
や文献調査の方法を学び、10分程度の発表と最終レポートにまとめる作業を
行います。

〈到達目標〉
文献や情報を収集し、特定のテーマについての報告を論理的な文章にまとめ
あげる方法を身につけます。

授業内容

�. イントロダクション
�. テーマの探し方、文献の探し方
�. 図書館の使い方、書誌の記録の仕方
�. テーマ決定報告
	. レポートの作成とツールの利用
�. 個人発表①

. 個人発表②
�. 個人発表③
�. 個人発表④
10. 個人発表⑤
11. 個人発表⑥
12. 個人発表⑦
13. レポートの相互チェック（ピアレビュー）
14. まとめ

履修上の注意

・演習形式の授業のため、発表担当以外の受講者も積極的な発言をすること
が望まれます。
・個人発表に際しては、事前に発表テーマに関する予習用の資料（事典項目
や文学作品の一節、図表のコピーなど。A4一枚程度）を配付して貰います。
・授業内容は計画であり、進行に応じて変更されることがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

・発表担当者は配付用のレジュメを作成します。
・発表担当者以外の全員が、予習用資料に目を通しておきます。

教科書

特に定めません

参考書

『アカデミック・スキルズ：大学生のための知的技法入門（第�版）』佐藤望
編著（慶應義塾大学出版会）
『ドイツの実情（2018年改訂版）』FAZIT Communication GmbH／ドイツ連邦
共 和 国 外 務 省 <https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/ja/
pdfdaunrodo-ebutuku>

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表40％、レポート30％、ディスカッションへの参加30％

その他

2023年度の授業改善案
・レポートの書き方の理解についてポジティブな評価があるので、引き続き
より理解が深まるような工夫をしていく。
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251_14A34401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（フランス文学）Ａ 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、「読書感想文」ではない「批評文」や「論文」を書くことを学びます。作
品からなんらかの「教訓」を受け取ったり、登場人物の「気持ち」になって心を動かされ
るような読書は、おそらく大学で学ばなくてもあるていど自然にできるところがありま
す。そのような読み方をやめる必要はまったくありませんし、ぜひそのようにして大いに
読書を楽しんでください。しかし、「卒業論文」にむけて、文学の「レポート」を書こう
と思うのであれば、まずは「読み方」をすこし変えてみる必要があります。
たとえば世の中には、「速読」といわれる本の読み方がありますが、この授業では、本を
ふつうよりもずっと「遅く読む」方法を身につけます。方法といっても「�．ゆっくり読
む」「�．戻って読む」「�．繰り返し読む」「�．イメージをひとつひとつ出力しながら
読む」といった基本的なことから始まるのですが、「	．人物相関図などを自分でつくる」
「�．ふせんを貼る」「
．辞書を引く」「�．地図や歴史的事実をしらべながら読む」な
どの具体的な手段を実践してみるだけで、自分の中の「読むこと」が変わってゆくことが
実感できます。そして、「�．その本について語ってみる」という作業を通して、面白い
作品は「なぜ」面白いのか、どこにどのような工夫がなされており、どこがどう感動的な
のかを自分の言葉で書けるようにし、「読むこと」を今までよりもさらに楽しめるように
することがこの授業の目標です。
図書館や本屋さんに行くこと、読んだ本について友達と話すこと、次はどんな本を読もう
か、卒業論文では何をテーマにしようか、そうしたことを日常的に考え、本を読むための
モチベーションをあげるための場として、この授業を活用してください。

授業内容

春学期はまず、芸術作品についてよく耳にする「この作品のメッセージはなにか」という
問いをいったん遠ざけ、まずは作品の「身体性」や「物質性」に目を向ける姿勢を身につ
けることから始めます。そして「読む」ということは決して受動的なことではなく、創造
的な行為でもあること、テクストは「読むこと」によって完成することを体験します。
�．「沈黙の通訳」の批評的読解
�．外国語を学ぶということ／言語の恣意性について
�．ナボコフ『ヨーロッパ文学講義』
�．フランク・パヴロフ『茶色の朝』の教訓的読解とテクスト分析
	．批評の方法�（色／天候／職業／固有名／細部／時間／土地）
�．批評の方法�（反復／対比／エスカレーション／スローモーション／クロースアッ
プ）


．批評の方法�（視点／速度／省略／不在／神話）
�．批評の方法�（「間違った読解」／社会学的調査の必要／歴史と文学）
�．差別について�（発表）：フェミニズム
10．差別について�（発表）：人種差別
11．差別について�（発表）：入管
12．ゲスト招聘
13．レポート講評�：カミュ『異邦人』「太陽のせい」の実際
14．レポート講評�：因果関係に抗して

履修上の注意

演習形式の授業なので、ディスカッションや発表があります。レポートはすべて公表され
ることを前提に書いていただき、小レポートを�回提出します。同級生のレポートを互い
に読み合うことで、自分にはなかった視点や、思いもよらなかった「気づき」に驚かされ
ながら、添削やコメントを参考にして、期末レポートを仕上げてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

図書館に行く習慣をつけ、指定された本や資料は必ず期日までに読んでおいてください。

教科書

永井敦子・畠山達・黒岩卓編著『フランス文学の楽しみかた （シリーズ世界の文学）』
（ミネルヴァ書房）。
このほかにも授業中にいろいろ紹介しますので、自分の足をつかって本を取りに行ってく
ださい。

参考書

『新版 フランス文学史』、白水社、1992年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表、授業への参加度、発言内容、リアクションペーパー）（40パーセント）、小
レポートと期末レポート（60パーセント）。

その他

文学テクストの詳細な批評的分析だけでなく、広く社会に対しても批評的・批判的な思考
ができるようになるために、差別について全員がおこなった	分の口頭発表（フェミニズ
ムまたは人種差別に関わる本か映画をひとつ選んで、メモを見ずに紹介する）が大変好評
であったので、今年度も続行することにする。

252_14A34501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（フランス文学）Ｂ 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期は春学期に学んだことを踏まえたうえで、ジャンルをフランス文学に限定した
「ビブリオバトル」をおこないます。毎回�人程度の発表者が、自分で選んだ作品の面
白さを	分以内でできるかぎり熱く紹介し、数分間の質問タイムを設けます。最後に
全員で「一番読みたくなった本」に投票し、その日の「チャンプ本」を決めます。当
日までどんな本が選ばれてくるのかは教員にもわかりませんが、投票後に、各発表に
ついての講評をおこないます。その際には、文学史的な知識の補足、影響関係を持つ
作家や流派の紹介、映画化・漫画化のケースなどへと話を広げ、翌週、それらの情報
について整理したプリントを配布します。
秋学期の終わりには、授業で紹介された作品のうちどれか一作を選んで、その魅力や
読みどころを分析してレポートにしてもらいます。ビブリオバトルの際には「主観的」
であってもかまわなかった「感想」や「印象」を、「客観的」な言葉に変換することが
求められます。作品の構造、語りの視点、表現や文体の特徴や工夫、時間軸の設定な
ど、そのつど「根拠」と「引用」を提示しながら、具体的な分析と論証をおこなって
ください。レポートは公開を前提としますので、同じ一冊の本を友達はどう読んだの
か、他者に伝わる言葉とはどんな言葉なのか、自分自身も「表現する」ことに挑戦し
つづけながら、「読むこと」や「書くこと」の体験を深めていってください。

授業内容

後期レポートを書くための着眼点や批評のポイント、分析方法などについては、ビブ
リオ・バトルの講評の際に、紹介された作品に関連づけながら織り込んでいくように
します。したがって、どの回にどのテーマについて触れることになるかはわかりませ
んが、次のようなテーマについて、どこかのタイミングで話すことができればと思い
ます。
�．夏休みの課題提出
�．ビブリオ・バトル（�）具体／色彩／装飾／描写
�．ビブリオ・バトル（�）時間軸／土地の名
�．ビブリオ・バトル（�）人称／固有名／職業
	．ビブリオ・バトル（�）象徴／暗示／比喩
�．ビブリオ・バトル（	）偶然／声／伏線／作品の構造

．批評の方法�：作者／語り手／作品／テクスト
�．批評の方法�：問いの立て方
�．『1984年』のレポート講評�
10．『1984年』のレポート講評�
11．ディストピアをめぐって
12．ゲスト講師招聘
13．期末レポートの講評�
14．期末レポートの講評�

履修上の注意

自分が発表を担当しない日には、集中して発表者の話を聴き、質問をすることが仕事
になります。「聴く力」をのばし、「質問する力」をつける機会だと考えてください。
言うまでもなく、「聴くこと」は「読むこと」につながり、「問いを持つこと」は、「書
くこと」に必須の要素です。

準備学習（予習・復習等）の内容

�年時に卒業論文を書くための準備をしているのだと思って、日常的に多くの本や映
画や造形作品に触れてください。そして「自分はこれで行こう」と思えるような作家
や作品、テーマを見つけてください。

教科書

特に指定しません。

参考書

批評の方法を学ぶための手引きとして、T・イーグルトン『文学とは何か』（岩波書
店）、土田知則・神郡悦子・伊藤直哉『現代文学理論』（新曜社）、三原芳秋・渡邊恵
理・鵜戸聡『文学理論』（フィルムアート社）、北村紗衣『批評の教室』（ちくま新書）
をあげておきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表、授業への参加度、発言内容）40パーセント、中間レポートと期末レ
ポート60パーセント。

その他

文学理論や文学批評の教科書をあえてあらかじめ読まずに、むしろクラスメートのレ
ポートから発見を得て、失敗や後悔を身をもってくりかえすなかで読解を深めてゆく
道を採っているが、やはり批評というものの概要を知るために、今年度は、教科書に
なるような著作も積極的に紹介してゆく。
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253_14A34402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（フランス文学）Ａ 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランスについて学ぶと同時に、文学部の基礎的な教養を身につけ、文献の探し方、
読み方、利用の仕方、発表の仕方、レポートの書き方などといった技術的な要素も
身につける。フランス文化・思想の下地になっている古典を読み、それについて理
解し、ある程度独自の見解を持つようにする。前期は主にレポートの書き方を習得
する。

授業内容

第�回 紹介・説明
第�回 図書館資料検索ツアー
第�回 プラトン『国家』について
第�回 プラトン『国家』（グループ研究）
第	回 プラトン『国家』（グループ研究）
第�回 プラトン『国家』（発表＆レポート提出）
第
回 レポート：『国家』（レポート返却）
第�回 デカルト『方法序説』について
第�回 デカルト『方法序説』（グループ研究）
第10回 デカルト『方法序説』（グループ研究）
第11回 デカルト『方法序説』（発表＆レポート提出）
第12回 デカルト『方法序説』（レポート返却）
第13回 映画『小さな哲学者たち』スクリーニング
第14回 まとめ：考えるということについて＆大学という場所

履修上の注意

とにかく本を読んでもらいたい。わからなくても構わないからとにかく読み、疑問
をもってもらいたい。そして自分で問題を立てて、考える術を身につけてほしい。
そのため、授業時間以外でも積極的に読書や調べ物をしてもらう。もう勉強ではな
く、自分のためにこの授業に参加し、考えていってもらいたい。授業で質問し、発
言すること。これも評価に入ります。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り扱う本を必ず前もって読んでおくこと。授業中ノートをできるだけ取り、
授業後、それを元に考え、次週の議論につなげること。知らない言葉、固有名詞、
思想、歴史的事象については必ず調べておくこと（予習・復習）

教科書

プラトン『国家』岩波文庫
デカルト『方法序説』ちくま学芸文庫
ジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』白水社Uブックス、『人間不平等起源論・
社会契約論』中公クラシックス
大岡昇平『靴の話』集英社文庫
ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体』書籍工房早山

参考書

伊藤貞夫『古代ギリシャの歴史』講談社学術文庫
佐々木毅『よみがえる古代史創』講談社学術文庫
内山勝利『プラトン「国家」逆説のユートピア』岩波書店
谷川多佳子『デカルト「方法序説」を読む』、岩波現代文庫
田中仁彦『デカルトの旅/デカルトの夢──「方法序説」を読む 』、岩波現代文庫
ディミトリ ダヴィデンコ『快傑デカルト─哲学風雲録』 (Planetary classics)工作
社、1992
ジュヌヴィエーヴ ロディス=レヴィス『デカルト伝』未來社1998/�
小林道夫『デカルト入門』ちくま新書
ジャン・スタロバンスキ『ルソー、透明と障害』みすず書房
作田啓一『ルソー、市民と個人』白水社Uブックス
福田歓一『ルソー』岩波現代文庫
桑瀬章二郎『ルソーを学ぶ人のために』世界思想社、2010
など

課題に対するフィードバックの方法

レポートに具体的なコメントをたくさん加えるので、きちんと読み、場合によって
は書き直してもらう。

成績評価の方法

授業参加50％＋レポート50％

その他

254_14A34502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（フランス文学）Ｂ 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランスの革命以降のフランスの政治的・歴史的・文学的発展から、ひと、人間、
個人について考える。後期は発表の仕方を学ぶ。啓蒙思想の重要なテキスト�篇
の抜粋（教員が指示）を考えてもらい、そこから発表を作ってもらう。

授業内容

第�回 説明
第�回 Encyclopedie, 『百科全書』（教員による見本発表）
第�回 Hobbes, Leviathan, ホッブス『リヴァイアサン』
第�回 Montesquieu, L'Esprit des lois, Les Lettres persanes, モンテスキュー『法

の精神』、『ペルシャ人の手紙』
第	回 Voltaire, Candide, De l'Intolérance, ヴォルテール『カンディード』、『寛容

論』
第�回 Diderot, Le Neveu de Rameau, Supplément au voyage de Bougainville,ディ

ドロ『ラモーの甥』、『ブーガンヴィル航海記補遺』
第
回 Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, Le

Contrat social, ルソー『不平等起源論』、『社会契約論』
第�回 Rousseau, Les Confessions, Rêveries du promeneur solitaire, ルソー『告

白』、『孤独な散歩者の夢想』
第�回 Stendhal, Le Rouge et le noir、スタンダール『赤と黒』
第10回 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Livre II, 2e partie, chap. � et

�、トクヴィル『アメリカのデモクラシー』
第11回 Zola, Germinal 、ゾラ『ジェルミナル』
第12回 啓蒙に関するレポート提出＆発表
第13回 デモについて。その歴史と概念（発表とディスカッション）
第14回 レポート返却＆まとめ

履修上の注意

とにかく本を読む。自分の担当ではない課題の本も読む。そしてテキストを分析
する方法を身につける。発表は聞くだけではなく、わからないところは追求する。
必ずお互いに評価・批判する。批判することを悪いことだと思わない。根拠のあ
る批判は大事。

準備学習（予習・復習等）の内容

[必須]
授業中にマメにノートを取り、翌週までに前回話題になったことについて考えて
くる。知らない言葉、固有名詞、歴史的事象、思想については、必ず家で調べる
（予習・復習ともに）。

教科書

Textbook(s)#【次年度編集用】
随時配信

参考書

水林章『公衆の誕生、文学の出現』、みすず書房、2003
『「カンディード」<戦争>を前にした青年 (理想の教室) 』、みすず書房、2005
ロジェ・シャルチエ『書物から読書へ』、みすず書房、1992
E. R. クルチウス『フランス文化論』、みすず書房、1976
モンテーニュ『エッセー』宮下志朗訳、白水社
ディドロ『ブーガンヴィル航海記補遺─他一篇』、岩波文庫、1991
ブーガンヴィル＆ディドロ『世界周航記,ブーガンヴィル航海記補遺─実録vs.架空
旅行記 (シリーズ世界周航記 �) 』、岩波書店、2007
トクヴィル『アメリカにおけるデモクラシーについて』、中公クラシックス、2015
スタンダール『赤と黒』、岩波文庫
ゾラ『ジェルミナール』、論創社、2007

課題に対するフィードバックの方法

前期に同じ。

成績評価の方法

授業参加50％（発表含む）＋レポート50％

その他

参加者の希望により、シラバスに若干変更を加える場合がある。
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255_14A42103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ａ 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇学の基礎文献を読むことで、演劇という対象に敢えてテキスト

からアプローチすることを学ぶ。課題図書を分担し、その内容をまと

めて発表することが中心になる。

学問の対象として演劇を論じることを学び、演劇を学ぶための基礎

となる枠組みを把握することを目標とします。受講生の様子を見て、

個別発表あるいはグループ発表の形をとります。

授業内容

第�回 イントロダクション

第�-�回 課題図書の決定、報告の仕方などの案内

第�-13回 口頭発表

第14回 総括

履修上の注意

積極的に授業に参加しましょう。状況によっては、ゲストを招いて特

別授業や課外授業を課す場合もあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は、発表内容をまとめたレジュメ（配布資料）を準備する

こと。

発表担当でない場合も、対象となる演劇論に関して各自学習しておく

こと。

教科書

なし

参考書

エリカ・フィッシャー＝リヒテ『演劇学へのいざない』国書刊行会、

2013年

クリスティアン・ビエ、クリストフ・トリオー『演劇学の教科書』国

書刊行会、2009年

アリソン・ホッジ『二十世紀俳優トレーニング』而立書房、2005年

など

その他の参考書に関しては、授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（担当時の発表内容、授業内での発言等）60%、最終レポート

40%で評価する。

その他

256_14A42203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ｂ 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇学の基礎文献を読むことで、演劇という対象に敢えてテキスト

からアプローチすることを学ぶ。課題図書を分担し、その内容をまと

めて発表することが中心になる。

学問の対象として演劇を論じることを学び、演劇を学ぶための基礎

となる枠組みを把握することを目標とします。受講生の様子を見て、

個別発表あるいはグループ発表の形をとります。

授業内容

第�回 イントロダクション

第�-�回 資料の集め方、発表の仕方などの案内。課題図書の決定。

第�-13回 口頭発表

第14回 総括

履修上の注意

積極的に授業に参加しましょう。状況によっては、ゲストを招いて特

別授業や課外授業を課す場合もあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は、発表内容をまとめたレジュメ（配布資料）を準備する

こと。

発表担当でない場合も、対象となる演劇論に関して各自学習しておく

こと。

教科書

なし

参考書

エリカ・フィッシャー＝リヒテ『演劇学へのいざない』国書刊行会、

2013年

クリスティアン・ビエ、クリストフ・トリオー『演劇学の教科書』国

書刊行会、2009年

アリソン・ホッジ『二十世紀俳優トレーニング』而立書房、2005年

など

その他の参考書に関しては、授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（担当時の発表内容、授業内での発言等）60%、最終レポート

40%で評価する。

授業中にテキストをしっかり読み込んでいるか、テキストと向き合っ

ているか、なども含めて総合的に判断します

その他
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257_14A42104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ａ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本の近・現代の「劇作家」をテーマに、�名乃至�名の「劇作家」に焦点を絞
り、その作品を、分担して読みすすめる。
「戯曲」を味わうには、さまざまなアプローチがあるが、ひとりの「劇作家」の作
品を、年代ごとに読みすすめてみるのも、一つの方法であろう。 同じ作家の複数の
作品を読むことで、その「劇作家」の特質や、技法の変遷、作品ごとの工夫が見え
てくる。
この演習では、「劇作家」が「戯曲」を書き続けるなかで、どのような課題に向き
合ったのか、執筆された「時代」との関係も含めて考察する。
最初に導入的な講義を行うが、なによりも各自が作品と向き合い、自分の考えを
整理して「発表」することが重要である。それぞれの「発表」については、お互い
に意見交換をする「討論」の場を設けることにしたい。演習という形式の利点を生
かして、より深く「戯曲」に親しみ、演劇における「劇作家」および「演出家」の
役割についても考えて欲しい。

授業内容

第�回 「戯曲」とは何か
第�回 日本の「劇作家」について
第�回 「劇作家」や「戯曲」についての調査と研究について
第�回 図書館を利用した調査・研究方法について
第	回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第�回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第
回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第�回 第�回の発表
第�回 第�回の発表についての討論
第10回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第11回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第12回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第13回 第�回の発表と討論
第14回 「劇作家」や「戯曲」についてまとめる（「小論文」）

履修上の注意

演習の場合には、講義とは異なる形でテーマにアプローチをすることになる。「発
表」や「討論」の場において受講者ひとりひとりがお互いの意見を交換することで、
より楽しく、より深く学ぶことが出来るようになるはずである。本演習では各自に
「発表」、「討論」への参加、レポート（「小論文」）を課すが、特に「討論」には積極
的な姿勢で臨んで欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

演習の場合には、発表者はもちろん、「発表」を聴く参加者側にも準備が必要であ
る。参加者側が「発表」を聴くための準備をしていれば、テーマについてより深い
内容の「討論」が展開されることになろう。具体的には、「発表」のテーマに関わ
る、基礎的な情報を調べるなどの「予習」を心がけて欲しい。また、「発表」を聴い
たあとで、その日の「発表」のポイントがどこにあったのかを考えて、自分なりに
整理するなどの「復習」も重要である。これらの「予習」や「復習」によって、演
習のメンバー間で問題意識を共有することができるようになるはずである。

教科書

受講者の意見を聞いた上で研究する「劇作家」と「作品」を決めるので、教科書
はあらかじめ指定しない。最初の「劇作家」や「戯曲」についての講義においては、
レジュメおよび講義資料を用意する。

参考書

受講者の意見を調整し研究する「劇作家」と「作品」を決めるので、開講後に、
テーマに合わせて紹介していく。

課題に対するフィードバックの方法

発表・レポート等について、フィードバックが必要な場合には、全体に向けてコ
メントする。

成績評価の方法

「発表」35％、レポート（「小論文」）35％、および「討論」への参加状況30％によ
り評価する。

その他

演習は、受講者相互の協力が不可欠である。お互いの考えを尊重しあうことを第
一に心掛けて欲しい。テーマに関連する舞台作品の上演があれば、適宜、鑑賞（ま
たは放映・配信の視聴）もとり入れながらすすめる予定である。作品鑑賞の課題が
出た場合には積極的に取り組んで欲しい。

258_14A42204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ｂ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本の近・現代の「劇作家」をテーマに、�名乃至�名の「劇作家」に焦点を絞
り、その作品を、分担して読みすすめる。
「戯曲」を味わうには、さまざまなアプローチがあるが、ひとりの「劇作家」の作
品を、年代ごとに読みすすめてみるのも、一つの方法であろう。 同じ作家の複数の
作品を読むことで、その「劇作家」の特質や、技法の変遷、作品ごとの工夫が見え
てくる。
この演習では、ひとりの作家の、複数の戯曲に触れることで、作家と作品につい

て考察し、「劇作家」が「戯曲」を書き続けるなかで、どのような課題に向き合った
のか、執筆された「時代」との関係も含めて考察する。
最初に導入的な講義を行うが、なによりも各自が作品を真摯に読み、自分の考え
を整理して発表することが重要である。それぞれの「発表」については、お互いに
意見交換をする（討論）の場を設けることにしたい。この形式の利点を生かしてよ
り深く「戯曲」に親しみ、演劇における「演出家」の役割についても考えて欲しい。

授業内容

第�回 「劇作家」と「戯曲」について
第�回 「比較」の方法について（「劇作家」および「作品」の比較）
第�回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第�回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第	回 作品を読む（作品研究その�）第�回
第�回 第�、�回目の発表と討論
第
回 第�、�回目の発表と討論
第�回 第	、�回目の発表と討論
第�回 第
、� 回目の発表と討論
第10回 第�、10 回目の発表と討論
第11回 「演出家」の役割について（討論）
第12回 第11、12 回目の発表と討論
第13回 第13、14 回目の発表と討論
第14回 作品をどのように読んだか、考えをまとめる（「小論文」）

履修上の注意

演習の場合には、講義とは異なる形でテーマにアプローチをすることになる。「発
表」や「討論」の場において受講者ひとりひとりがお互いの意見を交換することで、
より楽しく学ぶことが出来るようになるはずである。本演習では各自に「発表」、
「討論」への参加、レポート（「小論文」）を課すが、特に「討論」には積極的な姿勢
で臨んで欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

演習の場合には、発表者はもちろん、「発表」を聴く参加者側にも準備が必要であ
る。参加者側が「発表」を聴くための準備をしていれば、テーマについてより深い
内容の「討論」が展開されることになろう。具体的には、「発表」のテーマに関わ
る、基礎的な情報を調べるなどの「予習」を心がけて欲しい。また、「発表」を聴い
たあとで、その日の「発表」のポイントがどこにあったのかを考えて、自分なりに
整理するなどの「復習」も重要である。これらの「予習」や「復習」によって、演
習のメンバー間で問題意識を共有することができるようになるはずである。

教科書

受講者の意見を聞いた上で研究する「劇作家」と「作品」を決めるので、教科書
はあらかじめ指定しない。最初の「劇作家」や「戯曲」についての講義においては、
レジュメおよび講義資料を用意する。

参考書

受講者の意見を調整し研究する「劇作家」と「作品」を決めるので、開講後に、
テーマに合わせて紹介していく。

課題に対するフィードバックの方法

発表・レポート等について、フィードバックが必要な場合には、全体に向けてコ
メントする。

成績評価の方法

「発表」35％、レポート（「小論文」）35％、および「討論」への参加状況30％によ
り評価する。

その他

演習は、受講者相互の協力が不可欠である。お互いの考えを尊重しあうことを第
一に心掛けて欲しい。テーマに関連する舞台作品の上演があれば、適宜、鑑賞（ま
たは放映・配信の視聴）もとり入れながらすすめる予定である。作品鑑賞の課題が
出た場合には積極的に取り組んで欲しい。
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259_14A42102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ａ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇学の学習の入り口として、シェイクスピアの劇世界の魅力を多角

的に鑑賞する。

今年度は悲劇作品を一つ取り上げ、テキストの読解を、音読を含めて

徹底的に行っていく。

授業内容

第�回 授業内容についての総合的な案内

第�回 発表の概要の説明

第�回〜第13回 受講生によるテキストの読解。音読を含む

第14回 まとめ、ふりかえり

履修上の注意

授業内容と関連した上演がある場合、ゼミ単位で鑑賞に行く予定。

また、見学会等の課外授業も予定している。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの該当箇所は必ず事前に読んでおくこと。

教科書

シェイクスピア『ヴェニスの商人』を使用予定（出版社については授

業内で指示する）

参考書

授業内で適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

参加者同士の相互の意見交換の機会を毎回設けていく。それをもって

フィードバックとする。

成績評価の方法

毎回の授業内での取り組み（発言と討論の内容）で評価する。

特に意見交換への積極的参加を評価の対象とする。

その他

260_14A42202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ｂ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇学の学習の入り口として、シェイクスピアの劇世界の魅力を多角

的に鑑賞する。

秋学期は、春学期に行った読解を踏まえて、その作品をめぐって与え

られたテーマについて受講生が調べ、報告を重ねていく。

授業内容

第�回 授業内容についての総合的な案内

第�回 発表の概要の説明

第�回〜第13回 受講生の発表

第14回 まとめ、ふりかえり

履修上の注意

授業内容と関連した上演がある場合、ゼミ単位で鑑賞に行く予定。

また、見学会等の課外授業も予定している。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの該当箇所は必ず事前に読んでおくこと。

教科書

シェイクスピア『ヴェニスの商人』（出版社については授業内で指示

する）

参考書

授業内で適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

適宜授業内でコメントをしていく。

成績評価の方法

毎回の授業内での取り組み（発表と討論）で評価する。

担当の発表が仮にうまくいかなくても、他人の発表での意見交換にお

いて、十分に挽回しうる。

その他
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261_14A42101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ａ 村 島 彩 加

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近代日本演劇史の重要なトピックを取り上げ、学生報告を通してその

流れを学ぶ。

授業内容

第一回 春学期で扱う範囲についての解説

第二回 図書館見学（予定）

第三回 学生プレゼンテーション

第四回〜第十三回 学生報告

第十四回 春学期総括

履修上の注意

教員の専門が近代日本演劇（歌舞伎・宝塚歌劇）なので、同時期や歌

舞伎・宝塚歌劇に関心があると積極的な学びが得られると思われる。

ゼミ形式での授業となるため、積極的な発言が求められる。

また、出席を重視する。

準備学習（予習・復習等）の内容

特に必要はないが、授業内で参考図書などを随時伝えるので、それら

に目を通すことが深い学びにつながる。

教科書

特になし。

参考書

授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席45％、参加態度（報告の出来、発言、学習意欲等）55％。

その他

262_14A42201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（演劇学）Ｂ 村 島 彩 加

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期には取り上げられなかったテーマの中から、学生各自が関心の

あるテーマについて調査・報告を行う。

授業内容

第一回 課題の設定・報告の順番について議論

第二回〜第三回 映像鑑賞、報告についての質問・相談の受付

第四回〜第十三回 学生報告

第十四回 秋学期総括

履修上の注意

教員の専門が近代日本演劇（歌舞伎・宝塚歌劇）なので、同時期や歌

舞伎・宝塚歌劇に関心があると積極的な学びが得られると思われる。

ゼミ形式での授業となるため、積極的な発言が求められる。

また、出席を重視する。

準備学習（予習・復習等）の内容

特に必要はないが、授業内で参考図書などを随時伝えるので、それら

に目を通すことが深い学びにつながる。

教科書

特になし。

参考書

授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席45％、参加態度（報告の出来、発言、学習意欲等）55％。

その他
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263_14A51601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ａ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めて
いく上で必要不可欠な基礎的知識と方法を，具体的な作業・訓練を通
じて習得する。
具体的には、�,文献調査の技術を身につける。�,発表の技術を学
ぶ。�,議論の作法を学ぶ。�,小論文・レポートの書き方を覚える。
といったことになる。

授業内容

� イントロダクション
� テーマの設定方法
� 資料収集の方法
� 図書館ツアー
	 レジュメの作成方法
� プレゼンテーションの方法

 記事を書く
� 資料収集
� 一回目の発表
10 コラムを書く
11 二回目の発表
12 書評を書く
13 三回目の発表
14 全体のまとめ、講評

履修上の注意

演習の主体はあくまで学生自身であることを銘記すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表の準備は言うまでもなく、今後の研究、発表の基本を早く
身につけるべく、自宅学習が欠かせない。

教科書

『メディアは誰のものか』集英社新書
外山滋比古『思考の整理学』ちくま文庫

参考書

各新聞

課題に対するフィードバックの方法

課題は公表し、発表をもとに全員で議論する。

成績評価の方法

発表50％と授業での発言などによる参加50％

その他

264_14A51701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ｂ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めて
いく上で必要不可欠な基礎的知識と方法を，具体的な作業・訓練を通
じて習得する。
具体的には、�,文献調査の技術を身につける。�,発表の技術を学
ぶ。�,議論の作法を学ぶ。�,小論文・レポートの書き方を覚える。
といったことになる。

授業内容

� イントロダクション
�、�『きけ わだつみのこえ』の輪読とテーマ設定
� 木村の遺書一通目
	 木村の遺書二通目
� 加古による解説

〜14は各人が定めたテーマで、一人20分のプレゼンテーションを行
う。
その際、題材を『真実の「わだつみ」』にとっていれば、それ以外、

テーマ設定や方法は自由とする。
たとえば次のようなさまざまな方面からのアプローチが考えられる
だろう。
・人間が最期に残す言葉
・冤罪事件
・徴兵された兵士たちの思想
・『きけ わだつみのこえ』における編集／改竄
・ルポルタージュを書くということ
など。

履修上の注意

演習の主体はあくまで学生自身であることを銘記すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表の準備は言うまでもなく、研究、発表の基本を身につける
べく、自宅学習は欠かせない。

教科書

『きけ わだつみのこえ』 岩波文庫
島尾敏雄『出発は遂に訪れず』『魚雷艇学生』

参考書

加古陽治「真実の「わだつみ」」東京新聞

課題に対するフィードバックの方法

課題は公表し、それをもとに議論を行う。

成績評価の方法

発表50％と授業での発言などによる参加50％

その他
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265_14A51604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ａ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めて
いく上で必要不可欠な基礎的知識と方法を，具体的な作業・訓練を通
じて習得する。具体的には,�,文献調査の技術を身につける。�,発表
の技術を学ぶ。�,議論の作法を学ぶ。�,小論文・レポートの書き方
を覚える。といったことになる。

授業内容

室町時代から江戸時代前期にかけて制作された、お伽草子と呼ばれ
る短編の物語草子を素材として扱う。挿絵を持ち、口承文芸とのかか
わりが深い、といった特徴を持つお伽草子を「読む」方法を学ぶ。

（�）イントロダクション─お伽草子とは
（�）お伽草子概説
（�）お伽草子を「読む」方法
（�）研究発表の方法
（	）レジュメの作り方
（�）テーマを設定する �
（
）テーマを設定する �
（�）資料収集の方法
（�）発表と討議
（10）発表と討議
（11）発表と討議
（12）発表と討議
（13）発表と討議
（14）発表と討議

履修上の注意

出席および積極的な授業参加が最も重視される。口頭発表は必須。
演習は受講生全員で作り上げる学びの場であり、この時間が充実した
ものとなるか否かは受講生のやる気にかかっている。全員が毎回の討
議に積極的・建設的に関わっていくことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備（資料収集・レジュメ作成）には非常に時間がかかるた
め、テーマが決まり次第、すぐに動き始めること。また、次回の発表
者の担当範囲を予習し、討議に参加できるよう準備しておくことが求
められる。

教科書

市古貞次校注『御伽草子』（上・下）岩波文庫。

参考書

横山重・松本隆信編『室町時代物語大成』（全15巻）角川書店、徳
田和夫編『お伽草子事典』東京堂出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（30％）、授業への貢献度（40％）、期末レポート（30％）に
よって評価する。最低�回の口頭発表と期末レポートの提出は必須。

その他

266_14A51704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ｂ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めて
いく上で必要不可欠な基礎的知識と方法を，具体的な作業・訓練を通
じて習得する。具体的には,�,文献調査の技術を身につける。�,発表
の技術を学ぶ。�,議論の作法を学ぶ。�,小論文・レポートの書き方
を覚える。といったことになる。

授業内容

室町時代から江戸時代前期にかけて制作された、お伽草子と呼ばれ
る短編の物語草子を素材として扱う。挿絵を持ち、口承文芸とのかか
わりが深い、といった特徴を持つお伽草子を「読む」方法を学ぶ。

（�）イントロダクション
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（	）発表と討議
（�）発表と討議
（
）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（10）発表と討議
（11）発表と討議
（12）レポート作成の方法�
（13）レポート作成の方法�
（14）まとめ

履修上の注意

出席および積極的な授業参加が最も重視される。口頭発表は必須。
演習は受講生全員で作り上げる学びの場であり、この時間が充実した
ものとなるか否かは受講生のやる気にかかっている。全員が毎回の討
議に積極的・建設的に関わっていくことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備（資料収集・レジュメ作成）には非常に時間がかかるた
め、テーマが決まり次第、すぐに動き始めること。また、次回の発表
者の担当範囲を予習し、討議に参加できるよう準備しておくことが求
められる。

教科書

市古貞次校注『御伽草子』（上・下）岩波文庫。

参考書

横山重・松本隆信編『室町時代物語大成』（全15巻）角川書店、徳
田和夫編『お伽草子事典』東京堂出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（30％）、授業への貢献度（40％）、期末レポート（30％）に
よって評価する。最低�回の口頭発表と期末レポートの提出は必須。

その他
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267_14A51602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ａ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めていく上
で必要不可欠な基礎的知識と方法を，具体的な作業・訓練を通じて習得す
る。具体的には,�,文献調査の技術を身につける。�,発表の技術を学ぶ。
�,議論の作法を学ぶ。�,小論文・レポートの書き方を覚える。といった
ことになる。

授業内容

メディアは単純な情報伝達手段ではない。新しいメディアを使うことで，
人間のそもそもの思考や行動が変化する。そしてその新しい思考や行動が
また新しいメディアを生み出す。音声，絵画，文字と，メディアが人間の
社会や文化に与えてきた影響ははかりしれない。この基礎演習では，文献
調査の基礎や演習における発表のしかたを学びつつ，最新のデジタルメ
ディアも視野に入れつつ，人間とメディアとの相互作用を考える。

第�回：演習とは
第�回：春学期の発表分担決定
第�回：講義�
第�回：講義�
第	回：講義�
第�回：発表�
第
回：発表�
第�回：発表�
第�回：発表�
第10回：発表	
第11回：発表�
第12回：発表

第13回：発表�
第14回：春学期のまとめ

履修上の注意

万一欠席した場合は自覚と責任感をもってキャッチアップしてください。
4000字程度のレポートを�回課します（詳細は授業で説明）。

準備学習（予習・復習等）の内容

念入りに発表を準備するのはもちろんのこと、各回のテキストの予習と，
授業での配布資料とあわせての復習をすること。

教科書

配付物のほか、演習内で提示します。

参考書

演習内で適宜、提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習での発表・質疑…60％，レポート…40％を基準に評価します。出席状
況がきわめて悪い（欠席や遅刻が多い）場合は，特段の事情がないかぎり
単位を認めません。

その他

268_14A51702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ｂ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めていく上で
必要不可欠な基礎的知識と方法を，具体的な作業・訓練を通じて習得する。
具体的には,�,文献調査の技術を身につける。�,発表の技術を学ぶ。�,議論
の作法を学ぶ。�,小論文・レポートの書き方を覚える。といったことにな
る。

授業内容

メディアは単純な情報伝達手段ではない。新しいメディアを使うことで，人
間のそもそもの思考や行動が変化する。そしてその新しい思考や行動がまた
新しいメディアを生み出す。音声，絵画，文字と，メディアが人間の社会や
文化に与えてきた影響ははかりしれない。この基礎演習では，春学期に引き
続き、文献調査の基礎や演習における発表のしかたを学びつつ，最新のデジ
タルメディアも視野に入れつつ，人間とメディアとの相互作用を考える。

各回の内容（予定）
第�回：秋学期の発表分担決定
第�回：講義�
第�回：講義�
第�回：講義�
第	回：発表�
第�回：発表�
第
回：発表�
第�回：発表�
第�回：発表	
第10回：発表�
第11回：発表

第12回：発表�
第13回：発表�
第14回：秋学期のまとめ

履修上の注意

同じ教員の基礎演習（文芸メディア）Aから継続して受講してください。
万一欠席した場合は自覚と責任感をもってキャッチアップしてください。
4000字程度のレポートを�回課します（詳細は授業で説明）。

準備学習（予習・復習等）の内容

念入りに発表を準備するのはもちろんのこと、各回のテキストの予習と，授
業での配布資料とあわせての復習をすること。

教科書

配付物ほか，演習内で提示します。

参考書

演習内で適宜、提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席・演習での発表・質疑…60％，レポート…40％を基準に評価します。出
席状況がきわめて悪い（欠席や遅刻が多い）場合は，特段の事情がないかぎ
り単位を認めません。

その他
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269_14A51603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ａ 柳 澤 幹 夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めていく上で必要
不可欠な基礎的知識と方法を、具体的な作業・訓練を通じて習得する。
具体的には、�、文献調査の技術を身につける。�、発表の技術を学ぶ。�、議

論の作法を学ぶ。�、小論文・レポートの書き方を覚える。といったことになる。

授業内容

� イントロダクション

〔�〕作品分析の実践事例講義

� A=作品を読解し、自分の論点を定める。
� B=他者の論・先行研究を調べ、自分の見方・分析と突き合わせる。
� C=自分の論・分析の根拠／裏付けを行う(資料調査と論証構成)。
	 D=論の組み立てを考える。
� E=レジュメ、パワーポイントによる発表の方法。

〔�〕分析・調査・発表実践(各自の論考対象作品における実践)


 各自による上のAの発表と全員による討議。
� 各自による上のAの発表と討議。
� 各自による上のAの発表と討議。
10 各自による上のAの発表と討議。
11 各自による上のAの発表と討議。
12 各自による上のBの発表と討議。
13 各自による上のBの発表と討議。
14 各自による上のBの発表と討議。

履修上の注意

上記の通り、春学期の前半で作品分析の方法を実例によって講義する。
この講義によって学習した方法を各自が論考対象とする作品について実践しても
らう。
後半は、各自の発表と討議によって授業は進行する。発表される各作品を全員が
読み、討議に参加することが要求される。
講義におけるA・B・C・Dの発表は、秋学期へと継続する形で、全員に回るように

する。
以上で分かるように、この授業は、講義においても、発表、討議においても欠席
しないという前提でプログラミングされている。
その意味で、出席はもとより、主体的な発表、発言を通しての積極的参加の姿勢

が重視される。

準備学習（予習・復習等）の内容

前半の講義用の作品、及び、学生発表の各作品を読み、自分なりの見解をもって
各回の授業に参加する必要がある。
各自の論考対象作品については、前半の講義期間中に選択し、各自分析・調査を

進めていく形になる。
発表者と指定された者は、事前にレジュメ、もしくは、パワーポイントを作成し、
発表に備える必要がある。

教科書

前半の講義で扱う作品は、初回の「イントロダクション」で指定する。数時間で
読める程度の短篇である。
また、各回の発表は複数人を予定しているため、学生各自の論考対象作品も、討

議に参加する者の準備等を考え、短篇とする。
これらの作品は、発表一週間前までにコピーして配布する。

参考書

必要に応じて、授業内で指定する。

課題に対するフィードバックの方法

各発表と討議を総括する形でコメント・助言を加えていく。
期末レポートについては、コメントを付けて返却する。

成績評価の方法

発表40%、討議での発言などの授業参加貢献度30%、期末レポート30%。

その他

270_14A51703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（文芸メディア）Ｂ 柳 澤 幹 夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めてい
く上で必要不可欠な基礎的知識と方法を、具体的な作業・訓練を通じて
習得する。
具体的には、�、文献調査の技術を身につける。�、発表の技術を学

ぶ。�、議論の作法を学ぶ。�、小論文・レポートの書き方を覚える。
といったことになる。

授業内容

� イントロダクション
� 各自による春学期講義Bの発表と討議。
� 各自による春学期講義Bの発表と討議。
� 各自による春学期講義C〈自分の論・分析の根拠／裏付けを行う(資

料調査と論証構成)〉の発表と全員による討議。
	 各自による春学期講義Cの発表と討議。
� 各自による春学期講義Cの発表と討議。

 各自による春学期講義Cの発表と討議。
� 各自による春学期講義Cの発表と討議。
� 各自による春学期講義D〈論の組み立てを考える〉の発表と討議。
10 各自による春学期講義Dの発表と討議。
11 各自による春学期講義Dの発表と討議。
12 各自による春学期講義Dの発表と討議。
13 各自による春学期講義Dの発表と討議。
14 「論文の方法」の講義。

履修上の注意

春学期の〔�〕分析・調査・発表実践(各自の論考対象作品における
実践)の継続となる。
発表者の綿密な調査と作業はもとより、参加者も、発表される各作品
について、それまでに発表された内容が各段階においてどう進展したの
か、それは妥当かどうか、問題点はどこなのかなどを積極的に指摘し、
討議する姿勢が要求される。
最終的に、各段階(A・B・C・D)の発表を重ね、発展させてきた作品

論考を「論文」化してもらう。そのための講義を最後に行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

・各回に発表される各作品を再読し、その作品について前回どういう
発表がなされたのかを想起し、発表聴講に臨む必要がある。
・自分の論考対象作品について、各自が各段階(B・C・D)の作業を進
めていき、担当回までにレジュメ、もしくは、パワーポイントを準備
し、発表に臨む形となる。

教科書

春学期に配布した発表各作品のコピー。

参考書

必要に応じて、授業内で指定する。

課題に対するフィードバックの方法

各発表と討議を総括する形でコメント・助言を加えていく。
最終論文については、コメントを付けて返却する。

成績評価の方法

発表30%、討議での発言などの授業参加貢献度30%、論文40%。

その他
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271_14B01101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本史）Ａ 日本史学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本史研究の入門ゼミナール。〈暗記する歴史〉から〈調べて考える
歴史学〉への転換を目指す。

このゼミの概要説明から始めて，�年次に卒業論文を完成させていく
ための日本史研究の基礎的な知識・方法の習得を目標とする。

授業内容

授業の進行は，主に日本史研究の基礎的な知識・方法の習得を目標と
し，受講生各自による日本史上で関心を有するテーマをめぐる報告と
討論を中心に行い，最後に反省会を設ける。
�．基礎演習（日本史）についてー日本史学専攻のカリキュラムとの
関係でー
�．日本史研究のための基本的文献，辞・事典，関係諸機関，学会な
ど
�．史料について
�〜
．本・論文の読み方。実際に論文を読んでみよう
�．原稿・レポートの書き方
�．プレゼンテーションの方法と報告レジュメの作り方
10．日本史理解の基礎知識＜�＞ 度・量・衡，貨幣制度
11． 同 上 ＜�＞ 暦法と時刻法・方角
12． 同 上 ＜�＞ 変体仮名，異字・異体字
13．古文書を読んでみよう
14．受講生各自が関心を有する日本史上のテーマの報告

履修上の注意

毎回出席を確認する。講義は定刻に始めるので，遅刻はしないこと。
やむを得ない場合15分まで認めるが，講義中の入退室は原則として認
めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、抜き打ちの質問などを行う。予習・復習をきちんと行うこと。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

必要に応じて紹介・解説する。受講に際しては，朝尾直弘ほか編『新
版日本史辞典』（角川書店，1996年。アップル・アプリ，シャープ電
子辞書“Papyrus”にも収録されている）があれば便利である。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40%）と報告（30%）及びレポート（30%）にもと
づいて評価する。

その他

272_14B01201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（日本史）Ｂ 日本史学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本史研究の入門ゼミナール。〈暗記する歴史〉から〈調べて考え

る歴史学〉への転換を目指す。

このゼミの概要説明から始めて，�年次に卒業論文を完成させていく

ための日本史研究の基礎的な知識・方法の習得を目標とする。

授業内容

授業の進行は，主に日本史研究の基礎的な知識・方法の習得を目標

とし，受講生各自による日本史上で関心を有するテーマをめぐる報告

と討論を中心に行い，最後に反省会を設ける。

�、授業の進め方 報告テーマ確定

�〜14．受講生各自の報告と討論（報告時間は一人30分）

履修上の注意

毎回出席を確認する。講義は定刻に始めるので，遅刻はしないこ

と。やむを得ない場合15分まで認めるが，講義中の入退室は原則とし

て認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、抜き打ちの質問などを適宜行い、到達度をチェックする。復習

に努めること。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

必要に応じて紹介・解説する。受講に際しては，朝尾直弘ほか編

『新版日本史辞典』（角川書店，1996年。シャープ電子辞書“Papyrus”

にも収録されている）があれば便利である。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40%）と報告（30%）及びレポート（30%）にもと

づいて評価する。

その他
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273_14B11802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（アジア史）Ａ 江 川 ひかり

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

主として漢文以外の史料を用いておこなわれる西アジアなどの研究
領域を学ぼうとする学生を対象とする。ただし、この分野は日本語に
よる先行研究が少ないので、外国語文献（主として英語）を利用する
ことが多くなるとともに研究テーマの設定が制約される場合がある。

授業内容

� イントロダクション：初回の授業で、漠然とではあれ、興味を
もっている地域・テーマについて受講生各自に話してもらう。
� 基本的な工具（辞典・事典・文献目録・研究ガイドなど）を紹介
する。
� 図書館において文献検索の実習をおこなう。
� 基本的な工具類に実際にあたって、興味をもったテーマに関する
基本事項を調べる作業を試みる。
	〜13 口頭発表：毎回�名ずつおこなう。各自、受講生の人数分の
レジュメを準備する。
14 まとめ、期末レポート提出

履修上の注意

先行研究が少ない分野なので、テーマの設定が難しいため、適宜ア
ドヴァイスをおこなうが、希望にそえない（和文・英文による先行研
究が少ないなど）場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で指定された文献を講読し、各自、手書きのノートにまとめ
る。ノートを一冊、かならず用意する。

教科書

使用しない。

参考書

各自の研究テーマにそった参考文献を随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容・授業への貢献度(50%)、春学期：各自の研究テーマに関
する発表(50%)。
・演習授業なので、出席と発表、議論における積極性を重視する。
・無断欠席は減点になる。
・提出物の期限は厳守とする。

その他

・授業形態は、対面を基本とする。何らかの事情で変更がある場合に
は、事前に「シラバスの補足」で詳細を明らかにする。
・無断欠席は厳禁。
・各自、ひとつは質問する心がまえで発表を聞くこと。
・欠席する場合には、前もってメールで連絡すること。
・英語の読解は不可欠となるため、各自、英語力向上のための努力を
継続すること。

274_14B11902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（アジア史）Ｂ 江 川 ひかり

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

主として漢文以外の史料を用いておこなわれる西アジアなどの研究
領域を学ぼうとする学生を対象とする。ただし、この分野は日本語に
よる先行研究が少ないので、外国語文献（主として英語）を利用する
ことが多くなるとともに研究テーマの設定が制約される場合がある。

授業内容

� イントロダクション：初回の授業で、夏季休業中の研究成果につ
いて受講生各自に話してもらう。
� イスラム関連基礎文献講読。
� オスマン関連基礎文献講読。
�〜13 口頭発表：毎回�名ずつおこなう。各自、受講生の人数分の
レジュメを準備する。
14 総合討論、期末レポート課題発表

夏季休暇中の課題：アジア史に関する基本文献を提示するので、これ
を読んでレポートを作成し、秋学期の初回の授業時に提出する。ま
た、秋学期の口頭発表に備えて、各自の研究テーマに関係する文献
（学術論文レベル）を収集・読破する。

履修上の注意

先行研究が少ない分野なので、テーマの設定が難しいため、適宜ア
ドヴァイスをおこなうが、希望にそえない（和文・英文による先行研
究が少ないなど）場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で指定された文献を講読し、各自、手書きのノートにまとめ
る。

教科書

使用しない。

参考書

各自の研究テーマにそった参考文献を随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容・授業への貢献度(70%)、夏季レポート(30%)
・演習授業なので、出席と発表、議論における積極性を重視する。
・無断欠席は減点になる。
・提出物の期限は厳守とする。

その他

・授業形態は、対面を基本とする。何らかの事情で変更がある場合に
は、事前に「シラバスの補足」で詳細を明らかにする。
・発表者の遅刻は厳禁。
・各自、ひとつは質問する心がまえで発表を聞くこと。
・欠席する場合には、前もってメールで連絡すること。
・無断欠席は厳禁。
・英語の読解は不可欠となるため、各自、英語力向上のための努力を
継続すること。
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275_14B11801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（アジア史）Ａ 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アジア史研究を行う上で知っておくべき基礎的な知識を，演習形式
の授業を通じて修得する。特に，先行研究の調べ方・読み方，史料・
工具書の探し方について学ぶとともに，わかりやすいレジュメの作り
方や，適切な発表の仕方を身につける。

授業内容

与えられた文献についてまとめて発表することを通じて，先行研究
のまとめ方，わかりやすいレジュメの作成の仕方，意味の伝わる発表
の仕方について修得する。教材として下記の教科書を利用する。30
ページ前後の単元ごとの概要を担当者がまとめて発表する。他の履修
者は，適宜質問を出せるように準備する。履修者の人数を見て，全員
が前期中に少なくとも�度ずつ報告ができるようにスケジュールをた
てる。さらに，その内容について参考文献を指定し，担当者はまとめ
てレポートを提出する。内容について全員に課題を出すこともある。
また，図書館見学を行うほか，夏休みには課題図書のまとめと見学

感想文の宿題を出し，基礎演習Ｂで添削して返却する。
� 受講生の興味の把握と，教科書の概要について
� 発表のスケジュールの決定と，教員による模擬発表（07展望）
� 図書館見学
�〜13 分担発表（07問題群／焦点／12展望／問題群／焦点）
14 �回目の受講生の興味把握と先行研究の探し方
史料の講読の準備，夏休みの宿題について

履修上の注意

やむを得ず欠席する場合には，予め教員と連絡をとること。もちろ
ん，ただ座っているだけでは出席とは見なさない。�分の�以上無断
で欠席した場合単位は与えない。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修者は全員，教科書の該当箇所を必ず読んでおくこと。授業後，
発表のレジュメを整理しておくこと。

教科書

『岩波講座世界の歴史07東アジアの展開 �〜14世紀』（荒川正晴他
編，岩波書店）。その他，必要に応じてプリントを配布する。

参考書

『岩波講座世界歴史12東アジアと東南アジアの近世 15〜18世紀』
（弘末雅士他編，岩波書店），『中国史』（尾形勇・岸本美緒編，山川出
版社），『中央ユーラシア史』（小松久男編，山川出版社）。

課題に対するフィードバックの方法

添削して返却する。

成績評価の方法

予習，宿題，分担発表，発表に対する議論への参加と発言内容など
を，総合的に評価する。平常点100％。

その他

276_14B11901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（アジア史）Ｂ 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アジア史研究を行う上で知っておくべき基礎的な知識を，演習形式

の授業を通じて修得する。特に，先行研究の調べ方・読み方，辞典の

使い方，史料の探し方について学びつつ，わかりやすいレジュメの作

り方や，適切な発表の仕方を身につける。また，漢文史料講読の基礎

を学ぶ。

授業内容

夏休みの課題にもとづいて各自研究発表を�回行なう。受講者は，

他の受講者の発表を聞き，それについて意見を出すことを通じて，自

分の研究したいテーマを少しずつ定めていく。学年末にレポートを課

す（�年生の史料演習において添削したレポートを返却する）。

史料の講読については，趙翼『廿二史箚記』から受講者の興味に

沿った一節を選んで全員で読み進める。随時，確認テストを行う。こ

の講読を通じて，辞書の使い方と漢文史料講読に取り組む姿勢につい

て習得する。同時に外国語の論文にも触れる努力をする。

� 夏休みの学習成果について各自報告，発表スケジュールの決定

�〜13 研究発表と史料の講読

14 授業の総括とレポート提出，春休みの活用について

履修上の注意

やむを得ず欠席する場合には，予め教員と連絡をとること。もちろ

ん，ただ座っているだけでは出席とは見なさない。�分の�以上無断

で欠席した場合，単位は与えない。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料の講読では担当を決めないので，予習をして授業に臨むこと。

復習は確認テストでペースを作って行うこと。

教科書

必要に応じてプリントを配布する。また，各自で漢和辞典（電子辞

書ではない）を用意し，講読の授業には必ず持参する。推奨する漢和

辞典は，『新字源』（小川環樹他編，角川書店）。

参考書

『論点・東洋史学』（吉澤誠一郎監修，ミネルヴァ書房）

課題に対するフィードバックの方法

添削して返却する。

成績評価の方法

予習，宿題，確認テスト，研究発表，発表に対する議論への参加と

発言内容，夏休みの宿題，学年末レポートを，総合的に評価する。平

常点65％，夏休みの宿題と学年末レポート35％。

その他
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277_14B11803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（アジア史）Ａ 高 村 武 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この講義では、中国前近代、特に10世紀以前の歴史をこれから研究しようとする
上で必要とされる基礎的知識や文献探索・収集方法、レポートや発表用レジュメ
の作成について学ぶとともに、受講者の関心あるテーマに即した概説書や論文を
実際に探索し、それを基にしながら、そのテーマに関する発表を受講者に実施し
てもらい、研究への意識を高めることを目的とする。

授業内容

第一回 授業内容についての説明と受講者による関心のある地域・時代・テーマ
の報告
第二回 アジア(東洋)史関係の基本的な工具書・辞典の紹介と説明・概説書につ
いて
第三回 アジア(東洋)史関係の学術雑誌と研究書、文献探索の方法
第四回 歴史学の学術論文について(�)─論文の構造について
第五回 歴史学の学術論文について(�)─批評をどう行うか
第六回 中国古代・中世の史料について(�)
第七回 中国古代・中世の史料について(�)
第八回〜第十四回 受講者による発表(必ず�人�回は発表してもらう) この回
までに、受講者は講義で紹介された文献や方法により、自分の関心あるテーマに
ついて調査・考察を実施し、報告に備えること。発表担当者は、それぞれ発表用
のレジュメを用意し、それに基づいて、
1.自己の関心あるテーマがどのようなものであるのか
2.それにかかわる概説書・論文にどのようなものがあり、どのような研究がなされ
てきたのか、その中で重要と考えられるもの�点を実際に読み内容と批評
3.そのテーマに対する自分の見解
などを中心に発表する。担当者以外の受講者は、その発表に対する批評を実施す
る。

履修上の注意

�、演習形式であるので出席と予習・復習が重視される。正当な理由を提示でき
ない遅刻・欠席や予習不足を繰り返す者には単位を認定しない。課外活動やアル
バイトは正当な理由にはならない。
�、各回のテーマに即した予習を実施してもらい、講義の席上で簡単に報告・提
出してもらうことがある。わからない語句や事柄があった場合、必ず辞典などで
調べるように。そうした作業を怠っていると講義担当者の方で判断した場合は、
単位を認定しないことがある。
�、夏季休暇中に博物館にて各自にアジア史遺物の実見を実施してもらい、秋学
期にレポートを提出してもらう予定である。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・・・次回に関係する参考文献などを読んでおくとともに、発表に向けた自
分のテーマを決定・構築するための書籍を継続的に探索して読解しておく。
復習・・・講義内で提示されたポイントをまとめておき、報告やレポートに際し
てそれらのポイントを適宜織り交ぜ利用しできるようにしておく。

教科書

特定の教科書は使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

特定の参考書は使用しないが、最低限下記のものは図書館などで場所を把握して
おき、必要に応じて利用できるようにしておいてもらいたい。
『中国歴史研究入門』名古屋大学出版会
『世界歴史大系 中国史』�〜�、山川出版社
『アジア歴史事典』平凡社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席した上で実施される発表の内容・発表に対する批評など(70%)と期末レポート
(30%)を基礎として総合して判定する。

その他

変更が生ずることがあるので、大学からの通知や、Oh-o!Meijiを毎日確認するよ
うにしてもらいたい。

278_14B11903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（アジア史）Ｂ 高 村 武 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

中国前近代、特に10世紀以前をこれから研究しようとする上で必要とされる
漢文史料の読解について、基本的な史料である「正史」を題材に、受講者に
読解を行ってもらうことにより、漢文史料に慣れ、必要な漢文史料の読解に
独力でとりくむ基礎力を習得する。併せて適宜史料の時代背景などを説明す
るので、中国古代・中世の知識についても習得してもらう。

授業内容

第一回 授業内容についての説明と受講者による関心のある地域・時代・
テーマの報告
第二回〜第十四回 史料講読
最初は諸子百家や正史の短文を読解して漢文に慣れてもらい、その後、正史
の列伝の講読を予定している(受講者の関心により講義後半から別の正史に
切り替えることも考慮する)。受講者それぞれに輪読形式で当てていくので、
当たった者は読み下しと日本現代語訳を口頭で回答する。また人名や地名、
事柄について、基礎演習A(アジア史)の知識をもとにあらかじめ調べてお
き、あわせて簡単に解説すること。また、出席を兼ねた漢文史料読解小テス
トを実施する。

履修上の注意

�、演習形式であるので出席と予習・復習が重視される。正当な理由を提示
できない欠席や予習不足を繰り返す者には単位を認定しない。課外活動・ア
ルバイト等は正当な理由にならない。
�、漢文史料の講読を実施するため、漢和辞典は必ず毎回持参すること(初
回に詳しく指示する)。
�、わからない語句や事柄があった場合、必ず辞典などで調べておくこと。
�、基礎演習A(アジア史)を履修していることを前提とした内容となる。基
礎演習Ａにおいて課した博物館実見の課題を提出できない者については、成
績評価対象外とすることがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・・・次回講読するであろう範囲について、自分の予想担当範囲以外の
部分についても書き下し・日本現代語訳を実施しておき、地名・人名などに
ついては調べておく。担当箇所以外の部分も含めて読解しないと意味が取れ
ないことも多く、また輪読形式のため、担当者欠席・遅刻等の場合、担当予
想箇所がずれることもある。
復習・・・講読の中で示された知識などについて整理しておき、次回以降な
いし今後の研究に利用できる状況にしておく。

教科書

特定の教科書は使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

特に特定の参考書の指定はないが、高校で用いた漢文参考書などがあれば適
宜利用してもらいたい。また、下記の書籍は積極的に利用して語句の調べを
進めてもらいたい。
譚其驤主編『中国歴史地図集』地図出版社
『アジア歴史事典』平凡社

また、漢和辞典については必須となる（高校で利用したもので可）。所持し
ていない者は、入手してもらいたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席しての担当箇所講読の良否・小テストなど(70%)と定期テスト(30%)を
基礎として総合して判定する。

その他

変更が生ずる場合があるので、大学からの通知やOh-o!Meijiは毎日確認して
もらいたい。
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279_14B21002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ａ 青 谷 秀 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習では、文献検索の方法から史料の扱い方に至るまで、担当者
の解説と受講生の実践双方から具体的に学んでゆく。最終的には、�

年次以降における専門科目の学習に対応できる、歴史学的な視点や歴
史研究の方法論を身につけることが目標となる。

授業内容

若干の変更はありうるが、以下のような形で指導を行う予定であ
る。

第�回 ガイダンス、受講生各自の自己紹介および自己の関心のあ
りかについての説明

第�回 図書館ツアーと文献検索について
第�回 レジュメの作り方、参考文献リストの作成、プレゼンテー

ションの方法、レポートの書き方について
第�回 歴史学の考え方、史料についての考え方について
第	回〜第�回 課題文献に基づくグループ報告とディスカッショ

ン
第
回〜第13回 個別報告とディスカッション
第14回 春学期のまとめと夏休み中の課題設定

履修上の注意

特別な事情を除いて遅刻・欠席は認めない。自らの報告への熱心な
取り組みだけでなく、他者の報告に対しても積極的に討論に加わる姿
勢が要求される。

準備学習（予習・復習等）の内容

入念に調査を行い、レジュメやパワーポイントのスライドなどを用
意して報告に臨むこと。課題文献は必ず事前に読んでおき、授業後も
その内容について、ディスカッションの内容を踏まえて復習しておく
ことが望まれる。

教科書

受講生と相談のうえ決定する。

参考書

金澤周作監修『論点・西洋史学』ミネルヴァ書房、2020年。
服部良久・南川高志・小山哲・金澤周作編『人文学の接近法̶西洋
史を学ぶ』京都大学学術出版会、2010年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70％）と授業への貢献度（30％）により評価を行
う。

その他

280_14B21102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ｂ 青 谷 秀 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習では、文献検索の方法から史料の扱い方に至るまで、担当者

の解説と受講生の実践双方から具体的に学んでゆく。最終的には、�

年次以降における専門科目の学習に対応できる、歴史学的な視点や歴

史研究の方法論を身につけることが目標となる。

授業内容

若干の変更はありうるが、以下のような形で指導を行う予定であ

る。

第�回 秋学期の授業の進め方と課題について

第�回〜第�回 春学期のレポート及び夏休み中の研究についての

報告

第
回〜第13回 個別報告とディスカッション

第14回 秋学期の授業の総括とレポートについて

履修上の注意

特別な事情を除いて遅刻・欠席は認めない。自らの報告への熱心な

取り組みだけでなく、他者の報告に対しても積極的に討論に加わる姿

勢が要求される。

準備学習（予習・復習等）の内容

入念に調査を行い、レジュメやパワーポイントのスライドなどを用

意して報告に臨むこと。

教科書

特に指定しない。

参考書

金澤周作監修『論点・西洋史学』ミネルヴァ書房、2020年。

服部良久・南川高志・小山哲・金澤周作編『人文学の接近法̶西洋

史を学ぶ』京都大学学術出版会、2010年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70％）と授業への貢献度（30％）により評価を行

う。

その他
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281_14B21004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ａ 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、少人数での演習を通じて、文献調査の方法や史料のあつかい
方から、自身の研究成果や考えを表現するのに必要となるレポート・レジュ
メの作成技術やプレゼンテーションの方法にいたるまで、歴史学の研究の基
礎を学んでいく。とくに複数回のプレゼンテーションを中心に、実践を軸に
具体的に学ぶことになる。
�年次以降に求められる、歴史学的な視点・考え方、そして歴史研究に必要
となるさまざまな技術を身につけることを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション：受講生の自己紹介（関心のあるテーマ含む）、
授業の進め方

第�回 文献調査：図書館ツアーとインターネットによる文献検索
第�回 発表・研究に関する技術：レジュメや参考文献リストの作り方、プ

レゼンテーションの方法、レポートの書き方
第�回〜第�回 歴史学とはどのような学問か？：歴史学という学問
第
回〜第13回 課題文献についての報告とディスカッション
第14回 春学期のまとめと期末レポートについて

＊授業内容はおおむねこのとおりであるが、スケジュールについては受講者
数によって調整する可能性がある。

履修上の注意

特別な事情を除いて遅刻・欠席は認められない。やむを得ない事情で欠席す
る場合は、担当教員に事前に連絡すること。自身の報告については、入念な
準備と適切な報告が求められるが、それだけではなく、ほかの受講生の報告
についても、主体的・積極的にディスカッションに参加してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

自身の報告については、入念に調査・準備を行うこと（レジュメやパワーポ
イントのスライドなどプレゼンテーションの用意をして臨むこと）。また、
第�回〜第�回の課題文献については、ディスカッションに積極的に参加で
きるように、必ず事前に読んでおくこと。さらに、授業後も文献の内容につ
いて、ディスカッションの内容を踏まえて復習しておくことが望まれる。

教科書

とくに定めない。

参考書

課題図書は以下のとおりである。

・小田中直樹『歴史学のトリセツ』（筑摩書房）。
・『世界史リブレット』シリーズ（山川出版社）。

それ以外の参考書は以下のとおりである。

・金澤周作監修『論点・西洋史学』（ミネルヴァ書房）。
・服部良久・南川高志・小山哲・金澤周作編『人文学への接近法：西洋史を
学ぶ』（京都大学学術出版会）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70%）と授業への貢献度（30%）をもとに総合的に評価す
る。

その他

282_14B21104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ｂ 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、少人数での演習を通じて、文献調査の方法や史料のあ
つかい方から、自身の研究成果や考えを表現するのに必要となるレ
ポート・レジュメの作成技術やプレゼンテーションの方法にいたるま
で、歴史学の研究の基礎を学んでいく。とくに複数回のプレゼンテー
ションを中心に、実践を軸に具体的に学ぶことになる。
�年次以降に求められる、歴史学的な視点・考え方、そして歴史研究
に必要となるさまざまな技術を身につけることを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション：秋学期の授業の進め方
第�回〜第�回 春学期のレポート紹介と夏休み中の研究・勉強に関

する報告
第
回〜第13回 個別報告とディスカッション
第14回 秋学期のまとめと期末レポートについて

＊授業内容はおおむねこのとおりであるが、スケジュールについては
受講者数によって調整する可能性がある。

履修上の注意

特別な事情を除いて遅刻・欠席は認められない。やむを得ない事情で
欠席する場合は、担当教員に事前に連絡すること。自身の報告につい
ては、入念な準備と適切な報告が求められるが、それだけではなく、
ほかの受講生の報告についても、主体的・積極的にディスカッション
に参加してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

自身の報告については、入念に調査・準備を行うこと（レジュメやパ
ワーポイントのスライドなどプレゼンテーションの用意をして臨むこ
と）。また、授業についても、ディスカッションの内容を踏まえて復
習しておくことが望まれる。

教科書

とくに定めない。

参考書

『世界史リブレット』シリーズ（山川出版社）。
金澤周作監修『論点・西洋史学』（ミネルヴァ書房）。
服部良久・南川高志・小山哲・金澤周作編『人文学への接近法：西洋
史を学ぶ』（京都大学学術出版会）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告・レポート（70%）と授業への貢献度（30%）をもとに総合的に
評価する。

その他
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283_14B21001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ａ 水 野 博 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近現代ヨーロッパの歴史を検討するうえで必要な基礎力の習得を目標とする演習
（ゼミナール）です。主要な文献の内容を受講生に発表してもらい、それについての
ディスカッションを通して知識の定着を図ります。また、歴史学を学ぶさいにクリ
アーすべき手続き方法や史料整理の仕方、レジュメの作り方及び発表の仕方につい
ても学習します。

授業内容

歴史学を学ぶ上で基礎となる理論的、実証的研究についての知識を習得するととも
に、歴史学に必要な手続き方法（文献・史料の整理法、史料批判、レジュメの作り
方、発表の仕方など）を学びます。実際に扱う文献のテーマは近現代ヨーロッパ史
の基礎をなす国民、国民主義、人種、エスニシティ等の問題に関するものです。お
おむね次のような流れで授業を進めていく予定です。

【春学期】
第�回 春学期授業への導入：授業で扱う文献及び歴史学研究における史料と文献

の整理法について
第�回〜第13回 文献講読およびディスカッション
第14回 前期授業のまとめ及び夏季休暇中の課題について

※このほか、研究書・論文の個別報告会を行うことがあります。

履修上の注意

文献講読では、受講生全員がテキストに関するレジュメを毎回作成し、その内容に
ついて、ディスカッション及び報告をしてもらいます。受講生の主体的な参加が前
提の授業であるとともに、事前の予習が不可欠です。なお、授業への毎回の出席は
必須であり、欠席に対してはその分の課題を与えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

扱うテキストの事前の勉強が必須です（全員が毎回レジュメを作成）。また、授業後
の復習（要点の整理、まとめ方の確認、次への課題の気づき）も必須です。グルー
プワークによる課題学習も必要となります。

教科書

扱う文献については、授業時間中に指定しますが、日本語だけではなく英語やその
他の言語の文章も取り上げることがありますので、外国語の高い読解力、運用能力
が求められます。

参考書

水野博子『戦後オーストリアにおける犠牲者ナショナリズム─戦争とナチズムの記
憶をめぐって』ミネルヴァ書房、2020年�月。
小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015
年）。
大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門──歴史のラ
ビリンスへの招待──』（昭和堂、2013年）。
アンダーソン、ベネディクト『定本 想像の共同体─ナショナリズムの起源と流行』
(白石隆・白石さや訳)、書籍工房早山、2007年（増補版NTT出版、1997年）。
ゲルナー、アーネスト『民族とナショナリズム』 (加藤 節監訳)、岩波書店、2000
年。
ホブズボーム、エリック『ナショナリズムの歴史と現在』( 浜林 正夫他訳)、大月書
店、2001年。
マゾワー、マーク『暗黒の大陸─ヨーロッパの20世紀』(中田瑞穂・網谷龍介訳)、
未来社、2015年。
そのほか、授業中に適宜文献を紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（発表準備25％、発表25％、ディスカッション及び課題提出物50％）

その他

どの学問領域でもそうですが、こと西洋史学は日本語だけで学ぶことはできません。
広くヨーロッパ近現代史に関する限り、地域や言語、方法論は問いませんが、英語
のほかに、各自関心のある地域の外国語（第二外国語）を�年生のうちからしっか
りと学習するようにしておきましょう。

授業は対面方式で行う予定です。ただし、新型コロナウィルス感染状況次第では、
オンラインによる授業形式になることもありえますので、掲示やアナウンスに注意
してください。

284_14B21101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ｂ 水 野 博 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近現代ヨーロッパの歴史を検討するうえで必要な基礎力の習得を目標とする演習
（ゼミナール）です。主要な文献の内容を受講生に発表してもらい、それについての
ディスカッションを通して知識の定着を図ります。また、歴史学を学ぶさいにクリ
アーすべき手続き方法や史料整理の仕方、レジュメの作り方及び発表の仕方につい
ても学習します。

授業内容

歴史学を学ぶ上で基礎となる理論的、実証的研究についての知識を習得するととも
に、歴史学に必要な手続き方法（文献・史料の整理法、史料批判、レジュメの作り
方、発表の仕方など）を学びます。実際に扱う文献については受講生とも相談して
決めますが、おおきなテーマとして、近現代ヨーロッパ史の基礎をなす国民、国民
主義、人種、エスニシティ等の問題を扱う予定です。おおむね次のような流れで授
業を進めていく予定です。

【春学期】
第�回 春学期授業への導入：授業で扱う文献及び歴史学研究における史料と文献

の整理法について
第�回〜第13回 文献講読およびディスカッション
第14回 前期授業のまとめ及び夏季休暇中の課題について

※このほか、研究書・論文の個別報告会を行うことがあります。

履修上の注意

文献講読では、受講生全員がテキストに関するレジュメを毎回作成し、その内容に
ついて、ディスカッション及び報告をしてもらいます。受講生の主体的な参加が前
提の授業であるとともに、事前の予習が不可欠です。なお、授業への毎回の出席は
必須であり、欠席に対してはその分の課題を与えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

扱うテキストの事前の勉強が必須です（全員が毎回レジュメを作成）。また、授業後
の復習（要点の整理、まとめ方の確認、次への課題の気づき）も必須です。グルー
プワークによる課題学習も必要となります。

教科書

扱う文献については、授業時間中に指定しますが、日本語だけではなく英語やその
他の言語の文章も取り上げることがありますので、外国語の高い読解力、運用能力
が求められます。

参考書

水野博子『戦後オーストリアにおける犠牲者ナショナリズム─戦争とナチズムの記
憶をめぐって』ミネルヴァ書房、2020年�月。
小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015
年）。
大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門──歴史のラ
ビリンスへの招待──』（昭和堂、2013年）。
アンダーソン、ベネディクト『定本 想像の共同体─ナショナリズムの起源と流行』
(白石隆・白石さや訳)、書籍工房早山、2007年（増補版NTT出版、1997年）。
ゲルナー、アーネスト『民族とナショナリズム』 (加藤 節監訳)、岩波書店、2000
年。
ホブズボーム、エリック『ナショナリズムの歴史と現在』( 浜林 正夫他訳)、大月書
店、2001年。
マゾワー、マーク『暗黒の大陸─ヨーロッパの20世紀』(中田瑞穂・網谷龍介訳)、
未来社、2015年。
そのほか、授業中に適宜文献を紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（発表準備25％、発表25％、ディスカッション及び課題提出物50％）

その他

どの学問領域でもそうですが、こと西洋史学は日本語だけで学ぶことはできません。
広くヨーロッパ近現代史に関する限り、地域や言語、方法論は問いませんが、英語
のほかに、各自関心のある地域の外国語（第二外国語）を�年生のうちからしっか
りと学習するようにしておきましょう。

授業は対面方式で行う予定です。ただし、新型コロナウィルス感染状況次第では、
オンラインによる授業形式になることもありえますので、掲示やアナウンスに注意
してください。
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285_14B21003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ａ 山 本 耕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習は、西洋史を学ぶ上で必要な基本的技術を習得すること、そし

て各履修者が関心のあるテーマについて理解を深めることが目的であ

る。そのため授業では、主に各履修者の報告を行う。

授業内容

第�回 授業説明と自己紹介

第�回 文献と史料の探し方

※図書館ツアーが実施できない場合は、web上での検索方法を学習す

る。

第�回 報告準備（レジュメ・参考文献一覧の作り方、史料批判につ

いて）

第�〜13回 研究報告

第14回 春学期のまとめ

履修上の注意

課題提出期限の厳守。議論への参加といった、授業への積極的姿勢。

準備学習（予習・復習等）の内容

各履修者の関心に基づいた演習を行うため、入念な事前準備を行うこ

と。

教科書

特になし

参考書

授業の進行に合わせ、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業内で行う。

成績評価の方法

平常点（議論への参加姿勢など）40％，報告（二回を予定）30％，レ

ポート30％

その他

286_14B21103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（西洋史）Ｂ 山 本 耕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習は、西洋史を学ぶ上で必要な基本的技術を習得すること、そし

て各履修者が関心のあるテーマについて理解を深めることが目的であ

る。そのため授業では、主に各履修者の報告を行う。

授業内容

第�回 授業説明、春学期の復習

第�〜13回 研究報告

第14回 秋学期のまとめ

履修上の注意

課題提出期限の厳守。議論への参加といった、授業への積極的姿勢。

準備学習（予習・復習等）の内容

各履修者の関心に基づいた演習を行うため、入念な事前準備を行うこ

と。

教科書

特になし

参考書

授業の進行に合わせ、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業内で行う。

成績評価の方法

平常点（議論への参加姿勢など）40％，報告（二回を予定）30％，レ

ポート30％。

その他
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287_14B31202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（考古学）Ａ 阿 部 芳 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学専攻では，�〜�年次に毎年設置された演習形式の科目群が，専門教
育の背骨をなしている。その�年次配当科目が，この「基礎演習（考古学）」
である。考古学とはどのような学問分野なのか，何をどのように分析し，ど
のように解釈して過去の人類史を解き明かすのかを実践的に学ぶ。
本授業の目標は，自ら課題を見出し，それを問題解決に導くという，「大学

での学び」の基礎を，考古学を通して獲得することにある。

授業内容

本授業は，演習形式，すなわち教員による問題設定・資料提示・ミニ講義な
どをふまえて，班ごとに受講生が事前に共同学習を行い，その成果を教室で
発表し，全員で討議することによってすすめられる。少なくとも毎月�回は
発表を担当し，発表担当でない週はその課題についての事前学習レポートを
提出する。内容は,春学期は基礎的な事項に重点を置き，秋学期は専門性を
徐々に高めていく。春学期・秋学期の初回にそれぞれ実施計画の詳細を提示
する。
第�回 「大学で学ぶ」とは？ 明治大学文学部，そして明大考古学とは？
第�・�回 各種の文献をどう読解し，レポートをどのように作成するか？
第�〜�回 考古学とは何か，どのようにして学ぶか？
第
〜11回 明治大学が調査した岩宿遺跡から考古学の基本を学ぶ
なぜ遺跡は調査されるのか？
遺跡の調査で何を得るのか？
遺物から何を知るのか？
遺物や遺跡の分布は何を示すのか？
整備活用された遺跡から何を学ぶか？

第12〜13回 考古学の基本的方法を学ぶ： 各班設定テーマから考える！
第14回 「大学で考古学を学ぶ」とは？

履修上の注意

本授業は，演習形式，すなわち教員による問題設定・資料提示・ミニ講義な
どをふまえて，班ごとに受講生が事前に共同学習を行い，その成果を教室で
発表し，全員で討議することによってすすめられる。少なくとも毎月�回は
発表を担当し，発表担当でない週はその課題についての事前学習レポートを
提出する。内容は,前期は基礎的な事項に重点を置き，後期は専門性を徐々に
高めていく。前期・後期の初回にそれぞれ実施計画の詳細を提示する。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業時に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しない。

参考書

鈴木公雄1988『考古学入門』東京大学出版会

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容（�割)，レポート（�割)，出席（�割）により評価する。

その他

都内や近県には明治大学博物館をはじめとして多数の博物館があり，展示だ
けでなく考古学関係の講座も毎週のように開催されている。これらを活用し
て関心・知見の向上に努めて欲しい。

288_14B31302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（考古学）Ｂ 阿 部 芳 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学専攻では，�〜�年次に毎年設置された演習形式の科目群が，
専門教育の背骨をなしている。その�年次配当科目が，この「基礎演
習（考古学）」である。考古学とはどのような学問分野なのか，何を
どのように分析し，どのように解釈して過去の人類史を解き明かすの
かを実践的に学ぶ。
本授業の目標は，自ら課題を見出し，それを問題解決に導くとい

う，「大学での学び」の基礎を，考古学を通して獲得することにある。

授業内容

本授業は，演習形式，すなわち教員による問題設定・資料提示・ミニ
講義などをふまえて，班ごとに受講生が事前に共同学習を行い，その
成果を教室で発表し，全員で討議することによってすすめられる。少
なくとも毎月�回は発表を担当し，発表担当でない週はその課題につ
いての事前学習レポートを提出する。内容は,春学期は基礎的な事項
に重点を置き，秋学期は専門性を徐々に高めていく。春学期・秋学期
の初回にそれぞれ実施計画の詳細を提示する。
第�回〜13回 秋学期班別発表�〜13回
第14回 総まとめ

履修上の注意

本授業は，演習形式，すなわち教員による問題設定・資料提示・ミニ
講義などをふまえて，班ごとに受講生が事前に共同学習を行い，その
成果を教室で発表し，全員で討議することによってすすめられる。少
なくとも毎月�回は発表を担当し，発表担当でない週はその課題につ
いての事前学習レポートを提出する。内容は,前期は基礎的な事項に
重点を置き，後期は専門性を徐々に高めていく。前期・後期の初回に
それぞれ実施計画の詳細を提示する。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業時に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しない。

参考書

鈴木公雄1988『考古学入門』東京大学出版会

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容（�割)，レポート（�割)，出席（�割）により評価する。

その他

都内や近県には明治大学博物館をはじめとして多数の博物館があり，
展示だけでなく考古学関係の講座も毎週のように開催されている。こ
れらを活用して関心・知見の向上に努めて欲しい。
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289_14B31201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（考古学）Ａ 石 川 日出志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学専攻では，�〜�年次に毎年設置された演習形式の科目群が，
専門教育の背骨をなしている。その�年次配当科目が，この「基礎演
習（考古学）」である。考古学とはどのような学問分野なのか，何をど
のように分析し，どのように解釈して過去の人類史を解き明かすのか
を実践的に学ぶ。
本授業の目標は，自ら課題を見出し，それを問題解決に導くという，

「大学での学び」の基礎を，考古学を通して獲得することにある。

授業内容

本授業は，演習形式，すなわち教員による問題設定・資料提示・ミニ
講義などをふまえて，班ごとに受講生が事前に共同学習を行い，その
成果を教室で発表し，全員で討議することによってすすめられる。少
なくとも毎月�回は発表を担当し，発表担当でない週はその課題につ
いての事前学習レポートを提出する。内容は,春学期は基礎的な事項に
重点を置き，秋学期は専門性を徐々に高めていく。各学期の初回にそ
れぞれ実施計画の詳細を提示する。
第�回 「大学で学ぶ」とは？ 明治大学文学部，そして明大考古学

とは？
第�・�回 各種の文献をどう読解し，レポートをどのように作成す
るか？
第�・	回 考古学とは何か，どのようにして学ぶか？
第�〜11回 古墳から考古学の基本を学ぶ

古墳時代とは／古墳の構造／埴輪／副葬品／年代決定法／古墳
と地域社会
＊国史跡埼玉古墳群の現地見学を行う（日帰り）
第12〜14回 考古学の基本的方法を学ぶ： 各班設定テーマから考え
る！

履修上の注意

�コマ開講されるが，その割り振りは専攻別ガイダンス時に原案を提
示して調整を図る。
ほぼ毎回ミニレポートを課すので、必ず所定の期日（基本的に翌週）
に提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業でとりあげる文献については予習・復習をおこない，理解の向上
に努めること。授業においてとりあげる文献は今後も繰り返し参照す
べき必須文献のため，配布された資料やレジュメもふくめてすべて
ファイルして保管しておくこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。遂次、課題文献・参考文献を提示する。

参考書

鈴木公雄1988『考古学入門』東京大学出版会

課題に対するフィードバックの方法

提出されたレポートは，助言・添削・評価を添えて返却するので，
次のレポート作成に活かすこと。

成績評価の方法

発表内容（	割)，レポート（	割)により評価する。

その他

290_14B31301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（考古学）Ｂ 石 川 日出志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学専攻では，�〜�年次に毎年設置された演習形式の科目群が，
専門教育の背骨をなしている。その�年次配当科目が，この「基礎演
習（考古学）」である。考古学とはどのような学問分野なのか，何を
どのように分析し，どのように解釈して過去の人類史を解き明かすの
かを実践的に学ぶ。
本授業の目標は，自ら課題を見出し，それを問題解決に導くとい

う，「大学での学び」の基礎を，考古学を通して獲得することにある。

授業内容

本授業は，演習形式，すなわち教員による問題設定・資料提示・
ミニ講義などをふまえて，班ごとに受講生が事前に共同学習を行い，
その成果を教室で発表し，全員で討議することによってすすめられ
る。少なくとも毎月�回は発表を担当し，発表担当でない週はその課
題についての事前学習レポートを提出する。内容は,春学期は基礎的
な事項に重点を置き，秋学期は専門性を徐々に高めていく。各学期の
初回にそれぞれ実施計画の詳細を提示する。
第�・�回 考古学の調査とはどのようなものか？
第�〜�回 明治大学が調査した岩宿遺跡から考古学の基本を学ぶ
なぜ遺跡は調査されるのか？，遺跡の調査で何を得るのか？，

遺物から何を知るの
か？，遺物や遺跡の分布は何を示すのか？
＊国史跡岩宿遺跡の現地見学を行う（日帰り）
第�〜13回 考古学の基本的方法・成果を学ぶ： 各班設定テーマか
ら考える！
第14回 まとめ─考古学とは何か，どう学ぶか？─

履修上の注意

�コマ開講されるが，その割り振りは専攻別ガイダンス時に原案を
提示して調整を図る。ほぼ毎回ミニレポートを課すので、必ず所定の
期日（基本的に翌週）に提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業でとりあげる文献については予習・復習をおこない，理解の
向上に努めること。授業においてとりあげる文献は今後も繰り返し参
照すべき必須文献のため，配布された資料やレジュメもふくめてすべ
てファイルして保管しておくこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。遂次、課題文献・参考文献を提示す
る。

参考書

鈴木公雄1988『考古学入門』東京大学出版会

課題に対するフィードバックの方法

提出されたレポートは，助言・添削・評価を添えて返却するので，
次のレポート作成に活かすこと。

成績評価の方法

発表内容（50％)，レポート（50％)により評価する。

その他
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291_14B41403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ａ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習では、大学で授業を聞き、研究を行うための基本的なスキル
（レジュメをつくる、発表する、レポートを書くなど）を身につける
とともに、専門的な文献を読むための準備を行う。毎回、新聞記事の
比較発表の担当者を決めるとともに、文献発表をレジュメとパワポの
二回に分けて行う。また、秋学期に行う基礎演習実習の準備も始め
る。夏休みにはその資料作りをする。
受講生が演習とは何かを理解し、授業運営に積極的に参加できるよう
になることを到達目標とする。

授業内容

�．自己紹介・演習とは何か
�．図書館ガイダンス─文献と論文の探し方
�．データの探し方・まとめ方─根拠を持つ
�．発表�−レジュメを使って発表する
	．発表�
�．発表�

．プレゼンテーションの仕方─パワーポイント、議論への参加の仕
方

�．実習の場所とテーマを考える
�．発表�─パワポを使って発表する
10．発表	
11．発表�
12．レポートの書き方
13．実習資料作りの分担・協力体制づくり
14．春学期のまとめ

履修上の注意

オンライン授業を取り入れる可能性があるので、インターネット環境
や機材を整えておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の機会が多いため、授業外での作業をしっかりと行うこと。不明
点は授業内で質問し、よりよいスキルを身につけられるよう努力する
こと。

教科書

岡本耕平監修、阿部康久・土屋純・山本貴継編2022『論文から学ぶ地
域調査─地域について卒論・レポートを書く人のためのガイドブッ
ク』ナカニシヤ出版（事前に購入する必要はありません。）

参考書

慶応大学アカデミックスキルズの動画はお勧めできます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表、授業への参加度）（50％）と課題提出（50％）で評価
する。�回以上の欠席は評価対象外とする。

その他

292_14B41503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ｂ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、演習を春学期に経験した学生を対象に、大学での学
習・研究のスキルをさらに高めていく。外国語と日本語の新聞記事比
較を通じて、資料収集や情報伝達のツールとしての英語等利用の有効
性を理解するとともに、理論の概説書を通じてより専門的な文献を読
むための準備を行う。また、ディスカッションを通じて知識の信頼性
を高める仕方を身につけていく。
受講生が演習とは何かを理解し、大学生としての発表スキルを十分に
身につけることを到達目標とする。

授業内容

�．秋学期の方針説明
�．統計データ（国際統計）を読む・加工
�．データの発表、調査準備
�．グループ作業�−基礎的な調査
	．発表�（パワポ）─ディスカッション�（どのようなデータが必
要かを考える）

�．グループ作業�−現地調査準備

．発表�（現地調査報告・パワポ）─ディスカッション�（今後の
方向性を考える）

�．文献発表（レジュメ）�
�．文献発表（レジュメ）�
10．文献発表（レジュメ）�
11．文献発表（レジュメ）�
12．グループ作業�─最終発表準備
13．発表�（形式問わず）─ディスカッション�（相互評価）
14．秋学期のまとめ

履修上の注意

特になし

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備をしっかり行うこと。

教科書

森正人・中川正2022『文化地理学ガイダンス−あたりまえを読み解く
三段活用〔改訂版〕』ナカニシヤ出版（事前に購入する必要はありま
せん。また受講生の希望によって変える可能性もあります。）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表、授業への参加度）（50％）と課題内容（50％）で評価
する。�回以上の欠席は評価対象外とする。

その他
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293_14B41402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ａ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

地理学入門ゼミ。最初に，どういう「ものの見方」や考え方が地理
「学」であるのかを体得する。
地理学内外の文献，また必ずしも学術的なものではない書籍等を併
せて読むことで，地理学固有の視座や思考法を検討していく。
つぎに，自ら主題を立て，実際にフィールドに出て調査し，その成

果を報告することで，ひととおりのスキルを身に着けていく。

授業内容

それぞれのテーマに従っておよそ�回ずつ行っていく。

＜春学期＞
�〜�回：｢街歩き」と地理学の関係：どのようにして風景を読んでい
くか（文献を読む）
�〜�回：近代的身体経験の変容と都市空間の関係性について（文献
を読む）

〜�回：土地利用について：各種地図とどう付き合うか（地図を読
む）
10〜12回：景観変化について：時間軸との接合（地図を読む）
13〜14回：地図をもって街を歩く：夏季休暇中の調査計画と準備

履修上の注意

発表者に対して，当該発表をどう良くするべきか，そのコメントお
よび質問をつねに考えることが必要とされる。
地図作業を並行して行うので，12色程度の色鉛筆とマーカーを毎回
持参すること。

皆出席を前提とする。ただし診断書や証明書のある場合については
考慮する。
欠席は�回までは認めるが（ただしそのつど減点の対象となる），そ

れ以上は進度に支障が生じるので認められない。

天気が良ければキャンパス周辺を巡検することもあるので，歩きや
すい服装で出席するとよい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回課題を出すので，それを各自こなして次回の授業に出席するこ
と。
授業中に作業する時間は無いので，必ず事前に行うこと。

教科書

特に用いない。

参考書

授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）＋レポート・プレゼン内容（40％）＋α（20％）に
よる。
αはクラスでの積極的な姿勢を指す。
平常点とは毎回の課題達成度を積算したものをいう。

その他

294_14B41502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ｂ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

地理学入門ゼミ。
最初に，どういう「ものの見方」や考え方が地理「学」であるのか

を体得する。
地理学内外の文献，また必ずしも学術的なものではない書籍等を併

せて読むことで，地理学固有の視座や思考法を検討していく。
つぎに，自ら主題を立て，実際にフィールドに出て調査し，その成

果を報告することで，ひととおりのスキルを身に着けていく。

授業内容

それぞれのテーマに従っておよそ�回ずつ行っていく。

＜秋学期＞
�〜�回 夏期調査の報告（プレゼンをする）
�〜�回 各自興味をもったテーマに関する文献の紹介（�）（文献
を読む）

〜�回 各自興味をもったテーマに関する文献の紹介（�）（文献
を読む）
10〜12回 冬季調査の準備（調査法について）
13〜14回 冬季調査の報告（プレゼンテーション）

履修上の注意

発表者に対して，当該発表をどう良くするべきか，そのコメントお
よび質問をつねに考えることが必要とされる。
地図作業を並行して行うので，12色程度の色鉛筆とマーカーを毎回

持参すること。

皆出席を前提とする。ただし診断書や証明書のある場合については
考慮する。
欠席は�回まで認めるが（ただしその都度減点），それ以上は進度

に支障が生じるので認められない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題を出すので，各自それをこなして次回の講義に臨むこ
と。
授業時間にその作業す時間はないので，必ず事前に行うこと。

教科書

特に用いない。

参考書

授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）＋レポート・プレゼン内容（40％）＋α（20％）に
よる。
αはクラスでの積極的な姿勢を指す。
平常点とは，毎回の課題達成度を積算したもの。

その他
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295_14B41401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ａ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

さまざまな資料や文献を集め，それを分析し読解することを通じて現代的な諸問題
に関する洞察を深めてもらいたい。あわせて，図表に表現したり，発表し，議論す
るといった一連の学問的作業の基本的なトレーニングを通じて，自己の主張を明確
に伝える技法を身につけてもらいたい。そして，積極的に野外に出て，現場に立っ
て考える習慣を身につけてもらいたい。
具体的には下記のテーマで授業をすすめる。
�．�分間スピーチ（第�回）
自分のことや出身地のことについて�分間程度で紹介する。聴衆を引きつける話

題や話法が求められる。
�．ネットで調べよう（第�回〜第
回）
インターネットで様々な地理情報を取得し，グラフ化・地図化する。ネット検索

やExcelの技法が求められる。
�．図表を読み解く（第�回〜第11回）
与えられた図表を見て，その主張を確認するとともに問題点や疑問点を提示する。
図表を精確に読み解く技法が求められる。
�．資料を読み解く（第12回〜第14回）
与えられた資料を読み込み，その内容を紹介する。論点を整理して伝える技法と，

他者の発表を的確にメモする技法が求められる。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 図書館ツアー
第�回 �分間スピーチ
第�回 ネットで調べよう（その�）
第	回 ネットで調べよう（その�）
第�回 ネットで調べよう（その�）
第
回 ネットで調べよう（その�）
第�回 図表を読み解く（その�）
第�回 図表を読み解く（その�）
第10回 図表を読み解く（その�）
第11回 図表を読み解く（その�）
第12回 資料を読み解く（その�）
第13回 資料を読み解く（その�）
第14回 資料を読み解く（その�）

履修上の注意

第�回〜第
回の授業ではノートパソコンを使用する（スマホ，タブレット不可）。
連休中までに確保しておくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表と議論が授業の中心であり，積極的な取り組みが要求される。
場合によっては教室外での準備が必要なこともある。

教科書

後日課題図書を指定する場合もある。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度を最重視し，�回以上の欠席は評価の対象としない。また，レポー
トの期限や実習の集合時間に遅れるのも同様である。
成績は授業への主体的な取り組みとレポートの内容で評価される。

その他

296_14B41501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ｂ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期の基礎演習Aにつづき，下記のテーマで授業をすすめる。
�．私の主張（第�回〜第�回）
夏休みの宿題として，いくつかの課題図書を読み，その内容をレポートにして
提出するとともに，秋学期のはじめに報告する。さまざまな論点を的確に整理し
たうえで，自らの主張を開陳することが求められる。
�．ディスカッション（第	回，第�回）
上記の主張の中から論点が分かれるようなテーマについて全員でディスカッ
ションやディベートを行う。積極的な発言と，参加者と調和して議論をまとめて
いくことが求められる。
�．テーマ報告（第
回〜第10回）
与えられたテーマについて，パワーポイントを用いて報告する。ビジュアルな
資料を活用して，自らの主張を説得力あるものにする力量が求められる。
�．野外実習企画（第11回〜第14回）
年度末（�月末もしくは�月初）に関西方面での実習を予定しており，その準
備作業を行う。テーマや対象地の選定，文献・資料の分析，資料集の作成，現地
での段取りなど，学生自身が案内者となるべく，主体的な取り組みが求められる。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 私の主張（その�）
第�回 私の主張（その�）
第�回 私の主張（その�）
第	回 私の主張（その�）
第�回 ディスカッション（その�）
第
回 ディスカッション（その�）
第�回 テーマ報告（その�）
第�回 テーマ報告（その�）
第10回 テーマ報告（その�）
第11回 テーマ報告（その�）
第12回 野外実習企画（その�）
第13回 野外実習企画（その�）
第14回 野外実習企画（その�）

履修上の注意

発表と議論が授業の中心であり，積極的な取り組みが要求される。

準備学習（予習・復習等）の内容

プレゼンテーションの内容は予め考えておき，必要なレジュメや資料類も作成し
ておく。

教科書

後日課題図書を指定する場合もある。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度を最重視し，�回以上の欠席は評価の対象としない。また，レ
ポートの期限や実習の集合時間に遅れるのも同様である。
成績は授業への主体的な取り組みとレポートの内容で評価される。

その他
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297_14B41404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ａ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

大学での学びの醍醐味は，自らテーマを見つけて，調べ，考え，ま
とめ，発表するという一連の研究活動にある。本授業では，今年度の
野外実習予定地である長野県松本市上高地をテーマにして，演習形式
の授業をおこない，研究を進める上で必要となる基本的なスキルを，
各自が試行錯誤しながら習得することを目標とする。基礎演習Aで
は，調査地の情報収集〜テーマ選定〜現地調査の準備までを扱う。

授業内容

第�回 ガイダンス・自己紹介
第�回 資料の探し方
第�回 レジュメ・発表資料の作成方法
第�回 発表・ディスカッションの方法と実践
第	回 文献紹介�
第�回 文献紹介�
第
回 文献紹介�
第�回 文献紹介�
第�回 調査地の情報収集
第10回 現地調査の内容立案�
第11回 現地調査の内容立案�
第12回 調査計画発表�
第13回 調査計画発表�
第14回 現地調査準備

履修上の注意

第�回以降の授業では各自のノートPCを使用し，文書作成ソフト
（Microsoft Word等）やプレゼンテーションソフト（Microsoft
PowerPoint等）が必要である。現地調査は地理学実習Iとして実施す
るものであり，今年度は，�月に�泊�日程度の上高地での野外実習
（現地集合・現地解散）を予定している。同一教員が担当する「基礎
演習（地理学）Ｂ」を併せて履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

資料の作成や発表を基本とした授業のため，授業時間以外で十分な準
備をして授業に臨むこと。

教科書

特に定めない

参考書

上高地自然誌研究会編『上高地の自然誌：地形の変化と河畔林の動
態・保全』（東海大学出版部）
その他，授業内で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での発表50％，授業への参加・貢献度（ディスカッションへの積
極的な参加等）50％。全授業への出席を前提とするが，止むを得ない
事情による欠席の場合は考慮する。

その他

298_14B41504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（地理学）Ｂ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では，研究を進める上で必要となる基本的なスキルを，各自が
試行錯誤しながら習得することを目標とする。基礎演習Bでは，夏休
み中に実施した地理学実習Iの現地調査結果をまとめた上で，調査地
の特徴を多角的に分析し，地理学的なものの見方を学ぶ。さらに，後
半では，実際の学術論文を題材にして，研究発表の方法を学ぶ。

授業内容

第�回 ガイダンス，調査データの整理
第�回 データの表現方法
第�回 データを基に考察する
第�回 調査結果をまとめる（要旨の作成）
第	回 調査報告�

第�回 調査報告�

第
回 調査報告�

第�回 現地調査まとめ
第�回 学術論文の構造を探る�

第10回 学術論文の構造を探る�

第11回 学術論文の構造を探る�

第12回 文献紹介とディスカッション�

第13回 文献紹介とディスカッション�

第14回 文献紹介とディスカッション�

履修上の注意

毎回の授業で各自のノートPCを使用する。同一教員が担当する「基
礎演習（地理学）A」を併せて履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

資料の作成や発表を基本とした授業のため，授業時間以外で十分な準
備をして授業に臨むこと。

教科書

特に定めない

参考書

授業内で適宜紹介する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出課題および発表50％，授業への参加・貢献度（ディスカッション
への積極的な参加等）50％。全授業への出席を前提とするが，止むを
得ない事情による欠席の場合は考慮する。

その他
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299_14C30102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（哲学）Ａ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

哲学研究を行うための基礎的な技法について学ぶ。担当教員が定めるテーマをも
とに、具体的な作業・実践を通して哲学研究のための基礎的な力を身につけてい
く。
哲学的な問いを立てる力、関連する資料を探す力、要約と論文を作成するための
基礎的技能、グループでの研究と発表をするための手順を身につけるのが目標。

授業内容

�. イントロダクションと自己紹介
�. 論文要約の仕方、論文の型について、モデルレポートを読む
�. 期末レポート課題の説明、、研究とは何かの説明（三角形論）、グループ分け
�. ワークシートの作成
	. グループワーク：担当箇所についてのディスカッション
�. グループワーク：グループごとのディスカッション

. グループ発表の準備：発表資料の作成
�. グループ発表と質疑応答
�. レポートの書き方についての説明
10. 二次文献の選定と検討
11. 論文構想発表会
12. 最終レポート提出 この授業と哲学研究一般の関連づけ
13. 口頭試問（�）
14. 口頭試問（�）

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので、必ず次回までに与えられた課題を仕上げ
て授業に臨むこと。

教科書

戸田山和久『最新版 論文の教室：レポートから卒論まで』NHK出版、2022年。か
ならず入手すること。

参考書

ピーター・シンガー『実践の倫理』昭和堂

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

要約レポート10％
予習ワークシート10％
グループ発表20％
二次文献選定レポート10％
論文構想発表へのコメント10％
レポート30％
口頭試問10％

�/�以上の出席が必要。通算で	回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れ
る。

その他

・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運
動部の試合など、公欠と認められることのある学内行事（シェイクスピアプロ
ジェクトなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、
逆に言えば、�回欠席可能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさない。そのため、授業中の閲覧は禁止
する。

300_14C30101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（哲学）Ａ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

哲学研究を行うための基礎的な技法について学ぶ。担当教員が定めるテーマをも
とに、具体的な作業・実践を通して哲学研究のための基礎的な力を身につけてい
く。
哲学的な問いを立てる力、関連する資料を探す力、要約と論文を作成するための
基礎的技能、グループでの研究と発表をするための手順を身につけるのが目標。

授業内容

(�) イントロダクションと自己紹介
(�) 論文要約の仕方、論文の型について、モデルレポートを読む
(�) 期末レポート課題の説明、三角形論、グループ分け
(�) ワークシートの作成
(	) グループワーク：担当箇所についてのディスカッション
(�) グループワーク：グループごとのディスカッション
(
) グループ発表の準備：発表資料の作成
(�) グループ発表と質疑応答
(�) レポートの書き方についての説明
(10) 二次文献の選定と検討
(11) 論文構想発表会
(12) 最終レポート提出 この授業と哲学研究一般の関連づけ
(13) 口頭試問 前半
(14) 口頭試問 後半

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので、必ず次回までに与えられた課題を仕上げ
て授業に臨むこと。

教科書

戸田山和久『最新版 論文の教室：レポートから卒論まで』NHK出版、2022年。か
ならず入手すること。

参考書

ピーター・シンガー『実践の倫理』山内友三郎、塚崎智監訳、昭和堂、1991年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

要約レポート10％
予習ワークシート10％
グループ発表20％
二次文献選定レポート10％
論文構想発表へのコメント10％
レポート30％
口頭試問10％

�/�以上の出席が必要。通算で	回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れ
る。

その他

・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運
動部の試合など、公欠と認められることのある学内行事（シェイクスピアプロ
ジェクトなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、
逆に言えば、�回欠席可能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具と見なさないため、授業中の閲覧は禁止する。
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301_14C30201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（哲学）Ｂ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

哲学研究を行うための基礎的な技法について学ぶ。担当教員が定め
るテーマをもとに、具体的な作業・実践を通して哲学研究のための基
礎的な力を身につけていく。第11回以降は、最初の与えられたテーマ
から、より絞りこんだテーマ設定を履修者が共同で行い、小論文にま
とめる。関連する資料を探す力、他人の考えを正確に読み取ったり聞
き取ったりする力、自分の考えをわかりやすく伝える力を身につける
のが目標である。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方、目標、評価方法につい
て説明

第�回 研究のテーマ設定の方法と資料収集の方法
第�回 資料の読み方（�）
第�回 研究の進め方と問いの立て方（�）：井筒俊彦の研究紹介と

検討を通して
第	回 研究の進め方と問いの立て方（�）：井筒俊彦の研究紹介と

検討を通して
第�回 資料の読み方（�）
第
回 資料の要約と、批判的検討の方法（�）
第�回 資料の要約と、批判的検討の方法（�）
第�回 自分の考えを整理し、伝える方法（�）
第10回 自分の考えを整理し、伝える方法（�）
第11回 小論文の作成（�）：テーマ設定
第12回 小論文の作成（�）：テクストの講読と要約の作成
第13回 小論文の作成（�）：関連資料の読み方
第14回 小論文の作成（�）：論文の体裁を整える方法

履修上の注意

クラス分けに従い、指定された教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

適宜課題を課すので、次回授業までに課題を準備してから次の授業に
臨むようにしてほしい。

教科書

毎回プリントを配布する。

参考書

毎回の授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題：50％ 授業への貢献度：50％

その他

302_14C30202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎演習（哲学）Ｂ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

哲学研究を行うための基礎的な技法について学ぶ。一定のテーマを
もとに，具体的な作業・実践を通して哲学研究のための基礎的な力を
身につけていく。後半の共同発表ならびに個人発表では，より絞りこ
んだテーマ設定を履修者自身が行い，共同発表ならびに小論文にまと
める。今年度は，近代日本における宗教について哲学的考察を行った
思想家をとりあげる。
関連する資料を探し読解する力，他人の考えを正確に読み取った

り，聞き取ったりする力，自分の考えをわかりやすく伝える力を身に
つけるのが目標。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方について
第�回 鈴木大拙についての研究の紹介と検討�
第�回 鈴木大拙についての研究の紹介と検討�
第�回 井筒俊彦についての研究の紹介と検討�
第	回 井筒俊彦についての研究の紹介と検討�
第�回 清沢満之についての研究の紹介と検討�
第
回 清沢満之についての研究の紹介と検討�
第�回 共同でのテーマ設定
第�回 共同での発表準備�
第10回 共同での発表準備�
第11回 個別小論文テーマ報告
第12回 共同での発表
第13回 個別小論文梗概報告
第14回 個別小論文の講評

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い，指定された担当教員の授業
を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので，必ず期日までに与えられた
課題を仕上げて授業に臨むこと。

教科書

特に定めない。

参考書

明治大学文学部哲学専攻編『いま，哲学がはじまる。』，明治大学出
版会，2018年。

課題に対するフィードバックの方法

授業内において講評するほか、最終的に提出してもらう個別小論文
については、個々にコメントを付して返却する。

成績評価の方法

授業への貢献度（提出課題の評価を含む）40％，授業期間中に提出
する共同発表20％，個別小論文40％。
通算で	回以上欠席した場合，単位認定の対象から外す。

その他
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303_14A22401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎ドイツ語会話Ａ 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
同時並行で行われるドイツ語文法の授業の補完となるような授業として設計
している。すなわち、「文法の再度簡単な説明」「練習問題をたくさん解く」「単
語や動詞などを小テストを通して覚える」といったことである。
具体的には、練習問題を多く収録した教科書を授業中に一緒に解き進めなが

ら、�年次での応用に対応できるような、文法知識の定着を図ってゆく。学生
同士でのグループワークも取り入れるので、仲間同士で教え合いながら、出来
るだけ話しやすい雰囲気の中で、学習を進めてゆきたい。

【到達目標】
多くの練習問題を通じて、文法内容をしっかり理解、記憶すると同時に語彙

を増やすことを到達目標とする。

授業内容

第一回a: イントロダクション（外国語学習の目標設定について）
b: 授業の進め方について／家庭での準備学習について

第二回 アルファベット、母音
第三回 子音、挨拶表現
第四回 動詞の現在人称変化（�）
第五回 名詞と冠詞の格変化
第六回 〃
第七回 名詞の複数形
第八回 a: 小テスト

b: 人称代名詞
第九回 命令法
第十回 定冠詞類
第十一回 不定冠詞類
第十二回 前置詞
第十三回 話法の助動詞
第十四回 a: 春学期の総復習

b: 期末テスト

履修上の注意

ドイツ語の辞書（電子辞書も可とする）と教科書を毎回持参すること。
スマートフォンは辞書として使用することは出来ない。

準備学習（予習・復習等）の内容

文法の授業で不明だった点に力点を置くので、何がわからなかったのか、覚え
きれないかったのかを記憶しておくこと。
予習、復習にあまり負担をかけないような授業設計にする代わりに、授業時間
内の作業には集中すること。

教科書

今井田・前田『シュリット・フュア・シュリット』（三修社）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

随時行う小テスト（20％）、期末試験（80％）で評価する。

その他

304_14F17701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎ドイツ語会話Ｂ 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
同時並行で行われるドイツ語文法の授業の補完となるような授業として設

計している。すなわち、「文法の再度簡単な説明」「練習問題をたくさん解く」
「単語や動詞などを小テストを通して覚える」といったことである。
具体的には、練習問題を多く収録した教科書を授業中に一緒に解き進めな

がら、�年次での応用に対応できるような、文法知識の定着を図ってゆく。
学生同士でのグループワークも取り入れるので、仲間同士で教え合いながら、
出来るだけ話しやすい雰囲気の中で、学習を進めてゆきたい。

【到達目標】
多くの練習問題を通じて、文法内容をしっかり理解、記憶すると同時に語
彙を増やすことを到達目標とする。

授業内容

第一回a: 春学期の復習
第二回 未来形・非人称動詞
第三回 分離動詞・非分離動詞
第四回 接続詞
第五回 動詞の三基本形
第六回 過去人称変化
第七回 現在完了形
第八回 a: 小テスト

b: 再帰表現
第九回 形容詞の格変化
第十回 比較表現
第十一回 zu不定詞句
第十二回 関係代名詞・受動態
第十三回 接続法
第十四回 a: 秋学期の総復習

b: 期末テスト

履修上の注意

ドイツ語の辞書（電子辞書も可とする）を毎回持参すること。
スマートフォンは辞書として使用することは出来ない。

準備学習（予習・復習等）の内容

文法の授業で不明だった点に力点を置くので、何がわからなかったのか、覚
えきれないかったのかを記憶しておくこと。
予習、復習にあまり負担をかけないような授業設計にする代わりに、授業時
間内の作業には集中すること。

教科書

今井田・前田『シュリット・フュア・シュリット』（三修社）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

随時行う小テスト（20％）、期末試験（80％）で評価する。

その他
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305_14A22402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎ドイツ語会話Ａ 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語表現を場面や状況に結びつけることで，基本的なドイツ語
コミュニケーション能力をつけることを目指して編まれた教科書を使
用して，初級ドイツ語の表現力，語彙力を練磨する。合わせて，ドイ
ツ語圏の文化や社会事情にも言及し，受講者の知識拡張とドイツ語学
習への動機付けの強化を行っていく。受講者が履修している文法等の
授業を補完しつつ，初級ドイツ語の総合的力，とりわけ表現力が身に
つくようにする。
ドイツ語圏の幅広い知識の獲得とドイツ語会話・表現力の礎を築く
ことを到達目標とする。

授業内容

第�回：イントロダクションと挨拶
第�回：自己紹介
第�回：職業・国籍（その�）
第�回：職業・国籍（その�）
第	回：友達の紹介（その�）
第�回：友達の紹介（その�）
第
回：レストランにて
第�回：持ち物
第�回：住まい・家具
第10回：値段を聞く
第11回：家族
第12回：持ち物（その�）
第13回：趣味
第14回a：試験

b：正答解説

履修上の注意

並行して授業で用いているドイツ語文法の教科書を持参すること。ド
イツ語文法の教科書を持参すること。内容的に前後期は連動するの
で，学習効果を最大限にするため原則として通年で履修のこと。ま
た，詳しい説明をする初回の授業から出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に，教科書の該当箇所を入念に読み，疑問点や質問を明確にして
おくこと。復習として，教科書の該当箇所や配布プリントを読み直す
こと。

教科書

新倉真矢子他『シュピッツェ！� コミュニケーションで学ぶドイツ
語』（朝日出版社）2023年
指定されたこの最新版を購入のこと。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度，随時行う小テスト・提出小課題等の平常点と期末テ
ストを総合して評価する（平常点40％， 期末テスト60％）。

その他

とりわけ十分な予習の上で授業に臨むこと，ならびに積極的に質問す
る心がけが大切である。復習を習慣づけることは，知識の確実な定着
につながる。

306_14F17702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎ドイツ語会話Ｂ 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語表現を場面や状況に結びつけることで，基本的なドイツ語
コミュニケーション能力をつけることを目指して編まれた教科書を使
用して，初級ドイツ語の表現力，語彙力を練磨する。合わせて，ドイ
ツ語圏の文化や社会事情にも言及し，受講者の知識拡張とドイツ語学
習への動機付けの強化を行っていく。受講者が履修している文法等の
授業を補完しつつ，初級ドイツ語の総合的力，とりわけ表現力が身に
つくようにする。
ドイツ語圏の幅広い知識の獲得とドイツ語会話・表現力の礎を築く

ことを到達目標とする。

授業内容

第�回：余暇活動
第�回：贈り物
第�回：身につける物
第�回：予定の取り決め
第	回：予定・規則・願望などについて話す
第�回：街の中で・道案内
第
回：交通手段
第�回：時刻表現
第�回：�日の行動
第10回：旅行・週末
第11回：過去の出来事を話す
第12回：ドイツ語らしい表現（その�）
第13回：ドイツ語らしい表現（その�）
第14回：a. 試験

b. 正答解説

履修上の注意

並行して授業で用いているドイツ語文法の教科書を持参すること。ド
イツ語文法の教科書を持参すること。内容的に前後期は連動するの
で，学習効果を最大限にするため原則として通年で履修のこと。ま
た，詳しい説明をする初回の授業から出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に，教科書の該当箇所を入念に読み，疑問点や質問を明確にして
おくこと。復習として，教科書の該当箇所や配布プリントを読み直す
こと。

教科書

新倉真矢子他『シュピッツェ！� コミュニケーションで学ぶドイツ
語』（朝日出版社）2023年
指定されたこの最新版を購入のこと。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度，随時行う小テスト・提出小課題等の平常点と期末テ
ストを総合して評価する（平常点40％， 期末テスト60％）。

その他
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307_14A32703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎フランス語講読Ａ 井 上 美 穂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の目標は、辞書を使ってフランスの新聞記事が読めるようになるこ
とです。単にフランス語の単語を日本語に置き換えるのではなく、そこで
語られている意味が説明でき、表現に込められたニュアンスが理解できる
ようになることを目指します。

授業内容

フランスの事情を前提知識として有していない場合、いきなり新聞記事
を読んでも理解するのが難しいと思われます。したがって、まずフランス
のニュースビデオを視聴し、その後に同じテーマを扱った新聞記事を配布
します。記事には、内容を問う質問がつけられています。辞書を使って記
事を読み、質問の答をワード文書に各自で書き、その答を全員で共有して
答合わせを行います。
2023年のニュースを予測するのは不可能ですので、以下に、2022年度春

に行った講読のテーマをあげます。

第�回：フランス大統領選挙で棄権が増大
第�回：イースターのチョコレート
第�回：ウクライナへの軍事侵攻
第�回：フランスパン
第	回：チーズ
第�回：カンヌ映画祭
第
回：自動車産業
第�回：サッカーの試合で暴動
第�回：ウクライナ戦争での国境なき医師団の活動
第10回：ヒートアイランド現象
第11回：霜による被害
第12回：欧州連合
第13回：ツールドフランス
第14回：
月14日革命記念日

履修上の注意

CALL教室を最初の授業から使いますので、大学のパソコンにログイン
し、インターネットにつなげるようにしておいてください。また、初回の
授業から辞書が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必要ありません。復習が大切です。授業での教員による解説を復
習し、次回同じ表現パターンを目にした時に、その知識を生かせるように
してください。

教科書

教科書はありません。教材は、毎回教員が配布します。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業には75％以上出席する必要があります。75％未満の場合は単位は取
得できません。そして学期末に行う試験を100％として、評価を決めます。

その他

308_14A32802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎フランス語講読Ｂ 今 関 ア ン

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
春学期に引き続きフランス語の音、読み、文法、語彙の習得に努めてい
きます。
またフランス語圏の国々についての理解を深めていきましょう。
教材は主に『フランコフォニーへの旅（改訂版）』を使い、簡単な詩や
シャンソンの歌詞、新聞・雑誌記事、美術館の作品解説などを読んでい
きます。
＜到達目標＞
初級レベルの文法事項、発音、聞き取り能力を獲得し、フランス語の読
解力を高める。

授業内容

�．発音テスト、L.5 文法説明、練習問題
�. 発音テスト、L. 	 文法説明続き、Dialogue, 基本文法、基本構文
�．発音テスト、L. 	 Lecture
�．発音テスト、L. � 文法説明、練習問題
	．発音テスト、L. � Dialogue, 基本文法、基本構文、時刻の言い方、
基本語彙

�．発音テスト、L. � Lecture、L. 
文法説明、練習問題

．発音テスト、L. 
 Dialogue, 基本文法 Lecture
�．発音テスト、L. � 文法説明、練習問題
�．発音テスト、L. � Dialogue, 基本文法
10．発音テスト、L. � Lecture L. � 文法説明、練習問題
11．発音テスト、L. � Dialogue, 基本文法、基本構文
12．発音テスト、L. � Lecture、L. 10 文法説明、練習問題
13．発音テスト、L. 10 Dialogue, Lecture
14. a. 期末試験／b. 解説

履修上の注意

予習の際には、辞書を引いたり、意味をとったりすることに終始しがち
ですが、「どのように音読するのか」を確認することまでが予習の範囲
です。
単語帳を用意し、語彙数をどんどん増やしていきましょう。
辞書は毎回かならず持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は単語帳作成、発音の確認に当ててください。
復習は発音の規則と学習した語彙の記憶に努めましょう。

教科書

『フランコフォニーへの旅（改訂版）』駿河台出版

参考書

http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
webなびふらんせ

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（音読、訳、練習問題、聴き取り）30パーセント、期末テスト70
パーセント。

その他
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309_14A32702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎フランス語講読Ａ 今 関 ア ン

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
フランス語を学び始めた人のための読解の授業です。知らない単語でいっぱいの
外国語の長文は、最初はただぼんやりとした黒い塊のように見えますが、辞書を
ひいたり、構文を考えたりしながら、だんだんと意味がわかってくるときの喜び
を体感してください。そのために基本的な文法事項を徹底的に頭に入れ、語彙を
増やしていきます。フランス語の発音には一定の規則性がありますが、つづり字
と発音の関係を覚えるが少し大変です。毎回発音テストとディクテ（聞き取り）
を行い、完璧に読めて聞き取れることを目指します。
教材は主に『フランコフォニーへの旅（改訂版）』を使い、簡単な詩やシャンソン
の歌詞、新聞・雑誌記事、美術館の作品解説などを読んでいきます。
＜到達目標＞
初級レベルの文法事項、発音、聞き取り能力を獲得し、フランス語の読解力を高
める。

授業内容

授業は次のような順で進めることを予定しています。
�．フランス・フランス語について、辞書の使い方、Lecon ! クイズ、アルファ
ベ、つづり字と発音、リズムとイントネーション
�．発音テスト、L.1 文法説明、練習問題
�．発音テスト、L.1 文法説明続き、Dialogue、基本構文、基本文法、基本語彙
�．発音テスト、L. � Lecture
	．発音テスト、L. � 文法説明、練習問題
�．発音テスト、L. � 文法説明続き、Dialogue､基本構文、基本語彙

．発音テスト、L. � Lecture
�．発音テスト、L. � 文法説明、練習問題
�．発音テスト、L. � 文法説明続き、Dialogue､基本構文、基本語彙
10．発音テスト、L. � Lecture 文法説明、練習問題
11．発音テスト、L. � 文法説明、練習問題
12．発音テスト、L. � 文法説明続き、Dialogue､基本構文、基本語彙
13．発音テスト、L. � Lecture
14. a. 期末試験／b. 解説

履修上の注意

最初はフランス語の音読のしかたを集中的に学びます。予習の際には、辞書を引
いたり、意味をとったりすることに終始しがちですが、「どのように音読するの
か」を確認することまでが予習の範囲です。
単語帳を用意し、語彙数をどんどん増やしていきましょう。
辞書は毎回かならず持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は単語帳作成、発音の確認に当ててください。
復習は発音の規則と学習した語彙の記憶に努めましょう。

教科書

『フランコフォニーへの旅（改訂版）』駿河台出版

参考書

http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/

webなびふらんせに登録

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（音読、訳、練習問題、聴き取り）30パーセント、期末テスト70パーセン
ト。

その他

310_14A32803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎フランス語講読Ｂ 井 上 美 穂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の目標は、辞書を使ってフランスの新聞記事が読めるようになるこ
とです。単にフランス語の単語を日本語に置き換えるのではなく、そこで
語られている意味が説明でき、表現に込められたニュアンスが理解できる
ようになることを目指します。

授業内容

フランスの事情を前提知識として有していない場合、いきなり新聞記事
を読んでも理解するのが難しいと思われます。したがって、まずフランス
のニュースビデオを視聴し、その後に同じテーマを扱った新聞記事を配布
します。記事には、内容を問う質問がつけられています。辞書を使って記
事を読み、質問の答をワード文書に各自で書き、その答を全員で共有して
答合わせを行います。
2023年のニュースを予測するのは不可能ですので、以下に、2022年度秋

に行った講読のテーマをあげます。

第�回：シーズンオフのモンサンミッシェルに多くの観光客
第�回：トリュフ
第�回：石油大手トタル・エナジー社
第�回：フランス電力公社
第	回：モナリザにケーキが投げつけられる
第�回：今年のワインは量は少ないが、質は良い
第
回：ニューカレドニア
第�回：医療検査機関ｎ
第�回：心のレストラン
第10回：ストラスブールのマルシェドノエル
第11回：パリ五輪のマスコット：フリージュ
第12回：サッカーワールドカップ
第13回：ホイップクリーム、フランスではクレーム・シャンティイー。
第14回：牛のげっぷによるメタンガスを削減

履修上の注意

CALL教室を最初の授業から使いますので、大学のパソコンにログイン
し、インターネットにつなげるようにしておいてください。また、初回の
授業から辞書が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必要ありません。復習が大切です。授業での教員による解説を復
習し、次回同じ表現パターンを目にした時に、その知識を生かせるように
してください。

教科書

教科書はありません。教材は、毎回教員が配布します。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業には75％以上出席する必要があります。75％未満の場合は単位は取
得できません。そして学期末に行う試験を100％として、評価を決めます。

その他
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311_14A32701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎フランス語講読Ａ 森 真太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語の初学者のための、読解を中心とした授業です。最初は知
らない単語でいっぱいの外国語の文章の塊が、だんだんと意味がわ
かってくるテクストに変貌するときの喜びは大きいと思います。フラ
ンス語の発音に慣れ、語彙を増やし、単語を聞き取りあるいは推測し、
構文を見抜けるようになることを目指します。授業は、�）長文の読
解と、�）ディクテ（聞き取り）という二つの部分がメインとなりま
す。

授業内容

授業は次のような順で進めることを予定しています。
各課のあいだに、簡単なフランス語のテクストの読解を入れる予定で
す。
�．オリエンテーション: 学習の諸注意
�．フランスの町(�)
�．フランスの町(�)
�．学生生活(�)
	．学生生活(�)
�．彼女は働き者(�)

．彼女は働き者(�)
�．週末はなにをしますか？(�)
�．週末はなにをしますか？(�)
10．ブリュッセルでの週末(�)
11．ブリュッセルでの週末(�)
12．オペラ、演劇、バレエ、映画等の鑑賞
13．全体のまとめ
14．a ．試験 b．解説

履修上の注意

語学の学習はすばやくはできません。ゆっくりでもたゆまず行えば、
確実に力が付いてきます。

準備学習（予習・復習等）の内容

新出単語、文法欄の例文、練習問題、長文の下調べが予習に該当しま
す。
教室で当てますので、答えられるようにしておきましょう。忘れるこ
とは当たり前なので、復習をして自分の吸収できていない項目をつね
に意識できるようにしてください。

教科書

小松 祐子, ジル デルメール 著『フランコフォニーへの旅』（駿河台出
版社）
ISBN978-�-411-00927-�

参考書

辞書は毎回かならず持ってくること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常の参加点50％（授業への参加、問題への取り組み、レスポンス
ペーパー）＋期末考査50％
成績評価の方法については、初回授業時にくわしく説明する。

その他

皆、同じスタートラインからひとつひとつ積み上げて学んで行きます。
そのため出席は前提です。

312_14A32801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

基礎フランス語講読Ｂ 森 真太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語の初学者のための、読解を中心とした授業です。最初は知
らない単語でいっぱいの外国語の文章の塊が、だんだんと意味がわ
かってくるテクストに変貌するときの喜びは大きいと思います。フラ
ンス語の発音に慣れ、語彙を増やし、単語を聞き取りあるいは推測し、
構文を見抜けるようになることを目指します。授業は、�）長文の読
解と、�）ディクテ（聞き取り）という二つの部分がメインとなりま
す。

授業内容

授業は次のような順で進めることを予定しています。
各課のあいだに、簡単なフランス語のテクストの読解を入れる予定で
す。
�．前期の振り返り(�): 夏休みの宿題等
�．前期の振り返り(�): 文法項目のおさらい。
�．大型連休(�)
�．大型連休(�)
	．わたしはフランスに住んでいなかった(�)
�．わたしはフランスに住んでいなかった(�)

．アフリカに行こう(�)
�．アフリカに行こう(�)
�．若者は旅をせよ(�)
10．若者は旅をせよ(�)
11．文法補遺(�)
12．文法補遺(�)
13．フランス語検定に挑戦してみよう
14．a ．試験 b．解説

履修上の注意

語学の学習はすばやくはできません。ゆっくりでもたゆまず行えば、
確実に力が付いてきます。

準備学習（予習・復習等）の内容

新出単語、文法欄の例文、練習問題、長文の下調べが予習に該当しま
す。
教室で当てますので、答えられるようにしておきましょう。忘れるこ
とは当たり前なので、復習をして自分の吸収できていない項目をつね
に意識できるようにしてください。

教科書

小松 祐子, ジル デルメール 著『フランコフォニーへの旅』（駿河台出
版社）
ISBN978-�-411-00927-�

参考書

辞書は毎回かならず持ってくること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常の参加点50％（授業への参加、問題への取り組み、レスポンス
ペーパー）＋期末考査50％
成績評価の方法については、初回授業時にくわしく説明する。

その他

皆、同じスタートラインからひとつひとつ積み上げて学んで行きます。
そのため出席は前提です。
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313_14J10201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

キャリア・デザイン 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

現代社会は大きく変化しつづけています。その中で、将来の職業選択もふくめ、自分の人生をどのようにデザインしていけば
いいのか、また自分の希望する進路に就くためには、学部時代にどのようなことをしていけばいいのかを、早めに考え準備し
ていかなければいけません。
この講義では、様々な業種の第一線で活躍している講師が、自身の仕事内容やどのような姿勢で働いているかを紹介します。
そして、社会で実際に必要とされる能力について実務経験を踏まえ、話します。講義を通して、将来のキャリア・デザインに
必要な知識や情報を受講生が手に入れ、進路選択や学習に活かしてもらうことを目指します。世の中にはどのような進路や仕
事があるのかを知ってもらうと同時に、自分の適性を活かしたり、能力を高めていくためにはどうすればいいのかを＜発見＞
し学んでもらえたらと思います。

授業内容

第�回�月22日（金） 文学部教授 大山るみこ・就職キャリア支援事務室員
【初回ガイダンス・就職活動の概要説明】
各企業の採用状況や明大生の就職状況がどうなっているのか、数年後に待っている就職活動の実際について説明します。
第�回�月29日（金） 国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ 東京オフィス オペレーションズアドミニストレーター
湯村帆名氏
【国際NGOで働く：グローバルなキャリアステップ】
大学生のときの経験が、今のキャリアにどうつながったのか。そして働き方、生き方の考えにどのような影響を与えてきたの
か。国境を越えた将来の夢に近づくためのキャリアデザインを共に考える。
第�回10月�日（金） 株式会社学び 代表取締役社長 寺裏誠司氏
【これからの社会とこれからのキャリアを考える】
未来の世界や人材ニーズはどのように変わっていくのでしょうか？今後の社会で求められる能力を明らかにしていきながら、
そのために学生時代に今から身につけたい力を共有していきます。
第�回10月13日（金） 株式会社日本アクセス 水島あやめ氏
【食品流通業界における食品卸売業の役割】
消費者の普段の生活の中では、目に触れることのないBtoB企業である食品卸売業の仕事。問屋不要論などもささやかれる昨今
において、食品流通業界の中での役割や発揮している機能を交えながら、業界の重要性や仕事のやりがいなどを紹介します。
小売業の売り場作りの裏側や外食産業へのメニュー提案など普段見えない世界についてご紹介します。
第	回10月20日（金） 文学部教授 駒見 和夫
【学芸員という仕事】
博物館の専門職である学芸員の職務内容と、そのために必要なスキルについて説明します。あわせて、学芸員の意欲的な活躍
により、博物館がどんなに魅力的な存在となるかを紹介します。
第�回10月27日（金） 文学部特任教授 藤井剛
【教師の仕事】
「教員の仕事」というと、「授業」「部活動」「進路指導」などがイメージされるだろうが、それ以外の仕事も多い。本講義では、
「教員の�日」などをとおして、教員の仕事を明らかにしたい。
第
回11月10日（金） 小田急箱根ホールディングス株式会社取締役営業統括部長 相沢喜一郎氏
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）の視点でこれからの仕事を考える】
小田急グループの活動を通じて、企業の社会的責任を紹介します。あわせて、文学部の皆さんのキャリアデザインを考えてい
きます。
第�回11月17日（金） 株式会社フジテレビジョン 冨士川祐輔氏
【これからのマスコミ・映像業界に求められる人材とは】
テレビ番組や映画、CMの話はもちろん、スマホゲームやXRと呼ばれる新しいエンタメまで、テレビ局が行なっている様々なコ
ンテンツ制作の話を通し、イメージを形にする仕事とはどんなものか、必要な資質とは何かを解説するとともに、これからの
映像業界に求められる人材について考えます。
第�回11月24日（金） 文学部教授 田母神顯二郎
【大学院というアジール】
海外における大学院の状況、大学院進学のメリットやデメリットなどを紹介しながら、今後の国際社会やAI社会を生きていく
うえで、大学院をどのように利用していけばいいかを考えたいと思います。
第10回12月�日（金） 文学部教授 三浦太郎
【司書という仕事】
図書館の専門職である司書の仕事内容を紹介します。あわせて、就職に際し参考となる情報についても説明します。
第11回12月�日（金） 遊園地・レジャー関連企業勤務 大方佑佳氏
【キャリアを考える-就職の際の動機付け】
学生と社会人の違い、仕事をするということの定義をお話します。私自身はオリエンタルランドという会社で働きながら、自
分の得意なことを別で副業をしています。一例とはなりますが、体験談を紹介しながら、みなさんの自己理解を深めるきっか
けになる講義をします。
第12回12月15日（金） 社会保険労務士 野中政宏氏
【キャリア形成と労働法・社会保険の基礎知識】
労働法や社会保険制度は、働くうえでのルールであり仕組みです。キャリアを考える前提として、このルールや仕組みを知り、
将来のビジョンを自らの手で描くことに役立ててください。
第13回12月22日（金） 株式会社東洋経済新報社 編集局 編集委員 田宮寛之氏
【学生が気づかないグローバル成長業界・企業とは】
国際情勢の変化に触れながら、今後の成長業界・企業を見極めるポイントを解説。さらに各業界を取り巻く環境と具体的な企
業活動を取り上げつつ、業界の将来について講義する。
第14回�月12日（金） 就職キャリア支援事務室 金野知旦氏
【キャリアデザインと今後の学生生活の過ごし方】
これまでの講義の振り返りやワークを通じて、キャリアデザインの重要性や今後どのように学生生活を過ごすことで自分らし
い将来のキャリアをデザインできるのかについて講義します。

履修上の注意

毎回の講義の内容をどれくらい理解したかが、大きなポイントとなります。受け身の姿勢に終わるのではなく、将来のキャリ
ア・デザインに向けて積極的に考えていく姿勢が大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、次回の授業範囲について新聞等で調べておくこと。復習として、授業で紹介した問題について文献等で調べること。

教科書

各回の講師より、参考文献の指示、資料・レジュメ等の配布がある。

参考書

「キャリア形成ガイドブック」坂本恒夫編（中央経済社 2008年）など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

各回実施するアンサーシート（小レポート）に基づき評価する（100%）。

その他

なし
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314_14F55601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

旧石器時代の考古学Ａ 栗 島 義 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

旧石器時代は人類史の最古段階を総称する呼称であり、約300万年前から1.5万年前まで長く続い
た人類史に相当する時代であり、過去の人類歴史の実に99％以上が旧石器時代に相当するものであ
る。この長い歴史のなかで霊長類から進化した人類はヒトとしての技術・文化、そして社会を形成
してきたが、その中心にあったのが狩猟採集活動を通じた生業形態にあった。現在とは異なった環
境下で人々は生きる手段として技術を発展させ、社会性を身に付けることで自然を活用・克服する
文化を発展させた。旧石器時代の研究は人類学や地質学･生態学など様々な研究分野との学際的研
究が不可欠であるが、その最も重要で基礎的な研究こそが遺跡に残された遺物研究にある。旧石器
時代の遺跡に残された遺物は少ないが、特に腐食・破損などの危機を免れた石で作られた石器を研
究することが不可欠となってくる。
本講義での目標は、石器をどのように観察・分析してゆくか、その評価を通じてその利用方法や
製作スタイルを研究することで、その背後にある人間活動や生活、社会などへのアプローチの方法
を学ぶことにある。授業は大きく�部の構成を持っており、それぞれを段階的に学ぶことで旧石器
時代研究は勿論のこと、石器を始めとする遺跡に残された遺物とその製作に関わる技術、そして考
古資料をどのように解釈することで人間活動や社会・文化へのアプローチが可能となるのか、言わ
ば資料を通した具体的な考古学研究の方法･手段の理解を目標とする。
本講義では石器群の具体的分析と研究の方法論を中心に学ぶが、対象は旧石器時代に限らずに縄
文時代や他の時代にも及ぶので、そのような研究視点や方法論は考古学全般に応用の利く優位な視
座ともなり得る。従って専門性や興味のある時代にとらわれずに履修することを推奨したい。また
毎回の授業ではタイムリーな考古資料の紹介や話題となった遺跡について取り上げて講義題材とす
る。

授業内容

＜第�部：旧石器時代の考古学＞
第�回 総論（なぜ、石器を学ぶのか？）
第�回 旧石器時代の範囲と枠組み
第�回 旧石器時代研究の歩み

＜第�部：石器研究の基本と応用＞
第�回 石器を理解する（観察の基本）
第	回 石器を作る（石材）
第�回 石器を作る（技術）
第
回 石器の種類を知る
第�回 石器から文化伝統を探る

＜第�部：旧石器時代の考古学＞
第�回 旧石器時代の範囲と編年
第10回 旧石器時代の遺跡分布
第11回 旧石器時代遺跡の姿
第12回 石器分布と住居・集落
第13回 生業と移動生活の様相
第14回 研究の総括

履修上の注意

毎回出席をとる。遅刻は厳禁。あわせて旧石器時代の考古学B（秋学期）を履修することを推奨
する。考古学専攻ばかりでなく他専攻生の履修も歓迎するが、事前に「考古学概論Ⅰ」など基礎的
な理解を踏まえておくこと、並びに考古学の概説書などを通読しておくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の内容に関して、事前に資料をアップするので目を通し、必要に応じてプリントして事業に
臨むくこと。また授業の中で逐一、関連する論文や雑誌などの参考文献を提示するため、それらを
参照してより専門的な理解を深めること。専門用語などの使用は少なくして理解し易い解説を心が
け、学生が興味を持てるように配慮する。

教科書

特になし

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験による評価を基本とするが（�割）、必要に応じてレポート等の課題を与えることがあ
る。また、出席や講義に臨む姿勢も評価の対象とする（�割）。

その他

必要に応じて講義資料を配付するが、翌週以後の再配布はない。万一欠席した場合は、受講者同
士で融通しあうこと。

315_14F55701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

旧石器時代の考古学Ｂ 栗 島 義 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

旧石器時代は人類史の最古段階を総称する呼称であり、約300万年前から15，000年前
までの長い人類史に相当した時代であり、過去の歴史の実に99％以上が旧石器時代と
も言える。この長い歴史のなかで霊長類から進化した人類はヒトとしての技術・文化、
そして社会を形成してきたが、その中心にあったのが狩猟採集活動を通じた生業形態
にあった。現在とは異なった環境下で人々は生きる手段として技術を発展させ、社会
性を身に付けることで自然を活用・克服する文化を発展させた。旧石器時代の研究は
人類学や地質学、環境学など様々な研究分野との学際的研究が不可欠であるが、その
最も重要で基礎的な研究は遺跡に残された遺物研究にある。旧石器時代の遺跡に残さ
れた遺物は少ないが、特に腐食・破損などの危機を免れた石で作られた石器を研究す
ることが不可欠となる。
本講義での目標は、日本列島に於ける旧石器文化の概要と縄文文化への移行について、
石器を中心とした考古遺物の分析・検討を経て実証的に理解することである。本講義
は�部の構成からなっており、第�部で日本の旧石器文化の研究現状と課題と解説す
る。第�部として縄文時代への移行がどのように果たされたものか、またその特質を
出土遺物や遺跡を通して明らかとする。
本講義では日本旧石器時代を中心に学ぶが、必要に応じて東アジア地域の研究を紹介
する。旧石器から縄文への移行問題は時代区分の論理にも関わることから、専門性を
超えて履修することを推奨する。

授業内容

第�回 総論（研究現状の概観）

＜第�部：旧石器時代考古学の現状と課題＞
第�回 最古の旧石器遺跡（前期旧石器問題）
第�回 日本列島の旧石器時代遺跡の分布
第�回 石材産地と遺跡分布
第	回 立川ローム層と旧石器遺跡
第�回 自然環境と人類の活動
第
回 石器群の変化と編年
第�回 列島各地の石器群とその特徴

＜第�部：縄文時代への移行＞
第�回 縄文のはじまり
第10回 更新世から完新世への変動
第11回 遺物から移行形態を復元
第12回 神子柴文化の評価
第13回 日本列島最古の土器群
第14回 生業の変化と居住形態

履修上の注意

毎回出席をとる。遅刻は厳禁。旧石器時代の考古学A（春学期）を履修した学生は引き
続き本授業の履修を強く推奨する。授業では旧石器以外の研究や外国考古の研究にも
触れるので考古学専攻生の履修も歓迎するが、事前に「考古学概論Ⅰ」など基礎的な
理解を踏まえておくと共に、考古学の概説書などを通読しておくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の内容に関して、プリントを用意すると同時に必要に応じて参考文献を提示する
ため、それらを参照して理解を深めること。専門用語などの使用は少なくして理解し
易い解説を心がけ、学生が興味を持てるように配慮する。また、毎回の授業開始時間
に、話題となっている考古学ニュースを取り上げ、その概要について分かりやすく解
説する機会を設ける。

教科書

特になし

参考書

授業のなかで重要な文献や論文を逐次、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験による評価を基本とするが（�割）、必要に応じてレポート等の課題を与え
ることがある。また、講義に臨む姿勢も評価の対象とする（�割）。なお、出席カード
に質問・意見を記入し、良問だった場合は平常点として加点することもある。

その他

必要に応じて講義資料を配付するが、翌週以後の再配布はない。万一欠席した場合
は、受講者同士で融通しあうこと。
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316_14H05701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

教育学Ａ 前 原 健 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

現代日本の教育の現状について，毎回の講義ごとにトピックを定めて考察する。誰もが
持っている「教育体験」や「学校観」を相対化・客体化して考察の対象とする知的態度や
方法を身に付けることができる。「教育」「学校」「教師」に関する一定の理解を得ること
はもちろん到達目標の一部であるが、それ以上に、それらの学習を通して「知的考察の態
度と方法」を獲得することが重要な到達目標である。

授業内容

この教育学Aは「教育学」という学問についての理論的な紹介ではなく、「教育」「学校」
「教師」について具体的に考える講義である。各回の講義でひとつの主題を取り上げる予
定である。

第�回 講義の概要と計画、「教育について考える」具体例をいくつか提示
第�回 大学について考える（�）：今「大学生」であることの意味と価値と責任
第�回 大学について考える（�）：高等教育の発展段階論、大学のこれまでとこれから
第�回 大学について考える（�）：大学のドイツ型とアメリカ型、特殊な日本型
第	回 「教師」という仕事（�）：私たちの「教師観」
第�回 「教師」という仕事（�）：教師の仕事、「学習学校」の教師と「生活学校」の教

師
第
回 「教師」という仕事（�）：数字で見る教師の現状
第�回 日本の学校と学力（�）：戦後日本の学力政策を振り返る
第�回 日本の学校と学力（�）：国内的視点から見る学力、国際的視点から見る学力
第10回 日本の学校と学力（�）：グローバル化する社会、これからの学力
第11回 特論：「教育学A」のレポートの作成法
第12回 子どもたちと学校の変容（�）：情報化社会の中の子どもと学校
第13回 子どもたちと学校の変容（�）：ジェンダーと教育問題の関わり
第14回 子どもたちと学校の変容（�）：インクルーシブな教育をどう実現するか

オンライン講義になった場合は、変更がありうる。

履修上の注意

特に基礎知識は必要ない。毎回の講義ごとにコメントを書いて提出してもらい、次回の講
義においてその一部を使って振り返りを行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の講義について�時間程度の復習が望まれる。
毎回の講義について、配布プリント、ノートの内容、関連事項の探究、参考文献の参照を
通じて重要な概念や考え方について理解の定着をはかることが望まれる。
毎回の講義ごとに、コメントペーパー（リアクションペーパー）の提出を求める予定であ
る。提出されたものの中から一部を切り出して質問への回答等も記したフィードバックプ
リントを作って配布する。フィードバックプリントの読み込みも、復習の一部である。

オンラインによる実施となった場合には、「事前にアップする音声入り教材の視聴」「ミニ
レポートの作成」「レポートから適宜切り出してつくるフィードバックプリントによる復
習」というサイクルで講義を作る。

教科書

教科書は使用しない。
毎回の講義に先立って、講義プリントをOh-o meijiシステムのクラスウェブにアップする
ので、各自でダウンロード、プリントして持参、参照することとする。

参考書

講義で取り上げる話題に関連した，大学生が自立して読むことのできる参考図書を毎回紹
介する。
なお講義時に紹介する参考図書は主に新書（一冊700円から800円程度）にする予定であ
る。新書は古書の対義語ではないから、新書を古書で、たとえば100円で買うこともでき
る。大学生として、講義や演習のテキストとは別に、�年間で100冊の新書を買って読む
ことを強く推奨したい。

とりあえず一冊あげておく。
本田由紀『「日本』ってどんな国？ 国際比較データで社会が見えてくる』ちくまプリ
マー新書 2021年

課題に対するフィードバックの方法

毎回のコメントペーパーについては、読み取ったPDFデータを自動返送する。主なものを
切り出してプリントを作り次回の講義時に配布し、必要に応じてコメントする。
期末レポートについては、要望に応じて評定を通知する。

成績評価の方法

基本的に毎回のコメントの提出による講義への参加70％、期末レポート30%の比重で評価
する。
オンラインによる実施となった場合は、評価の方法については別途設定して周知する。

その他

講義に関係のない私語がとびかう状況は望ましくない。私語には厳しく対処する。
この講義は、受講する学生諸君と一緒に、「教育を素材とした，週�回の知的な楽しみ」
であることを目指す。教育学B（秋学期）を連続して受講することが望ましい。

オンライン講義になった場合は、オンデマンド型の動画教材を作成して実施する。

317_14H05801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

教育学Ｂ 前 原 健 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この教育学Bは、春学期の教育学Aと同じく、「教育学」という学問についての理論
的な紹介ではなく、「最近の教育問題」「教育の改革の動向」について具体的に考え
る講義である。各回の講義でひとつの主題を取り上げる予定である。

授業内容

第�回 イントロ＋学校と職業（�）：学校と仕事をどうつなぐか
第�回 学校と職業（�）：キャリア教育
第�回 学歴社会について（�）：日本は「学歴社会」か？
第�回 学歴社会について（�）：イデオロギーとしての「学歴主義」
第	回 学歴社会について（�）：グローバル化と学歴
第�回 学校の「きまり」について考える
第
回 体罰について考える
第�回 就学前の教育について考える
第�回 日本の英語教育について考える
第10回 公立学校選択と教育の公共性について考える
第11回 私立学校とフリースクールについて考える
第12回 特論：教育学Bの期末レポートの作成法
第13回 教育改革の進め方について考える
第14回 これからの教育について考える
以上の予定は、変更があり得ます。

履修上の注意

特に基礎知識は必要ない。毎回の講義ごとにコメントを書いて提出してもらい、次
回の講義においてその一部を使って振り返りを行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の講義について�時間程度の復習が望まれる。
毎回の講義について、配布プリント、ノートの内容、関連事項の探究、参考文献の
参照を通じて重要な概念や考え方について理解の定着をはかることが望まれる。
毎回の講義ごとに、コメントペーパー（リアクションペーパー）の提出を求める予
定である。提出されたものの中から一部を切り出して質問への回答等も記した
フィードバックプリントを作って配布する。フィードバックプリントの読み込みも、
復習の一部である。

オンラインによる実施となった場合には、「事前にアップする音声入り教材の視聴」
「ミニレポートの作成」「レポートから適宜切り出してつくるフィードバックプリン
トによる復習」というサイクルで講義を作る。

教科書

教科書は使用しない。
毎回の講義に先立って、講義プリントをOh-o meijiシステムのクラスウェブにアップ
するので、各自でダウンロード、プリントして持参、参照することとする。

参考書

講義で取り上げる話題に関連した，大学生が自立して読むことのできる参考図書を
毎回紹介する。
なお講義時に紹介する参考図書は主に新書（一冊700円から800円程度）にする予定
である。新書は古書の対義語ではないから、新書を古書で、たとえば100円で買うこ
ともできる。大学生として、講義や演習のテキストとは別に、�年間で100冊の新書
を買って読むことを強く推奨したい。

とりあえず一冊あげておく。
広田照幸『学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか』ちくまプリマー新書 2022年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

基本的に毎回のミニレポートの提出による講義への参加70％、期末レポート30%の比
重で評価する。
オンラインによる実施となった場合は、評価の方法については別途設定して周知す
る。

その他

講義に関係のない私語がとびかう状況は望ましくない。私語には厳しく対処する。
この講義は、受講する学生諸君と一緒に、「教育を素材とした，週�回の知的な楽し
み」であることを目指す。教育学B（秋学期）を連続して受講することが望ましい。

オンライン講義になった場合は、オンデマンド型の動画教材を作成して実施する。
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318_14G07401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

教育・学校心理学 竹 松 志 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義は，臨床心理学の立場から，教育現場において生じる心理社会的問題
及びその背景を理解するための基礎理論を学び、その支援のために必要となる
基本的知識の習得や臨床的感覚の向上を目的としている。特に問題行動や心理
的危機を呈した生徒に対する「カウンセリングマインド」の実践につながる事
例研究や感受性訓練（体験学習）を多く導入するなど，できるだけ実践的に学
習できるように努めたい。

授業内容

現在のところ，以下のような構成で講義を進める予定である。

第�回：教育現場で発揮とされるカウンセリングマインド（概論）（�）
第�回：教育現場で発揮とされるカウンセリングマインド（概論）（�）
第�回：教育現場で発揮とされるカウンセリングマインド（体験学習）（�）
第�回：教育現場で発揮とされるカウンセリングマインド（体験学習）（�）
第	回：教育相談で必要とされる精神保健的知識（心の病・軽度発達障害な

ど）(�)
第�回：教育相談で必要とされる精神保健的知識（心の病・軽度発達障害な

ど）（�）
第
回：教育相談・スクールカウンセリングの実際（不登校）(�)
第�回：教育相談・スクールカウンセリングの実際（不登校）(�)
第�回：教育相談・スクールカウンセリングの実際（いじめ・人権）(�)
第10回：教育相談・スクールカウンセリングの実際（いじめ・人権）(�)
第11回：教育相談・スクールカウンセリングの実際（反社会的問題行動）

(�)
第12回：教育相談・スクールカウンセリングの実際（反社会的問題行動）

(�)
第13回：教育現場でともに学ぶ「いのちの教育」（�）
第14回：教育現場でともに学ぶ「いのちの教育」（�）

履修上の注意

事例研究や体験学習を多く取り入れるなど，実践感覚を大切にしながら学生
各人の感じ方や意見の表明を多く求める機会が含まれるため，講義には是非主
体的かつ積極的に臨んでほしい。
教育に関心を寄せる者として，基本的に単位取得の条件に「全授業への貢献」

を求める。授業進行の妨げになるため「遅刻」も厳禁である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事例文献を前週に配布し、予め通読し意見をまとめたうえで講義に臨んでも
らい、個人発表や小グループでディスカッションをしてもらうことなどを計画
している。このように本講義では「予習・復習」を励行することが必須作業と
なる。

教科書

毎回プリントを配布する。また，教科書として指定しないが，参考書や講義
中に紹介する参考文献には，自発的にできるだけ目を通してほしい。

参考書

森谷寛之ほか「生徒指導と心の教育（入門編・実践編）」培風館、伊藤美奈子
ほか「学校臨床心理学・入門」有斐閣アルマ，森谷寛之「臨床心理学への招待」
サイエンス社, 森谷寛之・竹松志乃編「はじめての臨床心理学」北樹出版，下山
晴彦編「よくわかる臨床心理学」ミネルヴァ書房、一般社団法人日本心理研修
センター監修「公認心理師現任者講習会テキスト」金剛出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

口頭および加筆などの形で、必要に応じてフィードバックを行う。

成績評価の方法

「毎回課す授業に関する感想の紙」を50％、「最終レポート」を40％、「授業に
臨む姿勢」を10％として，総合的に評定する。

その他

臨床心理学専攻に所属し、将来「公認心理師」資格取得に関心を持つ学生に
関して、本講義は資格取得に必要な法定科目のひとつであるため、できるだけ
和泉在籍時代に履修し単位取得しておくことを勧める。

319_14H21101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

キリスト教史 坂 田 奈々絵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義は「キリスト教」という宗教の基礎的な思想とその成立史について学ぶ
ことを目標とする。全十四回のうち、第一回ではキリスト教という宗教の枠組
みについて扱い、その後、第二回から第六回では旧約聖書を紐解きつつ、そこ
に書かれた神と人間の関係やメシア思想などについて見ていく。また平行する
形で、ユダヤ教の成立と発展の歴史を追う。また第七回では新約聖書の基本的
な構造とその成立について、そして第八回から第十三回では、新約聖書に書か
れたイエスの言行及びキリスト教成立の過程を扱う。

具体的な到達目標は以下の通りである。
1. 講義内で扱った旧約聖書の諸文書に描かれた神と人間の関係について理解し、
説明できる。
2. 新約聖書に書かれたイエスの言行や、その存在がどのように解釈されていた
のかについて理解し、説明できる。
3. キリスト教という宗教の特徴と成立過程について理解し、説明できる。

授業内容

第�回 導入：キリスト教とはどのような宗教か？
第�回 旧約聖書の成立と構成
第�回 旧約聖書�：創造物語
第�回 旧約聖書�： 神と人間の関係
第	回 旧約聖書�： 契約
第�回 旧約聖書�： メシア待望・終末思想
第
回 新約聖書の成立と構成
第�回 新約聖書�： 降誕物語
第�回 新約聖書�：イエスの言行
第10回 新約聖書�：奇跡物語
第11回 新約聖書�：受難と復活
第12回 新約聖書	：パウロの活躍とその思想
第13回 キリスト教の拡大とその後
第14回 まとめ

履修上の注意

積極的で真摯な受講態度を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：事前に配布された資料をよく読むこと。また小テストに向けて知識の整
理を十分に行うこと。
復習：講義で扱った概念などを整理し、不明点については参考文献や専門辞書
を用いて自発的に調査を行うこと。

教科書

なし（必要に応じて資料を配布する）

参考書

『聖書 新共同訳 旧約続編付き』共同訳聖書実行委員会編、日本聖書協会、
1987年
山我哲雄『キリスト教入門』岩波書店、2014年

課題に対するフィードバックの方法

各講義の冒頭でコメントペーパーへの応答を行う。

成績評価の方法

二回の小テスト 30%
コメントペーパーの質的評価 20％
最終課題 50%
※ 三分の一以上の出席を前提とし、出席日数が満たない場合は評価なしとなる。

その他

授業に関する連絡は以下のアドレスまで。
sakatan1280@gmail.com
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320_14H04401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

経済史Ａ 高 見 純

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜概要＞
ヨーロッパで誕生した「近代社会」の社会経済構造は、我々が暮らす現代
世界で、未だに支配的に機能している。経済史は、この現代世界の経済生活
について歴史的な道筋を解明し、自身が生きる世界を相対化して理解する一
助となる学問である。
経済史Aでは、まず、経済史の有する問題関心・分析視角を概観する。その

上で、「近代社会」の構造的特質の解明を目指す。比較対象としての「前近代
社会」を措定し、「近代」を育んだヨーロッパ前近代社会を概観して「近代社
会」の歴史的な成立を検討する。
＜目標＞
学問的な成立過程、経済史を学ぶ上での基礎的な知識・分析視角を理解する
こと。
「近代社会」の構造的特質を、「近代」を生んだ「前近代社会」との対比の中
で説明できるようになること。

授業内容

�. イントロダクション
�. 経済史の成立と近代ヨーロッパ
�. 歴史分析の方法と産業革命：「革命」を巡る議論
�. イギリスの工業化（�）：工業化の諸前提
	. イギリスの工業化（�）：工業化の諸前提
�. イギリスの工業化（�）：経過と特徴

. 各国の工業化（�）：後発国の工業化
�. 各国の工業化（�）：アメリカの社会経済
�. グローバル・ヒストリー：ヨーロッパとアジアの「世界＝経済」
10. ヨーロッパ前近代社会：キリスト教
11. ヨーロッパ前近代社会：都市と商業
12. 感染症と社会
13. 人口と家族：近代化と人口・家族
14. a : まとめ（bが期末テストになる可能性もある）

履修上の注意

経済史Bとのセット履修が望ましい。 講義内容・進行は、履修者の理解度等を
みながら調整・変更する可能性があります。講義動画や資料の転載・他での
利用は禁止します。自筆ノートが最終的に自身の教科書になるよう努めま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

「経済」と名前が付いていますが、専門的な数学の知識などは必要ありませ
ん。
配布資料や自筆ノートの復習、指定された参考図書・論文をよく読み、また
講義前には再度確認して準備しておいて下さい。

教科書

特定の教科書は用いない。必要な資料は講義中に配布します。

参考書

講義中に適宜、必要な参考文献を紹介するが、以下に一例を挙げておきます。
馬場哲ほか『エレメンタル欧米経済史』（晃洋書房), 2012年。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に適宜フィードバックを行います。

成績評価の方法

原則として、期末試験（60%）、平常点（40%）を総合的に評価します（受講人
数によっては、中間レポートを課す場合もあり変動します）。

その他

特になし。

321_14H04501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

経済史Ｂ 高 見 純

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜概要＞
ヨーロッパで誕生した「近代社会」の社会経済構造は、我々が暮らす現代世
界で、未だに支配的に機能している。経済史は、この現代世界の経済生活につ
いて歴史的な道筋を解明し、自身が生きる世界を相対化して理解する一助とな
る学問である。
近年の経済史は、多様化している。経済史Bでは、その中でも、主潮流の�つ
である社会のセーフティネットという問題を中心的に取り上げて紹介する。ま
ず、現代社会における福祉的な課題・問題関心を確認した上で、過去へと時代
を遡りながら各時代の歴史的な位相について、ヨーロッパを中心に検討する。
＜目標＞
各地域・時代における社会のセーフティネットの特徴を、背景となる社会経済
状況との関係を踏まえて理解すること。
我々が生きる現代の経済社会について、歴史的な位相から自身の見解を有する
ようになること。

授業内容

�. イントロダクション
�. 現代福祉をめぐる諸問題
�. 福祉の類型（�）：医療の国際比較と類型
�. 福祉の類型（�）：医師の成立とイギリス医療の推移
	. 福祉の類型（�）：福祉の諸類型
�. 福祉国家の起源

. 近代イギリス社会（�）：救貧法
�. 近代イギリス社会（�）：福祉思想、諸政策
�. ドイツ社会国家の形成
10. 世界恐慌期の福祉
11. 民間福祉と慈善
12. 中世社会のセーフティネット
13. 近世社会のセーフティネット
14. a : まとめ（bが期末テストになる可能性もある）

履修上の注意

経済史Aとのセット履修が望ましい。 講義内容や進行は、履修者の理解度等を
みながら調整・変更する可能性があります。講義動画・資料の転載や他での利
用は禁止します。自筆ノートが最終的に自身の教科書になるよう努めましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

「経済」と名前が付いていますが、専門的な数学の知識などは必要ありません。
配布資料や自筆ノートの復習、指定された参考図書・論文をよく読み、講義前
には再度確認しておいて下さい。

教科書

特定の教科書は用いない。必要な資料を講義中に配布します。

参考書

講義中に適宜、必要な参考文献を紹介するが、以下に一例を挙げておきます。
馬場哲ほか『エレメンタル欧米経済史』（晃洋書房), 2012年。
高田実・中野智世（編著）『近代ヨーロッパの探求 15 福祉』（ミネルヴァ書房），
2012 年。

課題に対するフィードバックの方法

樹朝中に適宜フィードバックします。

成績評価の方法

原則として、期末試験（60%）、平常点（40%）を総合的に評価します（これら
は受講人数によって中間レポートをおこなうなど変動もあり得ます）。

その他

特になし。
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322_14F59901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

経済地理学Ⅰ 松 橋 公 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

まず経済地理学の性格（特徴・位置づけ・方法的特質），および経済とそ
の空間システムを概説する．その上で，空間システム形成の基礎を理解する
ための立地論アプローチを紹介するとともに，近年の諸産業の立地変化を具
体的に取り上げながら，理論の現実への適用とその限界性，さらなる解釈を
試みる．
経済の空間システムの基礎と，立地論アプローチの基本とその応用の理解
を目標とする．

授業内容

講義で触れたいと考えている項目としては，大筋次の通りである．
�．序論：経済の空間システムと立地
01) イントロダクションと経済地理学の性格：課題と空間システム（地域
構造）論
02）経済地理学と立地：空間システム形成における立地研究の意味と意義
03）経済システムの発生・発展と経済地理
04）資本主義的経済システムの展開と種々の問題

�．立地諸理論と産業・企業の空間的ダイナミズム
05）立地論アプローチ：考え方と諸過程
06）中心地理論と都市の形成・配置体系
07）商業・都市の発展と都市システムの変容
08）農業立地論の基礎と現代の主産地形成
09）都市地域の土地利用，都心再開発，都心回帰と郊外の空洞化
10）工業立地論の基礎と工業地域形成
11）現代の工業立地，海外立地

�．経済全体の空間システム形成と現代地域経済
12）経済全体の立地と地域乗数効果
13）空間システムの形成と地域経済の発展論理，地域経済格差
14）a：試験
b：講義全体のふりかえりと試験の解説

履修上の注意

経済学・経営学に関する基本的知識が前提となる．講義でできる限り解説
するが，各自の学習でも補ってもらうことも少なくない．

準備学習（予習・復習等）の内容

準備：各回の講義で配布する資料の予習・復習を求める．

教科書

特定のテキストは使用しない．

参考書

参考図書については，適宜授業および授業資料で紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

課題と期末試験： 期間中に�回の小テスト（課題）を実施する．また，最
終授業日に期末試験を実施する．いずれも，講義内容についての理解と，そ
こで考えたこと・感じたことを問う．

成績評価の方法

期末試験（目安として約70％）および小テストなどの授業貢献（同上，約
30％）を総合して評価する．

その他

323_14F60001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

経済地理学Ⅱ 松 橋 公 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

経済のグローバル化とともに進展する世界経済地理の変化を，まず資
本主義発達史の中に位置づけた上で，現代の社会経済の特質と産業の空
間的な動向との関連から探り，解説する．空間的変動の問題性とその地
理的含意を，具体的な話題を素材に，紹介・検討しながら考えていく．
現代の世界経済地図の再編と，新興アジアの発展の地理的な特質と社
会的苦悩とを目標とする．

授業内容

講義で触れたいと考えている項目としては，大筋次の通りである．
�．イントロダクション
01）イントロダクション：縮む世界経済と世界の経済地理
02）世界金融危機（2008）以降における世界経済地理の変化

�．資本主義発達史の中における現代
03）フォーディズムの発展：戦後資本主義の変容と新秩序
04）フォーディズムの破綻と金融主導のグローバル化
05）冷戦構造から資本主義vs.資本主義へ
06）金融主導のグローバル化の果て：現代世界はどこに向かう？

�．グローカライゼーション
07）変わる世界経済地理：グローカライゼーションの実像
08）グローカライゼーションと国家＜国土＞の相対化

�．グローバル・シフトと新興アジアの台頭
09）グローバル・シフト：二極構造から三極構造へ
10）グローバル・シフトの中の地域的不均等発展
11）新興アジアの発展と経済的変容と課題
12）新興アジアの発展と社会的変容と課題
13）分業構造の進化と深化：生産ネットワークと域内分業の発展
14）a：試験
b：講義全体のふりかえりと試験の解説

履修上の注意

世界各地に関する幅広い話題に言及するので，新聞を読んでおくこ
と．基本的なことは講義で解説するが，各自の学習でも補ってもらうこ
とも少なくない．

準備学習（予習・復習等）の内容

準備：各回の講義で配布する資料の予習・復習を求める．

教科書

特定のテキストは使用しない．

参考書

参考図書については，適宜授業および授業資料で紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

課題と期末試験： 期間中に�回の小テスト（課題）を実施する．ま
た，最終授業日に期末試験を実施する．いずれも，講義内容についての
理解と，そこで考えたこと・感じたことを問う．

成績評価の方法

期末試験（目安として約70％）および小テストや発表などの授業貢献
（同上，約30％）を総合して評価する．

その他
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324_14F10701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

芸術学Ａ 増 野 亜 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では主に舞踊・音楽・演劇をとりあげ、世界のさまざまな
地域の音楽を、社会的な背景や歴史的文脈との関係から文化として理
解する。春学期は声の表現および信仰や儀礼と音楽・芸能の関係を中
心に講義する。
目標は世界の多様な音楽文化に対する幅広い知識と開かれた感性を
見につけること、音楽と背景となる地域社会の文化と歴史の連続性を
理解することにある。

授業内容

第�回：音楽を文化として理解する
第�回：合唱と共同体
第�回：仕事と歌
第�回：子守歌
第	回：イスラムの芸術観
第�回：イスラム神秘主義と芸術
第
回：ヒンドゥー教と芸術
第�回：儀礼と芸能① 変身
第�回：儀礼と芸能② 忘我と陶酔
第10回：物語と芸能① 物語の語り手たち
第11回：物語と芸能② ラーマーヤナ芸能
第12回：言語と音楽①
第13回：言語と音楽②
第14回[aのみ]：声について考える

履修上の注意

五線譜が読めなくても楽器が演奏できなくても履修に問題なし。講義
のタイトルと順番は変更になることがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必要ないが、復習・事後学習として、講義内容と関連する動
画、イヴェント（展覧会やコンサートなど）、ウェブサイト、視聴覚
資料、図書などを授業中に紹介するので、それらから積極的に学び、
講義内容の理解を深めてほしい（�回の授業に30分程度）。

教科書

特に指定なし

参考書

講義内で参照することはないが、講義内容に関連する参考図書として
以下を挙げる。
増野亜子「声の世界を旅する」（音楽之友社）
徳丸吉彦監修 増野亜子編「民族音楽学12の視点」（音楽之友社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の結果100%

その他

325_14F10801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

芸術学Ｂ 増 野 亜 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

─ 168 ─



326_14G09501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

芸術と哲学 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文学も哲学も高度な言語活動である。それがどうして哲学と文学に
分割されたのか。それは果たして分割されているのか。また、いかに
分割されているのか。「哲学と文学の間」を古来、哲学者たちはどの
ように考えてきたのだろうか。受講者各人がその点を深く考えること
を目指す。
ヘブライ語聖書の言語、古代におけるロゴスとミュトス（神話）と
の連関から始めて、モンテーニュらの検討を経て、20世紀の東西の哲
学者たちによる文学論を紹介し検討する。

授業内容

第�回：ヘブライ語聖書とはいかなるものか？
第�回：ヘブライ語聖書の言語とその翻訳
第�回：プラトンにおけるロゴスとミュトス
第�回：プラトン、アリストテレスにおける詩学
第	回：ギリシャ悲劇をめぐって
第�回：アウグスティヌスの『告白』
第
回：モンテーニュと『エセー』
第�回：モンテーニュと『エセー』
第�回：ヴィーコと『新しい学』
第10回：ヴォルテール、ディドロ、ルソー
第11回：ヴォルテール、ディドロ、ルソー
第12回：ドイツロマン派と「リズム」
第13回：サルトルらの文学論
第14回：まとめ
定期試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の必要はないが、講義で紹介された著書や作品についてみずか
ら図書館などで調べ、その一部だけでも読解、鑑賞することが望まれ
る。

教科書

プリントなどで配布する。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加20パーセント、学期末の論述式テスト80パーセ
ント

その他
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327_14F10101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

劇場運営論Ａ 中 山 夏 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

舞台芸術も、その創造、提供、普及の場としての「劇場」も、政治や社会・経
済システムから遊離して存在することはできません。舞台芸術をめぐる国家や自
治体の関与としての文化政策を、日本のみならず国際的な視野から概観するとと
もに、舞台芸術の創造を支える組織と人の構造と、マネジメント理念と実践を多
角的な側面から考えていきます。また、舞台公演の実際事例を活用することで、
議論を深め、広げていきます。
変動する社会における舞台芸術の役割と使命を担うべく、芸術に対する深い理

解と、客観的・批判的分析力を兼ね備えたリーダーの育成をめざしています。

授業内容

第�回 芸術は誰のもの？／Withコロナ時代における社会システムと芸術創造の
相克

第�回 アートマネジメントの特殊性と文化政策
第�回 文化政策の理念と展開−秘密の花園から公園へ
第�回 芸術支援の理論的根拠−芸術と経済のジレンマ／芸術の道具化
第	回 文化政策の策定と意思決定の構造
第�回 アーツカウンシルと文化省
第
回 日本の文化政策
第�回 マネジメント理論と実践�−マネジメントという概念／営利と非営利
第�回 マネジメント理論と実践�−組織の構造
第10回 マネジメント理論と実践�−新しい組織のかたちと創造性
第11回 マネジメント理論と実践�−グレイト・グループとグループ・ダイナミ

クス
第12回 マネジメント理論と実践	−モチベーション
第13回 マネジメント理論と実践�−リーダーシップとカルチュラル・リーダー

シップ
第14回 演劇創造の現代的課題−サスティナブルで、ハラスメントのない現場を

作る

履修上の注意

ディスカッションに参加することを強く求めます。
舞台芸術の基礎知識、関心を持っている方を望みます。（但し、スポーツ・マネジ
メントにもつながるところがあります）。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布する資料を振り返り、不明な点があれば授業で質問してください。
質問はより深い理解へのきっかけになります。
事前にトピックスを決め、個人あるいはグループでリサーチを求めることもあり
ます。

教科書

プリント配布。授業に活用するパワーポイントを事前にお送りします。

参考書

『非営利組織の運営』Ｐ・ドラッカー（ダイヤモンド社）
『もっといい会社、もっといい人生』Ｃ・ハンディ（河出書房新社）
『なにもない空間』Ｐ・ブルック（河出書房新社）
『文化と不平等』宮島喬（有斐閣）
『芸術起業論』村上隆（幻冬舎）
『舞台芸術−芸術と経済のジレンマ』ボウモル＆ボウエン（芸団協出版部）
『オルフェウス・プロセス』セイフター＆エコノミー（角川書店）
『アート思考』秋元雄史（プレジデント社）

課題に対するフィードバックの方法

正解のない分野です。授業の中で論点をシェアし、整理していきます。

成績評価の方法

レポート（60％）
授業への参加・貢献度（40％）

その他

328_14F10201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

劇場運営論Ｂ 中 山 夏 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

舞台芸術、とりわけ演劇と観客・社会との関係性を、実際の事例を体験
的に検証し、重層的な視点から考察していきます。舞台芸術のもつ様々
な機能や抱える問題を理解し、社会とのよりよき対話を図るとともに、
新たなシステムを構築しうるアートマネジャーの育成・職能の確立を目
指します。とりわけ、文学部出身のアートマネジャーとして、文芸の教
養を兼ね備えた人材を育てたいと願っています。

授業内容

劇場ならびに創造団体、アーティスト、アートマネジャーといった
様々な視点から、舞台芸術の創造をめぐる現代的諸課題を考えるととも
に、その理想像を探っていく。

第�回 アート・マーケティングの理念と実践−観客と出会う、観客を
創る

第�回 演劇を鑑賞するということ
第�回 観客の変化／観客の参画
第�回 児童青少年演劇
第	回 演劇の教育・コミュニティへの関与−エデュケーション・プロ

グラム
第�回 応用ドラマの領域−演劇がヒトを変え、社会を変える？
第
回 障害者と芸術−インクルーシブ＆インテグレイテッド
第�回 シアターグリーンブックを読む。
第�回 劇場をめぐる法制度�−指定管理制度
第10回 劇場をめぐる法制度�−劇場法
第11回 著作権と著作隣接権
第12回 デジタル時代の著作権
第13回 舞台芸術と契約／芸術労働の課題−労働者性
第14回 プレゼンテーション−新しい劇場のあり方

履修上の注意

ディスカッションに参加すること。春学期の劇場運営論Ａ履修者が望ま
しいです。
舞台芸術の基礎知識、関心を持っていることを期待しています。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布する資料を振り返り、不明な点があれば授業で質問するこ
と。質問することがより深い理解、別の視点へとつながっていきます。
事前、リサーチを求めることもあります。

教科書

『子どもという観客』Ｍ・リーズン（晩成書房）、2018年
『応用ドラマ』Ｈ・ニコルソン（而立書房）、2015年
他、プリント配布。

参考書

『演劇と社会─英国演劇社会史』中山夏織（美学出版）、2003年

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で論点・問題点を整理し、シェアしていきます。

成績評価の方法

レポート（40％）
プレゼンテーション（30％）
授業への参加・貢献度（30％）

その他
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329_14F09901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

劇場論Ａ 中 野 正 昭

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

演劇は〈観る者〉と〈観せる者（演じる者）〉，あるいは〈観る者〉
と〈観られる者〉の出逢いによって生まれるが，その出逢いを用意し
演出する場所として劇場がある。本講義では〈モノ／建築としての劇
場〉に焦点をあて，特に西洋の劇場の歴史を通史的に扱いながら，現
在の私たちが自明と感じがちな劇場という〈空間〉について学んで行
く。

授業内容

�．導入 モノ／建築としての劇場空間
�．古代ギリシア 儀式と祝祭
�．古代ローマ パンと見世物
�．中世 宗教的劇空間
	．ルネサンス 古典劇場の復活
�．シェイクスピアとイギリスの劇場

．作品鑑賞
�．作品鑑賞
�．イタリア式劇場 額縁舞台と遠近法
10．バロック式宮廷劇場
11．オペラハウスの黄金時代
12．ワーグナーと理想の劇場
13．小劇場とリアリズム 再現と鑑賞
14．ヴァラエティ・シアター 都市と娯楽

履修上の注意

講義途中の入室・退出は原則として認めない。理由があって欠席す
る場合は，事前に連絡すること。連絡のない場合は，欠席扱いとす
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）
次回の授業内容について、指示した映像作品・資料等を事前に閲覧し
ておくこと。

準備学習（復習）
授業で紹介した問題について文献等で調べること。

教科書

特定の教科書は使用せず，必要に応じて，講義ごとにプリントを配
布し，参考資料を紹介する。

参考書

●S・ティドワース著，白川宣力・石川敏男訳『劇場--建築・文化
史--《新装版》』、早稲田大学出版部、1997年
●清水裕之『劇場の構図』、鹿島出版社、1985年
●『世界で一番美しい劇場』、エクスナレッジ、2015年

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーのうち複数の学生の関心が集中したもの、議論
を深めるものについては授業内で紹介し、内容を共有する。

成績評価の方法

成績は学期末テスト（70％）＋リアクションペーパー（30％）から
総合的に評価する。出席は学生の義務なので加点にはしないが、欠席
は減点対象とする。

その他

理解を深める上で，秋学期の劇場論Bと連続して受講することが望
ましい。

330_14F10001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

劇場論Ｂ 中 野 正 昭

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習の概要は、各自が演劇について抱えている疑問や興味を問題課題として設定し、資料調査・検証・分析・考察といっ
た作業を通じて解決する能力を身につけることである。
ただし、演習は“個人の口頭発表”と“集団のディスカッション”を繰り返しながら理解を深める授業である。そこで本演習では

次のことを全員の問題意識とし、その理解の深化を目標として共有したいと思う。
今日の演劇において〈芸術〉か〈娯楽〉かという単純な二項対立はもはや成り立たない場合が多い。本来これは演劇が潜在
的に持つ要素の一つなのだが、歴史的には19世紀頃から顕著となってきた。また芸術であれ、娯楽であれ、演劇が成立するに
は観客、興行、地域性などその時代の社会的条件を無視することはできない。本演習では、履修生各自が自身の発表テーマに
ついて〈演劇の芸術性／演劇の娯楽性〉の両者を隔てることなく、その往復に基づく多元的な視点を獲得すること、自ら問題
課題を設定し、演劇を演劇学、美学、文学、芸術学だけでなく社会学、経済学、歴史学、映画学、文化史論等の隣接分野の研
究方法を考慮しながら理解を深めることを目標とする。

授業内容

毎回、各自で発表テーマを設定し、口頭発表とディスカッションを重ねながら進める。
ディスカッションを活発なものにするために、発表者は文献調査、レジュメ作成等の発表準備を行う他に、他の履修生に事

前に読んでおくべき資料・参考文献を指定する。また学期末に発表者はディスカッションした内容を踏まえて発表内容をレ
ポート（論文形式）にまとめて提出する。

�） 演習全体のテーマに関する問題意識の説明・共有
�）〜�） 文献調査・考察の方法、〈演劇の芸術性／演劇の娯楽性〉のレクチャー
	）〜13） 個人発表
14）全体の講評

参考までにこれまでの発表テーマの一部をあげる。全体として日本海外の近現代演劇、エンターテインメント、演芸、舞台娯
楽、映画、放送メディアについて発表する学生が多い。

・松竹新喜劇と関西喜劇
・バレエ『くるみ割り人形』の振り付け・演出比較
・バレエに於けるマイムの成立と意味
・バレエリュスにみる舞台衣裳論
・マームとジプシーと現代日本演劇の批評的考察
・演劇教育の視点からみた児童劇団
・ジャニーズと戦後ミュージカル
・2.5次元ミュージカル論
・劇団四季論
・スーツ・アクターとヒーローショーの歴史
・各国ゾンビ映画にみるジャンル映画〝ゾンビ〟の考察
・ディオニソスと演劇の美学
・オペラ『ラ・ボエーム』からミュージカル『レント』へ
・ミュージカル『ヘアスプレー』論
・宝塚歌劇における専科の役割と変遷
・『エリザベート』と東欧ミュージカルの日本受容
・ソートン・ワイルダーとアメリカ演劇
・松尾スズキ『フクスケ』にみる終末思想
・三島由紀夫『現代能楽集』論
・唐十郎とアングラ論
・立川談志と現代落語論
・・・・・・などなど

履修上の注意

演習は個人作業だけでなく共同作業である。従って、自分の発表に関係なく毎授業に出席することが望ましい。
具体的には次のことを心に留めて欲しい
①発表者は、発表を自分の興味や疑問を解決する貴重な場と考えて、全力で問題提起と考察を行うこと
②発表のディスカッションが盛りあがるかどうか（肯定的なものだけでなく、質問、批判、否定も含め）も、発表が充実し

た証拠であるということ
③自分が発表する時以外は、他の発表者の意見を聞き、意見を述べることが、自分の関心を拡げることになること、
④発表者に様々な質問をすること、意見をすることが、発表者の理解を深める手助けとなること
以上のことを念頭に置いて、授業に参加することが望ましい。
なお、発表テーマの設定は、三年生であることを考慮し、来年の卒業論文を意識するように心掛けること。全体として、三

年、四年の二年間を掛けて一つのテーマに取り組むと考えて欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）
次回の発表テーマについて、発表者が指示した映像作品・資料等を事前に閲覧しておくこと。

準備学習（復習）
自分の発表かどうかに関係なく、発表を通して得られた演劇学的課題について、各自で文献等を調べ、理解を深め、自分なり
の考えを導き出すこと。

教科書

特定の教科書は使用しない。発表に必要な資料・参考文献については、各発表者のテーマに応じて紹介します。

参考書

特定の教科書は使用しない。発表に必要な資料・参考文献については、各発表者のテーマに応じて紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーのうち複数の学生の関心が集中したもの、議論を深めるものについては授業内で紹介し、内容を共有す
る。

成績評価の方法

発表内容とレポート（70％）＋ディスカッションへの参加（30％）から総合的に評価する。
出席は学生の義務なので加点にはしないが、欠席は減点対象とする。

その他

演習は基本的に対面で行うが、コロナの感染状況によってはオンラインで行うことがある。
指導教官の専門は「日本近現代演劇」「比較演劇（日本と欧米・東アジア）」「大衆文化論」である。
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331_14G07201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

健康・医療心理学 岡 安 孝 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ストレスフルな現代社会を生きる人々に多くみられる心の健康問題を取り上
げ，医療領域における心理的支援のあり方，および地域社会における健康心理
学的支援のあり方について，実際の介入がどのように行われるかを紹介する。
それを通して，心の病気の治療と予防の方法を習得し，また自分自身の心の健
康状態と人生の質（Quality of Life：QOL）を高める方法についても考えてもら
いたい。

授業内容

医療領域における支援に関しては，特に精神医療領域において用いられるこ
との多い科学的根拠に基づく心理療法である認知行動療法（Cogn it ive
Behavioral Therapy : CBT）について，その理論的背景および治療的介入技法を
中心に解説する。また，地域社会における健康心理学的支援に関しては，心の
健康に大きな影響を及ぼすストレスに関して，その基本的な理論とストレスマ
ネジメントの実際について解説する。

第�回 健康心理学および医療心理学を学ぶことの意義
第�回 健康・医療心理学的支援のための基礎理論
第�回 CBTの理論的背景と諸技法
第�回 社交不安障害への心理的支援
第	回 強迫性障害への心理的支援
第�回 うつ病への心理的支援
第
回 対人関係上の問題をもつ子どもへのソーシャルスキルトレーニング

（SST)
第�回 アクセプタンス・コミットメント・セラピー（ACT）とマインドフルネ

ス
第�回 ストレスの基礎理論と心身疾患
第10回 職場におけるストレスマネジメント
第11回 子どもの心理的問題とストレスマネジメント
第12回 災害時における心理的支援
第13回 インターネット依存のメカニズムとその予防的・治療的介入
第14回 心の健康を高めるための実践

履修上の注意

受講生に問いを投げかけながら授業を進めていくので，毎回必ず出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義で使用するパワーポイントの資料をあらかじめアップロードしておくので，
授業の前にそれに目を通して，疑問点を明らかにしておくこと。

教科書

特に定めない。必要な文献は授業において随時紹介する。

参考書

参考書については，講義中に随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験を70%，授業時に数回課す小レポートを30%の割合で評価する。

その他

特になし。
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332_14F08701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

言語学Ａ 中 山 俊 秀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

私たち人間の日常生活で重要な役割をしている「ことば」。この「こ
とば」に関する身近な話題・疑問を取り上げ、人間の言語活動の社会
におけるしくみや働きについてわかりやすく解説していきます。
この講義を通して、人間の「ことば」への関心や理解を深め、「こと
ば」の社会的役割に関する基礎的概念を学習し、個別の言語を越えて
人間のことばの諸側面について客観的な考察をすすめていきます。

授業内容

授業は講義を中心にしつつ、個別の分析やグループディスカッション
を通して問題意識を高め、積極的に考察を行います。

第�回 「ことば」の都市伝説
第�回 きまぐれな「ことば」
第�回 『正しい』ことば
第�回 世界の言語
第	回 言語の接触とその影響
第�回 危ない言語
第
回 言語のバリエーション
第�回 言語とアイデンティティー
第�回 ことばの衣替え
第10回 話しことばと書きことば
第11回 「意味」を考える
第12回 ことばのすれ違い
第13回 伝えあいの意味
第14回 a: 期末試験、b: ふりかえり

履修上の注意

本授業は後期開講の「言語学B」と合わせて言語学の学習領域を幅広
くカバーするようデザインされているので、併せての履修が望まし
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

各授業前に各自レジメを手元に準備し（各授業前にOh-o! Meijiで公
開予定）、記載されている
問いかけに対し考察の上授業に参加する。

教科書

特に使用しない。

参考書

特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業毎のリアクションペーパー30％
中間課題（レポート）30％
学期末試験 40％

その他

333_14F08801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

言語学Ｂ 中 山 俊 秀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

身近な現象を通して観察できる人間の「ことば」のしくみや働きを、
言語学という科学的枠組みの中でわかりやすく解説します。
この授業を通して、言語学の基本的概念を学習し、特定の言語に限ら
ない枠組みを用いて人間の「ことば」の働きや仕組みについて客観的
な考察をすすめていきます。

授業内容

授業は講義を中心にしつつ、個別の分析やグループディスカッション
を通して問題意識を高め、積極的に考察を行います。

第�回 人間のことばへのアプローチ
第�回 ことばと思考
第�回 文化とカテゴリー化
第�回 言語音のつくり
第	回 発音のメカニズム
第�回 言語音の認識のメカニズム
第
回 『違う』音
第�回 語の構造と分析
第�回 語の形成
第10回 文のしくみ
第11回 世界の言語のタイプ分け
第12回 談話研究
第13回 会話の中の文法
第14回 a: 期末試験、b: ふりかえり

履修上の注意

本授業は前期開講の「言語学A」と合わせて言語学の学習領域を幅広
くカバーするようデザインされているので、併せての履修が望まし
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

各授業前に各自レジメを手元に準備し（各授業前にOh-o! Meijiで公
開予定）、記載されている
問いかけに対し考察の上授業に参加する。

教科書

特に使用しない。

参考書

特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業毎のリアクションペーパー30％
中間課題（レポート）30％
学期末試験 40％

その他
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334_14H20501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

言語学とその歴史 吉 田 浩 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

初めて言語学に触れる人のための入門の授業である。古くからの「こ
とば」に対する関心から始まり、比較言語学、近代言語学を経て、現
代に至るまでの言語思想、言語研究の歴史を概観する．また，ことば
に関するいくつかの基本的なテーマを取り上げ，ことばについて考え
る．
「ことば」と深く関わりのある諸分野においてより専門的な知識を求
めて行く際の土台を形成することを目標とする．

授業内容

おおよそ次のような予定で行うが，進捗の具合などにより，シラバス
にマイナーチェンジが生ずることがあり得る．
第�回 イントロダクション 言語学はどこから始まるか
第�回 「ことば」に関する思い込みと言語起源論
第�回 近代言語学の始まり：比較言語学の誕生
第�回 ソシュールと一般言語学
第	回 構造主義
第�回 チョムスキーの文法理論
第
回 ここまでのまとめと授業内レポート
第�回 認知言語学
第�回 言語と社会�
第10回 言語と社会�
第11回 言語と政治
第12回 言語フィールドワーク
第13回 言語行為論と語用論
第14回 まとめと期末試験

履修上の注意

授業は対面で行う．

準備学習（予習・復習等）の内容

言葉は常に私たちの周りにあるので，日頃から観察しよう．

教科書

教場で講義資料を配布する．

参考書

教場で適宜指示する．

課題に対するフィードバックの方法

教場で講評を行う．

成績評価の方法

授業の後に提出してもらうリアクションペーパー（20），第
回めの
授業内で行うレポート（30%）と最終回に行う試験（50%）による．

その他
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335_14B20604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ａ 秋 山 千 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ヨーロッパ近現代史に関する英語文献を熟読します。時代は19世紀
から20世紀、対象地域はドイツを中心とすることになりますが、、
ヨーロッパ全体を視野におさめた文献を読みます。
英語文献を読むことを通して、英語の叙述に慣れ、読解力を養い、

ヨーロッパ史についての基本概念を学び、基礎学力を養うことを目標
とします。

授業内容

はじめは全員でテキストを輪読し、一文ずつ精読して、内容を理解
していきます。次に訳文の担当者と、テキストの内容に関連する人
名・地名・専門用語・ことがら調べる担当者を決め、訳文担当者があ
らかじめ訳文を準備し、授業でそれを全員で検討します。内容につい
ての担当者はテキストの内容理解を深めるために、歴史的背景を説明
し、関連する事項を調べてきます。最後に内容理解についての簡単な
試験を行います。
第�回 テキストおよび授業方針の解説と文献の紹介
第�回〜第13回 文献講読
第14回 授業のまとめと試験

履修上の注意

授業に出席するに際しては、担当者だけではなく全員が予習しなけ
ればなりません。英文読解に際しては、単語を日本語に置き換えるの
ではなく、内容を理解した上で日本語として表現するようつとめ、あ
らかじめ、地図、人名辞典、世界史年表、日本語文献などで時代背景
を調べることが必要です。積極的な予習・授業態度が求められます。
毎回英語辞書を持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

内容を理解するための予習に�時間、講読した内容を復習するために
�時間を費やすことになるでしょう。

教科書

開講時にテキスト（コピー）を配布します。

参考書

授業の中で随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点80%（予習状況40%・授業への貢献度40%）と試験20％で評
価します。状況によって配分を変更することがあります。その際には
随時お知らせします。

その他

336_14B20704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ｂ 秋 山 千 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ヨーロッパ近現代史に関する英語文献を熟読します。時代は19世紀
から20世紀、対象地域はドイツを中心とすることになりますが、、
ヨーロッパ全体を視野におさめた文献を読みます。
英語文献を読むことを通して、英語の叙述に慣れ、読解力を養い、

ヨーロッパ史についての基本概念を学び、基礎学力を養うことを目標
とします。

授業内容

はじめは全員でテキストを輪読し、一文ずつ精読して、内容を理解
していきます。次に訳文の担当者と、テキストの内容に関連する人
名・地名・専門用語・ことがら調べる担当者を決め、訳文担当者があ
らかじめ訳文を準備し、授業でそれを全員で検討します。内容につい
ての担当者はテキストの内容理解を深めるために、歴史的背景を説明
し、関連する事項を調べてきます。最後に内容理解についての簡単な
試験を行います。
第�回 テキストおよび授業方針の解説と文献の紹介
第�回〜第13回 文献講読
第14回 授業のまとめと試験

履修上の注意

授業に出席するに際しては、担当者だけではなく全員が予習しなけ
ればなりません。英文読解に際しては、単語を日本語に置き換えるの
ではなく、内容を理解した上で日本語として表現するようつとめ、あ
らかじめ、地図、人名辞典、世界史年表、日本語文献などで時代背景
を調べることが必要です。積極的な予習・授業態度が求められます。
毎回英語辞書を持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

内容を理解するための予習に�時間、講読した内容を復習するために
�時間を費やすことになるでしょう。

教科書

開講時にテキスト（コピー）を配布します。

参考書

授業の中で随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点80%（予習状況40%・授業への貢献度40%）と試験20％で評
価します。状況によって配分を変更することがあります。その際には
随時お知らせします。

その他
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337_14B20601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ａ 阿 南 大

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
Lord Acton, Nationality(1862).を講読します。19世紀英国の著名な歴史家による18世
紀後半から19世紀前半の欧州史を概観する論稿です。ペーパーバックで30ページ程
度の分量ですが、一文ごとの情報量が非常に豊富で、欧州各地の近世・近代史を満
遍なく包括するものになっています。この論稿を重要な事項を確認しながら丁寧に
和訳していく授業にしたいと考えています。原書講読Aでは主に前半部、欧州の近世
的国家秩序が近代的ネイション概念に応じて変質し始めるフランス革命前後の数十
年間が主題となります。

到達目標
①欧州近世・近代史を理解する上で不可欠な概念語彙を習得する
②フランス革命前後における欧州社会の構造的変化を理解する
③欧州近世・近代に至る前提としての古代・中世の位置付けを確認する
④19世紀の歴史家の文章を当時の文脈に拘束された「史料」として読み解いていく
感覚を習得する
⑤欧州言語で人文書を読むコツを身につける

授業内容

第�回：講読の前に：「基底の時代」について
第�回：講読：「共通善」の思想史
第�回：講読：宗教改革と大革命
第�回：講読：平等、共産主義、ネイション
第	回：講読：ウェストファリア体制と王朝国家
第�回：講読：ポーランド分割のインパクト
第
回：講読：共和政と民主政
第�回：講読：大革命とネイション
第�回：講読：近代の系譜①：旧教と新教
第10回：講読：近代の系譜②：ローマ・ガリアとチュートン
第11回：講読：ナポレオン戦争の影響
第12回：講読：王政復古とメッテルニヒ
第13回：講読：1830年革命と諸国のナショナリズム
第14回：期末試験

履修上の注意

毎回担当者を決め、担当箇所を音読した上で和訳してもらいます。文献に登場する
語彙は大学受験英語レベルで対応可能ですが、欧州史全般の知見を必要とする含蓄
に富んだものなので、最初の段階ではおそらく内容を理解するのに困難を伴うのが
当然だと思います。ゆえに和訳担当者は失敗を恐れず、まずは手持ちの英語と世界
史の知識で訳してみてください。その上で教員を含めた参加者全員で「謎解き」を
していくような形で授業を進めたいと考えていますので、和訳担当者以外の学生も
予習を欠かさないようにお願いします。また毎回の和訳担当者は、担当箇所に出て
くる固有名詞（人名など）については可能な範囲で下調べをしてきてください。
なお、本授業は後期の「原書講読B」と併せて履修すること、全員が毎回作成して提
出する授業範囲の全訳（後述）は後期まで保管しておくことをおすすめします。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業後一週間以内に和訳担当者を含めた全員にその回の授業範囲（ペーパー
バックで�ページ程度）の全訳を提出してもらうことで、予習と復習の促進をはか
りたいと思います。その際、授業内に疑問に思ったこと、知りたいと思ったことな
ども併せて書いていただければ幸いです。加えて授業で触れた重要事項から派生し
た簡単な調べ物を課題として出すこともあります。

教科書

教員がコピーとPDFファイルを配布します。

参考書

栄田卓彦『イギリス自由主義の展開』（早稲田大学出版部 1991年）「第四章 アクト
ンにおける自由と権威」
中澤達哉編『王のいる共和政 ジャコバン再考』（岩波書店 2022）「序章 研究史
から見えてくるもの（近藤和彦）」

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での邦訳担当：10％
毎回の提出課題：50％
期末試験：30％
その他授業への貢献度：10%

その他

338_14B20701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ｂ 阿 南 大

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
前期に引き続きLord Acton, Nationality(1862).を講読します。一文一文、必要な事項を解
説しながら丁寧に和訳していく授業にしたいと考えています。原書講読Bでは主にその後
半部、欧州の近世的国家秩序が近代的ネイション概念に応じて決定的に変質する1848年革
命前後の半世紀が主題となります。前期以上に南欧や中東欧を含めた欧州史の複層性が視
野に入ってくるはずです。また、前期からの講読を通して明確になってきた著者の歴史観
を相対的なものとして理解することで、歴史学研究に臨む上での史学史的センスを身につ
けることも目的の一つです。

到達目標
①19世紀欧州史を概観し、その共通構造と複層性を理解する
②近世社会と近代社会の間にある断絶と連続性を理解する
③アクトンの歴史観を理解した上でこれを一旦相対化することで、歴史学を学ぶ上で不可
欠な「史学史」の考え方を学ぶ
④「帝国」「政教分離」「ロマン主義」など、近現代史研究の鍵となる概念語彙を習得する
⑤アクトンを源流とする英国ナショナリズム研究の視座に触れる

授業内容

第�回：講読の前に：アクトンの思想的背景
第�回：講読：マッツィーニとロマン主義
第�回：講読：1848年革命
第�回：講読：統一と自治のジレンマ
第	回：講読：英国的自由とフランス的ネイション
第�回：講読：国民国家と「帝国」
第
回：講読：国家と教会
第�回：講読：ナショナリズムとパトリオティズム
第�回：講読：国民国家の問題点
第10回：講読：二つの「帝国」：オーストリアと英国
第11回：講読：「帝国」のジレンマ
第12回：講読：アクトンの見るナショナリズム①
第13回：講読：アクトンの見るナショナリズム②
第14回：期末試験

履修上の注意

毎回担当者を決め、担当箇所を音読した上で訳してもらいます。その上で教員を含めた参
加者全員で「謎解き」をしていくような形で授業を進めたいと考えていますので、担当者
以外の学生も予習を欠かさないようにお願いします。また毎回の和訳担当者は、担当箇所
に出てくる固有名詞（人名など）については可能な範囲で下調べをしてきてください。
なお、「原書講読A」からの続きになりますので併せて履修することをおすすめします。
「原書講読A」からの参加者は授業が始まる前に「原書講読A」で扱った範囲を読み返して
おくと、「原書講読B」のためのよい基盤作りになるはずです。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業後一週間以内に担当者を含めた全員にその回の授業範囲（ペーパーバックで�
ページ程度）の全訳を提出してもらうことで、予習と復習の促進をはかりたいと思いま
す。その際、授業内に疑問に思ったこと、知りたいと思ったことなども併せて書いていた
だければ幸いです。加えて授業で触れた重要事項から派生した簡単な調べ物を課題として
出すこともあります。
また、冬休み休暇を利用して総復習になるような日本語文献（ハードカバーで一章程度）
の要約をレポートして課す予定です。

教科書

教員がコピーとPDFファイルを配布します。

参考書

栄田卓彦『近代イギリスの自由と歴史』（大明堂 1997年）「第�部 補論 ナショナリズ
ムの史的考察─近代の双面神」
『クァドランテ : 四分儀 : 地域・文化・位置のための総合雑誌』第14号（東京外国語大学
海外事情研究所 2012年）「帝国、国民国家、そして共和制の帝国（池田嘉郎）」※検索す
れば電子テキストがすぐ見つかります

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での邦訳担当：10％
毎回の提出課題：50％
期末試験：20%
冬休みレポート：10%
その他授業への貢献度：10%

その他
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339_14B20603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ａ 金 澤 宏 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（�）英語文献の講読を通して、アメリカ合衆国の歴史を理解する
ことを目標とする。加えて、（�）受講生にはプレゼンテーションの
機会を設け、学び取った情報とそれを元にした分析や解釈を発表する
訓練を行う。

�年次の基礎演習や各講義で学んだ内容を土台に、�年次の演習や
�年次の卒業論文へと繋げる手管を学ぶのも目的である。受講生には
情報を受動的に受け取るばかりではなく、積極的に考え、解釈して貰
いたい。

授業内容

アメリカ合衆国史に関する文献を講読する。春期は、�年次の基礎
演習で学んだことを土台に二次文献の扱い方を修得してもらう。

第�回 授業イントロダクション：史料と二次文献の説明、各自自己
紹介、グループ分け

第�回 文献の読みと分析の仕方について、発表の割り当て
第�-13回 講読とプレゼンテーション、議論。
第14回 授業の総括

履修上の注意

受講生は、高校世界史テキスト程度の全般的な知識を有することを
前提とする（世界史の基本的知識がない場合、必ず事前学習で世界史
の知識を習得すること）。できるだけ基礎的なアメリカ合衆国史の知
識を身につけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

必ずテキストの予習復習をおこなうこと。この際、テキストのみな
らず、文献調査などを行い、その背景知識や解釈なども調べて欲し
い。また、アメリカを中心として世界各地の情報を扱うので、事前に
中学高校などで扱った地図帳や資料集などで国、都市、地理などの名
称をも学ぶこと。講義で分からない地名などがあった場合はそのまま
にせず場所を確認すること。

教科書

テキストは複数用意するが、受講生の関心により決定する。その
他、授業を進める上でのレジュメや地図、図表などは適宜講師が用意
し、配布する。

参考書

テキストの選択にあわせて講義中に文献リストを配布する。基本的
な文献としてはたとえば以下を参照のこと。
野村達朗『アメリカ合衆国の歴史』（ミネルヴァ書房、1998年）
秋元英一・菅英輝『アメリカ20世紀史』（東京大学出版会、2003年）
有賀夏紀『アメリカの20世紀』上･下巻（中公新書、2002年）

課題に対するフィードバックの方法

英語文献の講読授業なので、毎回翻訳発表者に対してコメントを付
す。その他、適宜講義内で個別フィードバックを行う。

成績評価の方法

成績は講読テキストの訳出、プレゼンや発表レジュメの提出、議論
など授業への積極的な参加、レポートの提出等から総合的に評価する
（訳出、口頭発表など平常点60%、課題提出40%）。

その他

積極的に関連文献を読むこと。また、講義への積極的な参加を求め
る。また、学生同士の議論（グループ・ディスカッション）や、レ
ポートや小レポートのピア・レビューを積極的に行う。お互いにレ
ポートやレジュメなどを学生同士で見せ合い、意見交換をしてもら
う。

340_14B20703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ｂ 金 澤 宏 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（�）英語文献の講読を通して、アメリカ合衆国の歴史を理解する
ことを目標とする。加えて、（�）受講生にはプレゼンテーションの
機会を設け、学び取った情報とそれを元にした分析や解釈を発表する
訓練を行う。

�年次の基礎演習や各講義で学んだ内容を土台に、�年次の演習や
�年次の卒業論文へと繋げる手管を学ぶのも目的である。受講生には
情報を受動的に受け取るばかりではなく、積極的に考え、解釈して貰
いたい。

授業内容

原書講読Ａに引き続き、アメリカ合衆国史に関する文献を講読す
る。春期は、�年次の基礎演習で学んだことを土台に二次文献の扱い
方を修得してもらう。

第�回 授業イントロダクション：�次文献と歴史史料の紐付け
第�回 発表の割り当てと春学期内容のグループディスカッション
第�-13回 講読とプレゼンテーション、議論。
第14回 授業の総括

履修上の注意

受講生は、高校世界史テキスト程度の全般的な知識を有することを
前提とする（世界史の基本的知識がない場合、必ず事前学習で世界史
の知識を習得すること）。できるだけ基礎的なアメリカ合衆国史の知
識を身につけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

必ずテキストの予習復習をおこなうこと。この際、テキストのみな
らず、文献調査などを行い、その背景知識や解釈なども調べて欲し
い。また、アメリカを中心として世界各地の情報を扱うので、事前に
中学高校などで扱った地図帳や資料集などで国、都市、地理などの名
称をも学ぶこと。講義で分からない地名などがあった場合はそのまま
にせず場所を確認すること。

教科書

テキストは複数用意するが、受講生の関心により決定する。その
他、授業を進める上でのレジュメや地図、図表などは適宜講師が用意
し、配布する。

参考書

テキストの選択にあわせて講義中に文献リストを配布する。基本的
な文献としてはたとえば以下を参照のこと。
野村達朗『アメリカ合衆国の歴史』（ミネルヴァ書房、1998年）
秋元英一・菅英輝『アメリカ20世紀史』（東京大学出版会、2003年）
有賀夏紀『アメリカの20世紀』上･下巻（中公新書、2002年）

課題に対するフィードバックの方法

英語文献の講読授業なので、毎回翻訳発表者に対してコメントを付
す。その他、適宜講義内で個別フィードバックを行う。

成績評価の方法

成績は講読テキストの訳出、プレゼンや発表レジュメの提出、議論
など授業への積極的な参加、レポートの提出等から総合的に評価する
（訳出、口頭発表など平常点60%、課題提出40%）。

その他

積極的に関連文献を読むこと。また、講義への積極的な参加を求め
る。また、学生同士の議論（グループ・ディスカッション）や、レ
ポートや小レポートのピア・レビューを積極的に行う。お互いにレ
ポートやレジュメなどを学生同士で見せ合い、意見交換をしてもら
う。

─ 177─



341_14B20602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ａ 山 崎 信 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

南東ヨーロッパの現代史に関する英語文献を精読し、正しく読解する

力を養うとともに、この地域の現代史に関する基礎知識を身につけ

る。あわせて、さまざまな歴史上の課題に関して調べる力を身につけ

る。

授業内容

第�回 テキストの決定ならびに授業の進め方の説明

第�回〜第13回 テキストの講読

第14回 まとめ

履修上の注意

担当者以外も含め、全員がテキストを訳出できるように予習してくる

こと。テキストにあらわれる未知の事項に関しても、可能な限り調べ

ておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

1. 単語の意味を辞書で確認する。複数の訳語の検討を行う。

2. 文法的な解読を行う。

3.歴史的な文脈や関連付け（史実、定訳はないか）を調べ、適切な日

本語を探す。

教科書

テキストは初回授業時に決定して配布する。

参考書

授業時に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で適宜行う。

成績評価の方法

平常点50％、学期末レポート50％。

その他

342_14B20702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

原書講読Ｂ 山 崎 信 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

南東ヨーロッパの現代史に関する英語文献を精読し、正しく読解する

力を養うとともに、この地域の現代史に関する基礎知識を身につけ

る。あわせて、さまざまな歴史上の課題に関して調べる力を身につけ

る。

授業内容

第�回 テキストの決定ならびに授業の進め方の説明

第�回〜第13回 テキストの講読

第14回 まとめ

履修上の注意

担当者以外も含め、全員がテキストを訳出できるように予習してくる

こと。テキストにあらわれる未知の事項に関しても、可能な限り調べ

ておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

1. 単語の意味を辞書で確認する。複数の訳語の検討を行う。

2. 文法的な解読を行う。

3.歴史的な文脈や関連付け（史実、定訳はないか）を調べ、適切な日

本語を探す。

教科書

テキストは初回授業時に決定して配布する。

参考書

授業時に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で適宜行う。

成績評価の方法

平常点50％、学期末レポート50％。

その他
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343_14C03504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ａ 宇 田 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この演習の目的は、チームで質的調査を行い、その結果を論文にま
とめることで、社会調査の方法および論文の執筆方法を習得すること
である。この演習は、現地調査を行う「現代社会学実習A」と相互に補
完し合う。具体的には、公害、薬害、環境病、環境リスクなどの問題
群から全員で一つの事例を選択し、夏または秋に現地調査を行う。春
学期はその準備として、文献購読、資料収集、調査依頼の手続きを進
める。
演習の到達目標は、①質的調査の方法を身につけること、②論文を
書けること、③これらを通じて卒業研究に取り組むための基盤を形成
することである。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 自己紹介を兼ねたプレゼンテーション
第�回 調査事例候補の検討
第�回 事例コンペティション
第	回 参考情報の持ち寄り、調査地の検討
第�回 事例に関する基礎文献の講読
第
回 テーマ別レポート�
第�回 テーマ別レポート�
第�回 テーマ別レポート�
第10回 テーマ別レポート�
第11回 調査対象の検討、質問項目案の作成方法
第12回 質問項目案の検討、依頼状の作成方法
第13回 質問項目案の再検討、依頼状の文案検討
第14回 依頼状の最終確認、実査のシミュレーション

履修上の注意

できれば環境社会学、市民活動論（いずれも和泉科目）を履修してい
ることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

調査を行うためには多くの時間と労力が必要である。その分、集団
で調査を行うという経験は、かけがえのない貴重なものとなるだろう。
演習生には積極的な参加を求める。理由のない遅刻や無断欠席など、
演習の時間を奪い、周囲の意欲を減退させる行為を禁ず。事前学習の
時間を十分に確保すること。

教科書

特に定めない。

参考書

特に定めない。授業で配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

調査の準備および各回の議論に対する貢献度（50パーセント）、担当回
の報告に対する時間と労力の投入の度合い（50パーセント）から総合
的に評価する。

その他

なし

344_14C03604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ｂ 宇 田 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この演習の目的は、チームで質的調査を行い、その結果を論文にま
とめることで、社会調査の方法および学術論文の執筆方法を習得する
ことである。この演習は、現地調査を行う「現代社会学実習A」と相
互に補完し合う。秋学期は調査の片付けとして、データの加工、資料
整理、論文執筆を進める。学期末に�万�千字以上の論文を提出し、
改稿を経て、年度末に論文集を刊行する。
演習の到達目標は、①質的調査の方法を身につけること、②論文を

書けること、③これらを通じて卒業研究に取り組むための基盤を形成
することである。

授業内容

第�回 調査速報
第�回 調査の片づけ、文字おこしの集約
第�回 論文の書き方、様式に関する説明
第�回 入手資料の輪読
第	回 関連文献の講読
第�回 論文構想発表�
第
回 論文構想発表�
第�回 論文構想発表�
第�回 論文構想発表�
第10回 第二回論文構想発表�
第11回 第二回論文構想発表�
第12回 第二回論文構想発表�
第13回 第二回論文構想発表�
第14回 執筆の進捗確認

履修上の注意

できれば環境社会学、市民活動論（いずれも和泉科目）を履修してい
ることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

調査で得られた発見について皆で話し合い、論文の構想を練る時間
は、なによりも楽しいものである。反対に、自らの報告になんの反応
も返ってこないほど虚しいことはない。演習生には積極的な参加を求
める。演習の時間外に論文執筆のための時間を十分に確保すること。

教科書

特に定めない

参考書

特に定めない。授業で配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

調査の片づけおよび各回の議論に対する貢献度（50パーセント）、論
文執筆における時間と労力の投入の度合い（50パーセント）から総合
的に評価する。

その他

なし
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345_14C03501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ａ 昔 農 英 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では、人種・民族・エスニシティ、グローバリゼーション、貧
困やジェンダーなどに関する基本文献を輪読し、こうした基本概念を
理解するとともに、現代社会が直面する男女の平等、人種や民族の平
等などの問題の基本構造を社会学的視点から理解できる基礎力を養
う。輪読文献は初回授業において参加者と相談のうえで決定する。輪
読に際しては、各自にレジュメに基づいて報告してもらい、全体で
ディスカッションを行う。

授業内容

第�回 授業計画の決定
第�回 春学期テーマについての基礎知識の習得、担当報告の割り当

て決定
第�回 資料の収集の仕方・論文の執筆等についての講義
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第	回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第
回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（	）
第�回 中間的まとめ
第10回 指定文献についての報告と討論（�）
第11回 指定文献についての報告と討論（
）
第12回 指定文献についての報告と討論（�）
第13回 指定文献についての報告と討論（�）
第14回 指定文献についての報告と討論（10）

履修上の注意

報告担当者は詳細な報告レジュメを作成し、必ずコメントも付け加え
ること。授業では、毎回、参加者全員が積極的に発言することが強く
求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告担当者以外の授業参加者も必ず報告予定箇所を読んでから授業に
参加すること。

教科書

参考書

授業において適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に提出してもらう①レポートの中身（30％）、ならびに②授業
への参加度（20％）、③担当報告の内容（30％）、④授業内での発言内
容（20％）により総合的に評価する。

その他

346_14C03601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ｂ 昔 農 英 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では、人種・民族・エスニシティ、グローバリゼーション、貧困
やジェンダーなどに関する基本文献を輪読する。輪読文献は初回授業に
おいて参加者と相談のうえで決定する。輪読に際しては、各自にレジュ
メに基づいて報告してもらい、全体でディスカッションを行う。基本文
献、専門文献について報告・討論を実施する。また参加者は卒業論文の
作成に向けて、各自の興味関心に基づき問題テーマを設定し、それに基
づいた研究報告を行うこととする。最終的には研究報告に基づいた論文
（6000字から�万字以上）を作成することを必須とする。こうした授業
により卒業論文の作成に向けたたたき台となる文章を完成することを目
指す。

授業内容

第�回 授業計画の決定
第�回 秋学期テーマに関しての基礎概念の解説 担当報告の割り当て

決定
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第	回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第
回 指定文献についての報告と討論（	）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 中間的なまとめ
第10回 各自の研究テーマについての報告（�）
第11回 各自の研究テーマについての報告（�）
第12回 各自の研究テーマについての報告（�）
第13回 各自の研究テーマについての報告（�）
第14回 全体のまとめ

履修上の注意

報告担当者は詳細な報告レジュメを作成し、必ずコメントも付け加える
こと。授業では、毎回、参加者全員が積極的に発言することが強く求め
られる。国際社会学的なテーマについて強い関心を持ち、それについて
の学習意欲が高い学生の参加を求める。長期休業中は各自の研究テーマ
についての報告と実習準備のためのゼミ合宿なども行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告担当者以外の授業参加者も必ず報告予定箇所を読んで授業に参加す
ること。

教科書

参考書

授業において適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に提出してもらう①論文の中身（50％）、ならびに②平常点
（10％）、③担当報告の内容（30％）、④授業内での発言内容（10％）に
より総合的に評価する。

その他
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347_14C03503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ａ 内 藤 朝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人間が人間にとって怪物になるとも言うべき諸現象を研究する際、モデルとなる典型的
なケースがいくつかある。その一つが連合赤軍による山岳キャンプでの共同生活である。
今回は渦中にいた当事者による記録を丹念に読み解き、そこから迫害性が増幅する社会構
成について、各自の発表とディスカッションを行う。考察する。テキストとしては坂口弘
『あさま山荘1972（上）』、同『あさま山荘1972（下）』、同『続 あさま山荘1972』（彩流
社）、永田洋子『十六の墓標（上）』、同『十六の墓標（下）』（彩流社）を用いる。
このことによって、各自が広い視野で迫害・暴力についての見識を深め、これをもとに
社会と人間について、各自が各自の考えを生み出すことに寄与するのが授業の到達目標で
ある。

授業内容

教科書について，全員が読んでくる。教科書は坂口弘『あさま山荘1972（上）』、同『あ
さま山荘 1972（下）』、同『続 あさま山荘 1972』（彩流社）、永田洋子『十六の墓標
（上）』、同『十六の墓標（下）』（彩流社）。レポーターは，発表の一週間前に，�つの章や
論文について，・要約をつくり，かつ・その箇所をテーマにした論文（Ａ�用紙で�枚以
上，見開きなら�枚以上）をつくり，全員に配り，当日それを発表する。これについて、
全員でディスカッションをし、考えを深めていく。

第�回 イントロダクション：学問的に暴力・迫害を問う射程
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（上）』、まえが

き、第�章、第�章、第�章、第�章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（上）』第	章、

第�章、第
章、第�章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（上）』第�章、

第10章）
第	回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（上）』第11章、

第12章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（下）』はじめに

第13章第14章、第15章、第16章）
第
回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（下）』第17章、

第18章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（下）』第19章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（下）』第20章）
第10回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（下）』第21章）
第11回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『あさま山荘1972（下）』第22章お

よび『続 あさま山荘1972』第22章の続き）
第12回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『続 あさま山荘1972』第23章）
第13回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『続 あさま山荘1972』第24章）
第14回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『続 あさま山荘』第25章）

履修上の注意

毎回出席し発言することを要する。授業に出る前に必ず教科書や配付資料を読んでくる
こと。受講希望者はシラバスを読んでいなければならない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業に出る前に毎回必ず教科書や配付資料を読んでくる必要がある。また、わからない
ところや、各自の問題関心から質問したり、発言したりする内容をノートに書いてくる必
要がある。授業で紹介した内容については、文献等でしらべてくること。次回の授業範囲
については、文献等で調べておくこと。授業の後に理解したことを要約すること。

教科書

坂口弘『あさま山荘1972（上）』彩流社
坂口弘『あさま山荘1972（下）』彩流社
坂口弘『続 あさま山荘1972』彩流社
永田洋子『十六の墓標（上）』彩流社
永田洋子『十六の墓標（下）』彩流社

参考書

使用しない

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックに関しては、適時Oh-o!Meijiを通じて配信するので、確認す
ること。

成績評価の方法

授業への参加度50パーセント，報告や論文の内容50パーセント。

その他

348_14C03603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ｂ 内 藤 朝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人間が人間にとって怪物になるとも言うべき諸現象を研究する際、モデルとなる典
型的なケースがいくつかある。その一つが連合赤軍による山岳キャンプでの共同生活
である。今回は渦中にいた当事者による記録を丹念に読み解き、そこから迫害性が増
幅する社会構成について、各自の発表とディスカッションを行う。考察する。テキス
トとしては前期に引き続き、坂口弘『続 あさま山荘1972』（彩流社）、永田洋子『十
六の墓標（上）』、同『十六の墓標（下）』（彩流社）を用いる。
このことによって、各自が広い視野で迫害・暴力についての見識を深め、これをも
とに社会と人間について、各自が各自の考えを生み出すことに寄与するのが授業の到
達目標である。

授業内容

教科書について，全員が読んでくる。教科書は坂口弘『あさま山荘1972（上）』、同
『あさま山荘1972（下）』、同『続 あさま山荘1972』（彩流社）、永田洋子『十六の墓標
（上）』、同『十六の墓標（下）』（彩流社）。レポーターは，発表の一週間前に，�つの
章や論文について，・要約をつくり，かつ・その箇所をテーマにした論文（Ａ�用紙で
�枚以上，見開きなら�枚以上）をつくり，全員に配り，当日それを発表する。これ
について、全員でディスカッションをし、考えを深めていく。

第�回 イントロダクション：学問的に暴力・迫害を問う射程
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『続 あさま山荘1972』第26

章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『続 あさま山荘1972』第27

章、第28章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『続 あさま山荘1972』第29

章、第30章、第31章）
第	回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（上）』第�章、

第�章、第�章、第�章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（上）』第	章、

第�章）
第
回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（上）』第
章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（下）』�章）
第�回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（下）』第�章、

第10章）
第10回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（下）』第11章）
第11回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（下）』第12章）
第12回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（下）』第13章）
第13回 教科書担当箇所をもとにした学生による発表（『十六の墓標（下）』第14章）
第14回 総括ディスカッション。連合赤軍の事例から発見される理論モデル

履修上の注意

毎回出席し発言することを要する。授業に出る前に必ず教科書や配付資料を読んで
くること。受講希望者はシラバスを読んでいなければならない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業に出る前に毎回必ず教科書や配付資料を読んでくる必要がある。また、わから
ないところや、各自の問題関心から質問したり、発言したりする内容をノートに書い
てくる必要がある。授業で紹介した内容については、文献等でしらべてくること。次
回の授業範囲については、文献等で調べておくこと。授業の後に理解したことを要約
すること。

教科書

坂口弘『あさま山荘1972（上）』彩流社
坂口弘『あさま山荘1972（下）』彩流社
坂口弘『続 あさま山荘1972』彩流社
永田洋子『十六の墓標（上）』彩流社
永田洋子『十六の墓標（下）』彩流社

参考書

使用しない

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックに関しては、適時Oh-o!Meijiを通じて配信するので、確認
すること。

成績評価の方法

授業への参加度50パーセント，報告や論文の内容50パーセント。

その他
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349_14C03502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ａ 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ジェンダーとセクシュアリティの社会学をメインテーマとして研究する。とくに現代日本人のセクシュアリ
ティについての社会学的実証および、実践的活動に焦点をあてる。
セクシュアリティに関して、現代日本人には漠然と悩み苦しみをかかえている人は少なくないが、その悩み
苦しみに言葉や考察が与えられないためにぼんやりとした不満にとどまることが多く、またその思いを自分
の中に封じ込めたり、諦めたり、他のことで気晴らしをしたりする人も少なくないと思われる。
その悩み苦しみがどのようにして生じるのかを社会学的に明らかにしようとし、また悩み苦しみを解決して、
どのような人もより幸せを感じられるようなセクシュアリティのありかたのために、どのような実践が可能
なのかを考える。
またそもそも、悩み苦しみというネガティブな見方から解放されるような、セクシュアリティの幸福につい
て考察する。
現代日本社会の状況に、距離をおいてみるために、他の社会の状況と、日本の過去の状況とを多く参照する。
これらの研究にあたっては常に、セクシュアルマイノリティを含めた性の多様性を念頭におくこととする。

到達目標は、セクシュアリティについての、生理学、医学、心理学、社会学の基礎知識の上で、現代日本社
会のセクシュアリティの特徴を、避妊、未婚化・晩婚化・早婚化、インターネットとの関係、セックスレス
化、AVなどのポルノ、性教育と性の相談、などの側面において基本的にとらえ、人々がどのような社会のし
くみのもとで、どのような悩み苦しみをいだき、どのようにしたら解決できるかを理解できるようになるこ
と。

サブテーマとして、東日本大震災の被災地の復興と地域振興を考える。ゼミとして10年前から関わってきた
テーマである。どのくらいの力の配分でふたつのテーマを扱うかは、被災地との相談や、学生との相談で決
める。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 性的マイノリティの理解を進める（�）
第�回 性的マイノリティの理解を進める（�）
第�回 現代日本の避妊・緊急避妊・中絶を考える
第	回 未婚・晩婚・早婚を考える（�）
第�回 未婚・晩婚・早婚を考える（�）
第
回 二次元の恋愛を考える（�）
第�回 二次元の恋愛を考える（�）
第�回 セックスレス・カップルを考える（�）
第10回 セックスレス・カップルを考える（�）
第11回 AVを考える（�）
第12回 AVを考える（�）
第13回 性教育・性の相談を考える（�）
第14回 性教育・性の相談を考える（�）
第15回 まとめ どのような調査、活動をしていくかの議論

履修上の注意

履修希望者は、あらかじめ、教科書に指定した狛・佐藤・水野・村瀬ら著『ヒューマン・セクソロジー』を
読み、セクシュアリティについての生理学、医学、心理学、社会学などの基本的な知識を身につけること。

ゼミは、基本的な知識があることを前提に進める。
ゼミでも多くの文献を読んでいくが、日本ではセクシュアリティ領域の学問研究が非常に遅れているため、
英語の文献を読むことも多い。英語の講演、動画、インターネットサイトなども多く勧めるので、よく勉強
してほしい。

セクシュアリティの研究と聞くと、自分の個人的体験について話さなければならないのかと心配するかもし
れないが、個人の体験の秘匿性をゼミではたがいに尊重しあいながら進めたい。むしろ、日本では、個人の
体験を超えてセクシュアリティを考える機会が非常にとぼしいことが問題だという認識から、セクシュアリ
ティの現象の幅広さに学生たちの目を開く方向で、研究を進めていきたい。
多くの日本人が、漠然と言葉にせずにすごしていることを言語化し、考察の俎上に上げるため、学生一人一
人がセクシュアリティを考え研究する努力をしてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

そのつど、多くの予習・復習課題を出すので、しっかり取り組んでほしい。
発表者を決めて、課題についての発表をしてもらう。責任をもって発表に臨んでほしい。
レインボープライド、性教育についての研修会、セクシュアリティの博物館の設立のための見学会など、学
外のイベントに参加してもらう機会も多い。

教科書

参考書

そのつど指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度、発表の内容、学期末に書いてもらうレポートの内容の、総合評価とする。

その他

350_14C03602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学演習Ｂ 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

─ 182─



351_14C03701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学実習Ａ 現代社会学演習

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期集中 1 駿河台

授業の概要・到達目標

現代社会学演習の今年度の各担当教員（内藤，平山，昔農，宇田）が

主な対象とする市民活動，NPOの諸活動，地域おこし活動等の現場

に赴き，体験実習や調査を行い、地域社会の持つ所問題の構造を把握

する。。

授業内容

それぞれの現代社会学演習の内容に一定程度対応した社会的臨床の場

を対象として実習を実施する。昨年度の例で言えば，持続可能な地域

社会づくりをめざす諸活動，衰退しつつある都市中心部の住民主体の

リニューアルをめざすまちづくりの活動，被災地仮設住宅住民と学生

との交流会や，漁業体験などが実習内容となった。いずれの場合も，

参加者の関心も参考にしながら，各演習において実習対象を決定す

る。

集中講義の形式で実施する。

履修上の注意

各現代社会学演習の履修を前提として実施する。

準備学習（予習・復習等）の内容

各実習対象地域や事例に関する文献や資料を事前に精査し、現地での

課題や聞き取り内容について検討を重ねる。

教科書

特に使用しない。

参考書

各実習対象に関する文献や資料を使用する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実習への参加と報告書により評価する。

その他

352_14C03801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会学実習Ｂ 現代社会学演習

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期集中 1 駿河台

授業の概要・到達目標

現代社会学演習の今年度の各担当教員（内藤，平山，昔農，宇田）が

主な対象とする市民活動，NPOの諸活動，地域おこし活動等の現場

に赴き，体験実習や調査を行い、対象地域や事例の問題構造を把握す

る。

授業内容

それぞれの現代社会学演習の内容に一定程度対応した社会的臨床の場

を対象として実習を実施する。昨年度の例で言えば，持続可能な地域

社会づくりをめざす諸活動，衰退しつつある都市中心部の住民主体の

リニューアルをめざすまちづくりの活動，被災地仮設住宅住民と学生

との交流会や，漁業体験などが実習内容となった。いずれの場合も，

参加者の関心も参考にしながら，各演習において実習対象を決定す

る。

集中講義の形式で実施する。

履修上の注意

各現代社会学演習の履修を前提として実施する。

準備学習（予習・復習等）の内容

各実習対象地域や事例に関する文献や資料を事前に精査し、現地での

課題や聞き取り内容について検討を重ねる。

教科書

特に使用しない。

参考書

各実習対象に関する文献や資料を使用する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実習への参加と報告書により評価する。

その他

─ 183─



353_14G05501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代社会論 宇 田 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、①社会学の概念を用いて現代社会のさまざまな現象を
理解すること、②具体例の分析を通じて社会学の視点がどのようなものかを
理解することにある。和泉校舎での学びを経て、社会学とはどのような学問
なのかを説明できるようになっただろうか。知識が増えた分、かえって混乱
している人もいるかもしれない。結局のところ、社会学とはなんなのか。そ
れは社会科や社会科学となにが違うのか。なぜ大学の講義科目や専攻になっ
ているのか。この授業では、社会学の基礎概念、方法、テーマ、理論につい
て具体的な事例を交えて解説し、社会学という学問の謎を解くことを目指
す。
授業の到達目標は、①現代社会のさまざまな現象を社会学的に考察できる

こと、②社会学の基礎概念や理論的視点を理解できることである。

授業内容

第�回 a：イントロダクション
b：学問における価値自由

第�回 社会学の基本的視点
第�回 社会学的想像力の実践
第�回 社会学の根本問題
第	回 秩序の生成
第�回 読めない秩序
第
回 逸脱の生成
第�回 凶悪犯罪と社会
第�回 凶悪犯罪と動機の語彙
第10回 権力と支配
第11回 官僚制
第12回 意図せざる帰結
第13回 歴史的な意図せざる帰結
第14回 a：全体のまとめ

b：試験

履修上の注意

大量に板書する授業である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介する参考文献を積極的に読むこと。

教科書

特に定めない

参考書

『社会学入門』筒井淳也・前田泰樹（有斐閣）2017年.
『自己と他者の社会学』井上俊・船津衛編（有斐閣）2005年.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

論述試験100パーセント（感染症の状況によっては期末レポートとする）。
ただし、試験の点数で不可となる場合、救済措置として平常点を15点まで加
算する。平常点とはリアクションペーパーの評点の合計を指す。平常点を加
えて単位を認定する場合、最高でも「可」（C評価）しかつかない。

その他

なし

354_14F16901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代フランス文化研究 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「強制収容所」や「ホロコースト」や「全体主義」という言葉は、もしかすると自分
とは関係のない、どこか遠い話に聞こえるかもしれません。この授業の目的は、現
代のフランスにおいて今も大きな意味を持ち続けている第二次世界大戦やヨーロッ
パ・ユダヤ人の虐殺の記憶をめぐる問題を通して、いま日本で生きている自分自身
の生活や、日々の言葉との向き合いかた、他者への触れかたなどについて考えを深
めることです。授業は、毎週のリアクションペーパーとそのフィードバックを通じ
て、参加者同士が「書き言葉」を交わしあうことによって進められてゆきます。自
分にとって「遠い」ように感じられていたさまざまな問題が次第につながりあい、
肌身に迫ってくるまで、思考を鍛え続ける作業に共に参加してください。
キーワードとしては、全体主義、管理社会、監視社会、戦争、暴力、差別、いじめ、
政治的無関心、不寛容、官僚制度、そして、それらすべてに抵抗するものとしての
「ことば」をあげておきます。

授業内容

授業の流れは以下のようなものを予定していますが、参加するメンバーの言葉から
方向転換や別の展開が起こることもあります。
手掛かりとするテクストや作品はフランス語圏のものが多いですが、それだけには
限りません。

�．いじめの構造：グザヴィエ・ドラン『カレッジ・ボーイ』／中井久夫『いじめ
の政治学』

�．短編映画を分析する：『ウィットネス』
�．現代における「差別」：短編映画『Mazel tov Cocktail』�
�．現代における「差別」：短編映画『Mazel tov Cocktail』�
	．制度の力：ヒルバーグ『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅』
�．表象の限界�（アルシーヴの問題�）：アラン・レネ／ジャン・ケイロール『夜

と霧』

．表象の限界�（アルシーヴの問題�）：クロード・ランズマン『ショア』
�．表象の限界�（暴力描写の問題）：コシンスキ／マルホウル『異端の鳥』
�．表象の限界�：ディディ＝ユベルマン『イメージ、それでもなお』『木の皮』
10．言葉の可能性�（解放）：カロリン・エムケ『なぜならそれは言葉にできるか

ら』
11．言葉の可能性�（武器）：ロベール・アンテルム『人類』
12．言葉の可能性�（母語）：ツェラン『子午線』／アーレント対談
13．言葉の可能性�（残存）：『アウシュヴィッツの巻物 証言資料』
14．言葉の可能性	（平等）：ヨシフ・ブロツキイ『私人』
15．総括（期末レポートのフィードバック）

履修上の注意

講義形式ですが、授業は問いと応答によって進められます。参加者には、しばしば
発言が求められますので、真剣に参加してください。遅刻と居眠りは厳禁です。

準備学習（予習・復習等）の内容

取り上げる素材は「過去」に関するものですが、そこから「現在」の出来事をどの
ように考えることができるか、それらの問題をどこまで自分自身の問題として考え
られるかが問われます。日常的に新聞やニュースを追うようにしてください。

教科書

プリントで配布。

参考書

教室でそのつど提示しますが、必読の一冊として「すべての政治は、歴史がすべて
そうであるように、具体的なものである。（確実に言えることだが、歴史について本
気で考えない人間は、政治を真剣に受け止めることができない）」という一節を含む
『フォト・リテラシー 報道写真と読む倫理』（今橋 映子、中公新書、2008年）を挙
げておきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度と毎回のコメントペーパー（40%）、筆記試験（60%）。

その他
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355_14F12901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

現代文化論 佐 幸 信 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文化を経済や政治、あるいは社会と切り分けて単独の領域として論
じることは不可能である。メディアとも不可分な関係にある。この講
義では、文化的トピックを取り上げるのではなく、文化を論じる方法
論を内在させながら、より具体的な論点から文化を議論していく。大
きく�つのセクションで構成するが、とりわけ社会学的なアプローチ
をふまえたえうで、受講生自らが具体的に事象を分析し、議論を組み
立てることを到達目標とする。

授業内容

第�回ａ：イントロダクション
ｂ：現代文化とカテゴリー

第�回：ブルデューの文化社会学�：趣味の問い方
第�回：ブルデューの文化社会学�：文化生産の界
第�回：パンデミックとグローバリゼーション
第	回：パンデミックと文化
第�回：都市空間とメディアイベント
第
回：都市文化と空間開発
第�回：映画「トゥルー万ショー」とシミュラークル
第�回：住宅と都市郊外・文学表象
第10回：監視・コントロール社会と文化
第11回：カタストロフィと文化�：核と文化表象
第12回：カタストロフィと文化�：テクノロジーと文化
第13回：カタストロフィと文化�：岡田俊規と震災
第14回a：試験

b：講義の全体の振り返り

履修上の注意

レポートと試験に加え、講義内で数回の小レポートを書いてもらう。
概要は第�回目のイントロダクションで説明する。講義のテーマに関
連した、さまざまな文化へ接触し、数多く経験することが必要。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義に関連した資料や文献などをあらかじめ準備してもらう。具体
的には、講義のなかで説明する。また、授業内容と自らのレポートと
を比べて、疑問点や不明な部分は、授業で確認すること。

教科書

佐幸信介『空間と統治の社会学』（青弓社）

参考書

『フラット・カルチャー』遠藤知巳編、せりか書房
『国道16号線スタディーズ』西田・塚田編、青弓社
『現代文化を学ぶ人のために』井上俊編、世界思想社

課題に対するフィードバックの方法

課題は、リアクションペーパーとして提出する形式やワークシートや
レポートの形式を採用する。フィードバックは、講義内での解説や、
クラスウェブのコメント機能を使う。

成績評価の方法

レポート（40％）、授業への参加度（30％）、小レポート（30％）

その他
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356_14B30101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学概論ⅠＡ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学は、人類の歴史を解明するために極めて重要な学問である。文字記
録が存在しない時代はもとより、文献が存在する時代においてすら、人々の
営みを描きだすためには考古学の成果が不可欠である。本授業は、考古学の
定義・枠組み、多彩な方法論、考古学と周辺科学の協業、考古学から描き出
された具体的な歴史像、考古学が現代社会に果たす役割などを総合的に解説
し、考古学という学問のアウトラインの理解を深めるものである。興味深い
発掘調査の実例や最新の研究動向を織り込むなど、ビジュアルにも配慮した
親しみやすい授業運営を行う。
本授業は、初学者向けの科目であることから、考古学や歴史学への扉を開
く重要な位置づけを有する。考古学の魅力と有用性に気づき、知る楽しさと
喜びを喚起したうえで、自主的な学習意欲を呼び覚ますことが本講座の到達
目標である。

授業内容

第�回 考古学とは何か（ａモジュール）
第�回 発掘調査から資料整理まで
第�回 考古学の表現法（実測と測量）
第�回 考古学の範囲と時代区分
第	回 学会に参加しよう（校外授業）
第�回 日本における考古学史（�）
第
回 学会に参加して（発表とディスカッション）
第�回 日本における考古学史（�）
第�回 型式学と層位学（�）
第10回 型式学と層位学（�）
第11回 年代決定論（自然科学的方法）
第12回 年代決定論（人文科学的方法）
第13回 分布論（ミクロな分布論）
第14回 分布論（マクロな分布論）

履修上の注意

上記に挙げた内容を基本として進めるが、受講者の関心や理解度等に応じ
て内容を調整することがある。なお、秋学期に開講する「考古学概論ⅠＢ」
は本講座の内容を踏まえて、本格的な考古学の方法論や日本考古学の各時代
の成果概要を紹介していくものである。このため、あわせて履修することを
強く推奨する。

準備学習（予習・復習等）の内容

本講座は初学者向けであるが、下記に挙げる参考書は入手して目を通して
おくこと。さらに必要な参考書は随時紹介する。加えて、考古学関連の
ニュース記事などを意識して収集することが望ましい。また、博物館の展示
観覧や遺跡見学などの時間外学習の課題を課し、授業中にプレゼンを求める
場合がある。

教科書

『はじめて学ぶ考古学』佐々木憲一・若狭徹ほか，（有斐閣，2011年）

参考書

特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験による評価が基本（80％）であるが、レポート、プレゼンテーショ
ン、授業参加の積極性に応じて評価を加減する(20％)。

その他

校外学習を実施する場合、参加は必須である。必要経費は自費とする。

357_14B30201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学概論ⅠＢ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学は、人類の歴史を解明するために極めて重要な学問である。文字記
録が存在しない時代はもとより、文献が存在する時代においてすら、人々の
営みを描きだすためには考古学の成果が不可欠である。本授業は、考古学の
定義・枠組み、多彩な方法論、考古学と周辺科学の協業、考古学から描き出
された具体的な歴史像、考古学が現代社会に果たす役割などを総合的に解説
し、考古学という学問のアウトラインの理解を深めるものである。興味深い
発掘調査の実例や最新の研究動向を織り込むなど、ビジュアルにも配慮した
親しみやすい授業運営を行う。
本授業は、初学者向けの科目であることから、考古学や歴史学への扉を開
く重要な位置づけを有する。考古学の魅力と有用性に気づき、知る楽しさと
喜びを喚起したうえで、自主的な学習意欲を呼び覚ますことが本講座の到達
目標である。

授業内容

第�回 機能論（�）素材・技法（ａモジュール）
第�回 機能論（�）機能の推定法
第�回 社会を読む（�）文化と社会
第�回 社会を読む（�）社会研究の実例
第	回 心を読む（�）遺物から読む精神世界
第�回 心を読む（�）遺跡から読む精神世界
第
回 弥生時代の考古学（�）─農業の開始
第�回 旧石器時代の考古学
第�回 縄文時代の考古学（�）─環境と道具の変化
第10回 縄文時代の考古学（�）─集落・祭祀・墓制
第11回 弥生時代の考古学（�）─農業の開始
第12回 弥生時代の考古学（�）─祭祀・戦争・外交
第13回 古墳時代の考古学（�）─巨大古墳の変遷
第14回 古墳時代の考古学（�）─手工業の発達

履修上の注意

上記に挙げた内容を基本として進めるが、受講者の関心や理解度等に応じ
て内容を調整することがある。なお、春学期に開講する「考古学概論ⅠＡ」
は考古学の初歩的事項を扱い、本講座を理解するための基礎を形成するもの
である。このため、あわせて履修することを強く推奨する。

準備学習（予習・復習等）の内容

本講座は初学者向けであるが、下記に挙げる参考書は入手して目を通して
おくこと。さらに必要な参考書は随時紹介する。加えて、考古学関連の
ニュース記事などを意識して収集することが望ましい。また、博物館の展示
観覧や遺跡見学などの時間外学習の課題を課し、授業中にプレゼンを求める
場合がある。

教科書

『はじめて学ぶ考古学』佐々木憲一・若狭徹ほか，（有斐閣，2011年）

参考書

特に指定しない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験による評価が基本である（80％）。加えて、授業参加の積極性に応
じて評価を加減する(20％)。

その他

必要に応じて参考資料を配布する。
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358_14B30301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学概論ⅡＡ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は、考古学と現代社会との関りについて、多角的な立場や視点から
考えるものである。懐古趣味的と捉えられがちな考古学であるが、実は文化
財保護行政や博物館,展示、市民活動などを通じて、地域の人々と深いつなが
りを持ち、現代社会の地域形成にきわめて有用であることを論じていく。
また本授業は、考古学を学ぶ学生が大学での専門を生かし、卒業後に学芸
員や公務員として職業選択するための、キャリア形成講座としても役立つ構
成としている。

授業内容

専任教員（若狭）、特任教員（栗島）、兼任講師（橋本）によるオムニバス授
業であり、これに特別授業（本学卒業生）を組み合わせて実施する。若狭が
コーディネーターである。
本授業は基本的には講義形式であるが、受講生との意見交換などを通じて双
方向的な授業を展開する。

第�回 考古学の社会的役割とキャリアデザイン（若狭）
第�回 史跡の整備と保存活用（若狭）
第�回 日本における文化財保護制度の枠組みと考古学（栗島）
第�回 都道府県における文化財保護と考古学（栗島）
第	回 埋蔵文化財センターの役割（橋本）
第�回 考古学と博物館（橋本）
第
回 考古学と学校教育（橋本）
第�回 考古学と市民活動・ＮＰＯ（橋本）
第�回 考古学を活かしたまちづくり（若狭）
第10回 地方自治体（市）における文化財保護の実践（特別授業・卒業生�）
第11回 地方自治体（町村）における文化財保護の実践（特別授業・卒業生

�）
第12回 災害と考古学─文化財レスキューの実態（栗島）
第13回 考古学と現代社会�（若狭）
第14回 まとめ（若狭）（ａモジュール）

履修上の注意

考古学概論Ⅰを履修済みであるか、併せて履修することが求められる。
また、考古学概論ⅡBを続けて履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

資料は、あらかじめOh!Meijiシステムにアップロードするので、プリントアウ
トして持参すること。事前に目をとおして臨むこと。
ただし、講師によっては、当日に印刷物が配布される場合もある。

教科書

特に指定しない。

参考書

特に定めない。事後学習が必要な場合には、授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート70％，平常点30％

その他

359_14B30401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学概論ⅡＢ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学研究の最前線について、考古学専攻の全教員と講師が専門に
応じ、分担して講義する。体系的な学習を目指した考古学概論Ⅰに対
して、本授業はホットな学問的情報、教員のすすめる最新研究、考古
学の最新動向を論じる。このことで、考古学に対する関心をいっそう
高め、�年次以降の専門教育への橋渡しの役割を果たすことを目標と
する。
専任教員（藤山・石川・佐々木・若狭）、特任教授（栗島）、兼任講
師（田中）が数回ずつ担当する。

授業内容

若狭がコーディネータとなり、オムニバス授業として実施する。

第�回 概説（若狭）
第�回 旧石器時代研究の最前線（栗島）
第�回 旧石器時代研究の最前線（栗島）
第�回 縄文時代研究の最前線（阿部）
第	回 縄文時代研究の最前線（阿部）
第�回 弥生時代研究の最前線（石川）
第
回 弥生時代研究の最前線（石川）
第�回 古墳時代研究の最前線（若狭）
第�回 古墳時代研究の最前線（若狭）
第10回 歴史考古学研究の最前線（田中）
第11回 歴史考古学研究の最前線（田中）
第12回 理論考古学研究の最前線（佐々木）
第13回 理論考古学研究の最前線（佐々木）
第14回 まとめ（若狭）（ａモジュール）

履修上の注意

考古学概論Ⅰを履修済みであるか、併せて履修することが求められる。
また、考古学概論ⅡＡも併せて履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

資料は、あらかじめoh!Meijiシステムにアプロードするので、プリント
アウトして持参すること。事前に目を通して臨むこと。
ただし、当日に資料が配布される場合もある。
なお、新聞等で報じられる考古学に関わる最新情報にアンテナを伸ば
しておくこと。

教科書

特に定めない。

参考書

事後学習が必要な場合は、講師ごとに紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート70％，平常点30％

その他
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360_14B30601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学研究法ⅠＡ 追川 吉生・大谷 薫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

考古学では，考古資料・データの何をどのように分析して，歴史の実態を復
元するのか，「考古学研究法Ⅰ・Ⅱ」では，その実際を学ぶ。�年次の考古学概
論Ⅰ・Ⅱ及び基礎演習（考古学）で学んだことを基礎として，より具体的・実
際的な考古学研究の世界─基本的な理論・資料分析法・分析結果の解釈・議論・
提示方法など─を学び，修得する。これによって，本格的な論文読解と資料操
作のトレーニングを行う�年次の「演習Ⅰ（考古学）」の基礎を形成する。
「考古学研究法ⅠA」では，主に土器に関する基本論文の読解とそれを理解す
るための基盤形成を行うのに対して，「考古学研究法ⅡA」では，主に土器を観
察する方法と観察結果の記録・表現法の実際を学び，その基本的技術を習得す
る。なお，両者は相互に関連しあうため，横断した運営を行う。

授業内容

第�回：単元Ⅰ：考古学の調査研究 総論・授業の進め方
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-① 土器の製作と用途
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-② 遺跡の中の土器
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-③ 土器を観察する基礎
第	回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-④ 土器の実測
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-⑤ 土器の実測
第
回：単元Ⅲ：論文を読解する① 課題を解く論文
第�回：単元Ⅲ：論文を読解する② 方針を説く論文
第�回：単元Ⅲ：論文を読解する③ 遺跡研究論文
第10回：単元Ⅳ：土器を調べるⅡ-① 縄文土器の装飾原理
第11回：単元Ⅳ：土器を調べるⅡ-② 縄文土器の実測
第12回：単元Ⅳ：土器を調べるⅡ-③ 土器と社会
第13回：単元Ⅴ：考古学における分布論
第14回：まとめ および実技試験
なお，年度初めに，Oh-o! Meiji のクラスウェブにおいて詳細な実施計画およ
び課題論文を掲示する。

履修上の注意

●考古学研究法ⅠＡ・Ｂ、同ⅡＡ・Ｂは考古学専攻�年次の必修科目であり、
相互に密接に関連しあうため、あわせて履修すること。
●実測作業に必要な道具類は、春学期に各自購入すること（年度初めのガイダ
ンスと初回授業時に詳細を指示する）。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回事前に論文読解を主とする課題を提示する。全員必ず指定された書式
によるレポートを提出する。ただし口頭発表を担当する場合は，発表用資料を
このレポートに替えて作成・配布する。

教科書

教科書は用いない。課題論文はクラスウェブに掲示するので，余裕をもって
事前に読解し，資料プリントを配布して授業を進める。

参考書

『岩波講座日本考古学』全�巻，近藤義郎ほか編，（岩波書店），1985〜87年
『ドイツ展記念概説 日本の考古学』（上・下），稲田孝司・白石太一郎ほか編，

（学生社），2005年
『発掘調査のてびき─集落遺跡調査編／整理・報告書編─』文化庁文化財部記
念物課2010年・『発掘調査のてびき
─各種遺跡調査編─』2013年，文化庁文化財部記念物課編，（文化庁文化財部記
念物課・同成社）

課題に対するフィードバックの方法

課題（レポート、実測図）の返却時に必要に応じてコメントを付す。Oh-o!
Meijiシステムを介して提出された課題については、オンラインでコメントを付
ける。

成績評価の方法

授業への貢献度（発表および討議）50％・課題論文レポート50％。なお欠席
が�回に達した場合、評価は「不可」（F）となる。遅刻�回で�回の欠席とみ
なすため注意されたい。

その他

学習を進めるにあたって，明治大学博物館図書室蔵書（貸出不可）を活用す
ること。出版社刊行物は図書館蔵書の方が充実しているので併用する。また，
各自の関心に即した資料が収蔵・展示される各地の博物館・埋蔵文化財セン
ターの見学等を重ねて，資料に即した学習を心がけること。

361_14B30701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学研究法ⅠＢ 追川 吉生・大谷 薫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

考古学では、考古資料・データの何をどのように分析して、歴史の実態を
復元するのか、「考古学研究法Ⅰ・Ⅱ」では、その実際を学ぶ。�年次の考古
学概論Ⅰ・Ⅱ及び基礎演習（考古学）で学んだことを基礎として、より具体
的・実際的な考古学研究の世界─基本的な理論・資料分析法・分析結果の解
釈・議論・提示方法など─を学び、修得する。これによって、本格的な論文
読解と資料操作のトレーニングを行う�年次の「演習Ⅰ（考古学）」の基礎を
形成する。
「考古学研究法ⅠB」では、主に石器に関する基本論文の読解とそれを理解
するための基盤形成を行うのに対して、「考古学研究法ⅡB」では、主に石器
を観察する方法と観察結果の記録・表現法の実際を学び、その基本的技術を
習得する。なお、両者は相互に関連しあうため、横断した運営を行う。

授業内容

第�回：単元Ⅰ：石器の実測とは何か 総論・授業の進め方
第�回：単元Ⅱ：剥片石器をいかに分類するか（�）
第�回：単元Ⅱ：剥片石器をいかに分類するか（�）
第�回：単元Ⅲ：剥片石器の素材生産を読み解く（�）
第	回：単元Ⅲ：剥片石器の素材生産を読み解く（�）
第�回：剥片の実測
第
回：単元Ⅳ：石器群の変遷を探る（�）
第�回：単元Ⅳ：石器群の変遷を探る（�）
第�回：単元Ⅴ：石器石材は何を物語るか（�）
第10回：単元Ⅴ：石器石材は何を物語るか（�）
第11回：単元Ⅵ：石器製作の遺跡間連鎖を探る（�）
第12回：単元Ⅵ：石器製作の遺跡間連鎖を探る（�）
第13回：石器の実測
第14回：まとめ および実技試験

なお、年度初めに、Oh-o! Meiji のクラスウェブにおいて詳細な実施計画およ
び課題論文を掲示する。

履修上の注意

考古学研究法ⅠＡ・Ｂ、同ⅡＡ・Ｂは考古学専攻�年次の必修科目であり、
相互に密接に関連しあうため、あわせて履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回事前に論文読解を主とする課題を提示する。全員必ず指定された
書式によるレポートを提出する。ただし口頭発表を担当する場合は、発表用
資料をこのレポートに替えて作成・配布する。

教科書

教科書は用いない。課題論文はクラスウェブに掲示するので、余裕をもっ
て事前に読解し、資料プリントを配布して授業を進める。

参考書

『岩波講座日本考古学』全�巻、近藤義郎ほか編、（岩波書店）、1985〜87年

課題に対するフィードバックの方法

課題（レポート、実測図）の返却時に必要に応じてコメントを付す。Oh-o!
Meijiシステムを介して提出された課題については、オンラインでコメントを
付ける。

成績評価の方法

授業への貢献度（発表および討議）50％・課題論文レポート50％。
なお欠席が�回に達した場合、評価は「不可」（F）となる。遅刻�回で�回
の欠席とみなすため注意されたい。

その他

学習を進めるにあたって、明治大学博物館図書室蔵書（貸出不可）を活用
すること。出版社刊行物は図書館蔵書の方が充実しているので併用する。ま
た、各自の関心に即した資料が収蔵・展示される各地の博物館・埋蔵文化財
センターの見学等を重ねて、資料に即した学習を心がけること。
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362_14B30801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学研究法ⅡＡ 追川 吉生・大谷 薫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

考古学では，考古資料・データの何をどのように分析して，歴史の実態を
復元するのか，「考古学研究法Ⅰ・Ⅱ」では，その実際を学ぶ。�年次の考古
学概論Ⅰ・Ⅱ及び基礎演習（考古学）で学んだことを基礎として，より具体
的・実際的な考古学研究の世界─基本的な理論・資料分析法・分析結果の解
釈・議論・提示方法など─を学び，修得する。これによって，本格的な論文
読解と資料操作のトレーニングを行う�年次の「演習Ⅰ（考古学）」の基礎を
形成する。
「考古学研究法ⅠA」では，主に土器に関する基本論文の読解とそれを理解
するための基盤形成を行うのに対して，「考古学研究法ⅡA」では，主に土器
を観察する方法と観察結果の記録・表現法の実際を学び，その基本的技術を
習得する。なお，両者は相互に関連しあうため，横断した運営を行う。

授業内容

第�回：単元Ⅰ：考古学の調査研究
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-① 土器の製作と用途
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-② 遺跡の中の土器
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-③ 土器の観察と記録
第	・�回： 単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-④・⑤ 土器の実測
第
回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-⑥ 土器片の観察と記録・拓本
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-⑦ 土器片からの復原実測
第�回：単元Ⅱ：土器を調べるⅠ-⑧ 縄文原体
第10回：単元Ⅲ：土器を調べるⅡ-① 縄文土器の実測図
第11・12回： 単元Ⅲ：土器を調べるⅡ-② 縄文土器の実測
第13回：単元Ⅴ：考古学における分布論
第14回：まとめ および実技試験
なお，年度初めにOh-o! Meiji のクラスウェブにおいて詳細な実施計画を掲

示する。

履修上の注意

考古学研究法ⅠＡ・Ｂ，同ⅡＡ・Ｂは考古学専攻�年次の必修科目であり，
相互に密接に関連しあうため，あわせて履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

課題はスケジュールに従って提出すること。また，下に掲示した参考書お
よび各地の遺跡発掘調査報告書に触れて，準備学習を重ねること。

教科書

教科書は用いない。毎回資料プリントを配布して授業を進める。

参考書

『岩波講座日本考古学』全�巻，近藤義郎ほか編，（岩波書店），1985〜87年
『ドイツ展記念概説 日本の考古学』（上・下），稲田孝司・白石太一郎ほか
編，（学生社），2005年
『発掘調査のてびき─集落遺跡調査編／整理・報告書編─』文化庁文化財部
記念物課2010年・『発掘調査のてびき
─各種遺跡調査編─』2013年，文化庁文化財部記念物課編，（文化庁文化財部
記念物課・同成社）

課題に対するフィードバックの方法

課題（レポート、実測図）の返却時に必要に応じてコメントを付す。Oh-o!
Meijiシステムを介して提出された課題については、オンラインでコメントを
付ける。

成績評価の方法

授業で作成した実測図30％，課題提出20％，期末実技試験50％
なお欠席が�回に達した場合、評価は「不可」（F）となる。遅刻�回で�回
の欠席とみなすため注意されたい。

その他

学習を進めるにあたって，明治大学博物館図書室蔵書（貸出不可）を活用
すること。出版社刊行物は図書館蔵書の方が充実しているので併用する。ま
た，各自の関心に即した資料が収蔵・展示される各地の博物館・埋蔵文化財
センターの見学等を重ねて，資料に即した学習を心がけること。

363_14B30901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学研究法ⅡＢ 追川 吉生・大谷 薫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

考古学では、考古資料・データの何をどのように分析して、歴史の実態を
復元するのか、「考古学研究法Ⅰ・Ⅱ」では、その実際を学ぶ。�年次の考古
学概論Ⅰ・Ⅱ及び基礎演習（考古学）で学んだことを基礎として、より具体
的・実際的な考古学研究の世界─基本的な理論・資料分析法・分析結果の解
釈・議論・提示方法など─を学び、修得する。これによって、本格的な論文
読解と資料操作のトレーニングを行う�年次の「演習Ⅰ（考古学）」の基礎を
形成する。
「考古学研究法ⅠB」では、主に石器に関する基本論文の読解とそれを理解
するための基盤形成を行うのに対して、「考古学研究法ⅡB」では、主に石器
を観察する方法と観察結果の記録・表現法の実際を学び、その基本的技術を
習得する。なお、両者は相互に関連しあうため、横断した運営を行う。

授業内容

第�回：単元Ⅰ：石器を観察する
第�回：単元Ⅰ：石器を観察する
第�回：単元Ⅱ：剥片の実測
第�回：単元Ⅱ：剥片の実測
第	回：単元Ⅱ：剥片の実測
第�回：単元Ⅱ：剥片の実測
第
回：単元Ⅲ：石器の実測
第�回：単元Ⅲ：石器の実測
第�回：単元Ⅲ：石器の実測
第10回：単元Ⅲ：石器の実測
第11回：単元Ⅲ：石器の実測
第12回：単元Ⅲ：石器の実測
第13回：単元Ⅳ：石器の実測
第14回：まとめ および実技試験

なお、年度初めにOh-o! Meiji のクラスウェブにおいて詳細な実施計画を掲
示する。

履修上の注意

●考古学研究法ⅠＡ・Ｂ、同ⅡＡ・Ｂは考古学専攻�年次の必修科目であり、
相互に密接に関連しあうため、あわせて履修すること。
●実測作業に必要な道具類は、春学期に各自購入すること（年度初めのガイ
ダンスと初回授業時に詳細を指示する）。

準備学習（予習・復習等）の内容

課題はスケジュールに従って提出すること。また、下に掲示した参考書お
よび各地の遺跡発掘調査報告書に触れて、準備学習を重ねること。

教科書

教科書は用いない。毎回資料プリントを配布して授業を進める。

参考書

『岩波講座日本考古学』全�巻、近藤義郎ほか編、（岩波書店）、1985〜87年

課題に対するフィードバックの方法

課題（レポート、実測図）の返却時に必要に応じてコメントを付す。Oh-o!
Meijiシステムを介して提出された課題については、オンラインでコメントを
付ける。

成績評価の方法

授業で作成した実測図30％、課題提出20％、期末実技試験50％
なお欠席が�回に達した場合、評価は「不可」（F）となる。遅刻�回で�回
の欠席とみなすため注意されたい。

その他

学習を進めるにあたって、明治大学博物館図書室蔵書（貸出不可）を活用
すること。出版社刊行物は図書館蔵書の方が充実しているので併用する。ま
た、各自の関心に即した資料が収蔵・展示される各地の博物館・埋蔵文化財
センターの見学等を重ねて、資料に即した学習を心がけること。
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364_14F63801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学実習ⅠＡ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

遺跡の調査や資料の分析に従事し，考古学の実践に不可欠な基本技術

を習得する。

授業内容

夏期休暇中を中心に，実際の発掘調査や整理作業に従事する。旧石器

時代、弥生時代，古墳時代を中心に複数のチームが組織されるので，

いずれかを選択し，参加する。これに先立って事前講義を実施するほ

か，実習終了後に実習成果報告会で口頭発表する。

履修上の注意

履修登録を�月に済ませた後，	〜�月に発表される実習メニューか

ら選択する（第�希望になる場合もある）。「考古学実習IB」とあわせ

て履修登録すること。なお，実習参加の諸経費（宿泊費，交通費な

ど）は各自の負担である。

準備学習（予習・復習等）の内容

考古学実習室では恒常的に遺物の整理や報告書の作成を行っているた

め，日頃から参加しておくことが好ましい。

教科書

特に定めない。

参考書

必要に応じて指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実習への取り組みに加えて，事前・事後のレポート等に基づいて評価

する。成績評価・単位付与は年度末に「考古学実習IB」とともに行

う。

その他

365_14F63901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学実習ⅠＢ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

遺跡の調査や資料の分析に従事し，考古学の実践に不可欠な基本技術

を習得する。

授業内容

夏期休暇中を中心に，実際の発掘調査や整理作業に従事する。旧石器

時代，弥生時代，古墳時代を中心に複数のチームが組織されるので，

いずれかを選択し，参加する。これに先立って事前講義を実施するほ

か，実習終了後に実習成果報告会で口頭発表する。

履修上の注意

履修登録を�月に済ませた後，	〜�月に実習地を選択・調整する。

「考古学実習IＡ」とあわせて履修登録すること。なお，実習参加の諸

経費（宿泊費，交通費など）は各自の負担である。

準備学習（予習・復習等）の内容

考古学実習室では恒常的に遺物の整理や報告書の作成を行っているた

め，日頃から参加しておくことが好ましい。

教科書

なし。

参考書

必要に応じて指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実習への取り組みに加えて，事前・事後のレポート等に基づいて評価

する。成績評価・単位付与は年度末に「考古学実習IA」とともに行

う。

その他
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366_14F64001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学実習ⅡＡ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

遺跡の調査や資料の分析に従事し，考古学の実践に不可欠な基本技術

を習得する。

授業内容

夏期休暇中を中心に，実際の発掘調査や整理作業に従事する。旧石器

時代、弥生時代，古墳時代を中心に複数のチームが組織されるので，

いずれかを選択し，参加する。これに先立って事前講義を実施するほ

か，実習終了後に実習成果報告会で口頭発表する。

履修上の注意

履修登録を�月に済ませた後，	〜�月に発表される実習メニューか

ら選択する（第�希望になる場合もある）。「考古学実習IB」とあわせ

て履修登録すること。なお，実習参加の諸経費（宿泊費，交通費な

ど）は各自の負担である。

準備学習（予習・復習等）の内容

考古学実習室では恒常的に遺物の整理や報告書の作成を行っているた

め，日頃から参加しておくことが好ましい。

教科書

特に定めない。

参考書

必要に応じて指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実習への取り組みに加えて，事前・事後のレポート等に基づいて評価

する。成績評価・単位付与は年度末に「考古学実習ⅡB」とともに行

う。

その他

367_14F64101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学実習ⅡＢ 若 狭 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

遺跡の調査や資料の分析に従事し，考古学の実践に不可欠な基本技術

を習得する。

授業内容

夏期休暇中を中心に，実際の発掘調査や整理作業に従事する。旧石器

時代，弥生時代，古墳時代を中心に複数のチームが組織されるので，

いずれかを選択し，参加する。これに先立って事前講義を実施するほ

か，実習終了後に実習成果報告会で口頭発表する。

履修上の注意

履修登録を�月に済ませた後，	〜�月に実習地を選択・調整する。

「考古学実習IＡ」とあわせて履修登録すること。なお，実習参加の諸

経費（宿泊費，交通費など）は各自の負担である。

準備学習（予習・復習等）の内容

考古学実習室では恒常的に遺物の整理や報告書の作成を行っているた

め，日頃から参加しておくことが好ましい。

教科書

なし。

参考書

必要に応じて指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実習への取り組みに加えて，事前・事後のレポート等に基づいて評価

する。成績評価・単位付与は年度末に「考古学実習ⅡA」とともに行

う。

その他
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368_14F58401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学特説Ａ 樋 泉 岳 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

遺跡から出土する貝殻・骨等の分析を通じて、人と自然の関係史の解明
を目ざす分野を動物考古学とよぶ。本講義では、動物考古学の観点から人
類進化史の中での環境変動と人類の海洋適応の発達史を概観し、縄文文化
の海洋適応の特徴について人類史的な視点から検討する。具体的な内容と
しては、人類進化史の概要、旧石器時代の水産資源利用、最終氷期から後
氷期の環境変動、後氷期における海洋適応の世界的発達、人類史からみた
縄文文化の海洋適応の特色を予定している。また古環境学や動物考古学の
方法論に関わる基礎知識についても合わせて解説する予定である。
授業の到達目標：（�）人類の進化および海洋適応の発達史を通じて、

環境変動と人類の適応の関係性を理解すること、（�）縄文文化の特徴を
人類史的な枠組みの中で理解する視点を身につけること。

授業内容

第�回：講義の内容と計画
第�回：人類進化史の概要（�）：地球環境変動と人類の起源
第�回：人類進化史の概要（�）：第四紀の始まりと肉食の発達
第�回：人類進化史の概要（�）：ホモ・サピエンスの出現と狩猟の発達
第	回：旧石器時代の水産資源利用(�)：前期〜中期旧石器時代
第�回：旧石器時代の水産資源利用(�)：中期旧石器時代
第
回：旧石器時代の水産資源利用(�)：後期旧石器時代
第�回：旧石器時代の水産資源利用(�)：後期旧石器時代
第�回：氷河期の終焉と環境変動
第10回：人類の後氷期適応
第11回：後氷期における海洋適応の世界的発展(�)：西アジア
第12回：後氷期における海洋適応の世界的発展(�)：ヨーロッパ・アメリ

カ
第13回：後氷期における海洋適応の世界的発展(�)：東〜東南アジア・オ

セアニア
第14回：人類史からみた縄文文化の海洋適応の特色

履修上の注意

配布するプリントはファイルして授業に必ず持参すること．

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として，次の回の内容について事前に参考書や授業中に配布するレ
ジュメに目を通しておくこと．また，復習としてレジュメを参照しながら
講義内容の要点を整理しておくこと．

教科書

特定の教科書は使用せず，講義ごとにレジュメを配布する．

参考書

授業中に適宜紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末に課すレポートまたは試験（80％），授業への貢献度（20％）．

その他

369_14F58501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

考古学特説Ｂ 樋 泉 岳 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

遺跡から出土する貝殻・骨等の分析を通じて，人と自然の関係史の解明を
目ざす分野を動物考古学とよぶ．本講義では，おもに動物考古学の観点か
ら，最終氷期以降の日本列島の自然環境と縄文人の動物資源利用の変遷につ
いて，関東地方の研究事例を中心に講義を行う．とくに海洋生態系の変化と
水産資源利用の関係性について重点的に取り扱うが，狩猟活動の動向につい
ても解説する．また動物考古学や古環境復原の方法と問題点についてもあわ
せて解説したい．
到達目標：最終氷期〜後氷期の日本列島の自然環境の変遷と縄文人の動物

資源利用・環境適応の関係性および問題点を理解すること．

授業内容

第�回：授業の内容と計画
第�回：日本列島における最終氷期以降の自然環境の変遷
第�回：縄文貝塚の概観：分布と変遷の概要・貝塚の類型
第�回：東京湾の環境と貝塚の変遷(�)−概観
第	回：東京湾の環境と貝塚の変遷(�)−東京湾の形成過程／古環境復原の

方法
第�回：縄文草創期：河川漁労のはじまり
第
回：縄文早期：縄文海進〜海洋漁労の起源と貝塚の出現
第�回：縄文前期：内湾生態系の発達〜貝塚の発達と漁労の多様化
第�回：縄文前期末〜中期初頭：「縄文中期の小海退」をめぐる諸問題
第10回：縄文中期：大規模貝塚の出現
第11回：縄文中期末〜後期初頭：「4.2kaイベント」をめぐる諸問題
第12回：縄文後期：大規模貝塚の復活
第13回：縄文中期〜後期：縄文時代の資源管理
第14回：縄文晩期：関東における貝塚の衰退とその背景

履修上の注意

配布するプリントはファイルして授業に必ず持参すること．

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として，次の回の内容について事前に参考書や授業中に配布するレ
ジュメに目を通しておくこと．また，復習としてレジュメを参照しながら講
義内容の要点を整理しておくこと．

教科書

特定の教科書は使用せず，講義ごとにレジュメを配布する．

参考書

樋泉岳二（1999）「東京湾地域における完新世の海洋環境変動と縄文貝塚形
成史」『国立歴史民俗博物館研究報告』第81集，289-310頁
樋泉岳二（2001）「貝塚の時代−縄文の漁労文化」『NHKスペシャル 日本人
はるかな旅 第�巻 海が育てた森の王国』日本放送出版協会，127-143頁
樋泉岳二（2014）「漁撈の対象」『講座日本の考古学� 縄文時代（下）』青木
書店，54-86頁
そのほか必要に応じて講義の際に紹介する．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末に課すレポートまたは試験（80％），授業への貢献度（20％）．

その他
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

公認心理師の職責 川 島 義 高

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本授業は、公認心理師の職責（職務上の責任）やその基本的コンセプトを学ぶこと
を目的とする。そして、公認心理師の役割、責任、業務内容、今後の課題等につい
て理解し、将来、心理専門職となるための基本的姿勢を身に付けることを目指す。

＜到達目標＞
本授業の到達目標は以下の�つである
�) 公認心理師の役割について説明できる
�) 公認心理師の法的義務や倫理について説明できる
�) 各分野における公認心理師の業務内容と多職種連携方法について説明できる
�) 現代社会が抱える問題への解決に向けて公認心理師が貢献できることを説明でき
る

授業内容

第�回 イントロダクション／公認心理師の役割
第�回 公認心理師の法的義務・倫理
第�回 クライエント/患者等の安全の確保に必要な事項
第�回 情報の適切な取り扱いについて／ミニテスト�と解説
第	回 保健医療分野における公認心理師の具体的な業務
第�回 福祉分野における公認心理師の具体的な業務
第
回 教育分野における公認心理師の具体的な業務
第�回 司法・犯罪分野における公認心理師の具体的な業務
第�回 産業・労働分野における公認心理師の具体的な業務
第10回 公認心理師としての自己課題発見・解決能力、生涯学習
第11回 多職種連携・地域連携
第12回 公認心理師による自殺対策／グループワーク（今の自分達にできる自殺対

策）
第13回 公認心理師による研究とエビデンスの活用法／グループワーク（研究した

いこと）
第14回 ミニテスト�と解説／総括

履修上の注意

治療者、支援者としての自分をイメージしながら、好奇心を持って学習を深めてほ
しい。また、グループワークの時間は積極的に自身の意見を述べて議論の活発化を
目指してほしい。授業中に関連のない作業をしている学生、私語など周りに迷惑を
かける学生には退室を求めることがある。単位修得には、授業内に行うミニテスト
を�回必ず受け、さらに期末レポートを提出する必要がある。なお、やむを得ず遅
刻あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝えること。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業を履修するにあたっては、事前に臨床心理学の知識を得ておくことが望まし
い。また、各回のテーマを確認し、そのテーマに対するイメージや自身との関連に
ついて考えてから授業に参加するようにしてほしい。そして、授業後は、各テーマ
について理解を深めるために、授業時の配布資料や板書を振り返る時間を設けてほ
しい。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

野島一彦 (監修）『公認心理師の職責』遠見書房
下山晴彦 (監修）『公認心理師の職責』ミネルヴァ書房
吉川眞理 (著)・平野直己 (著)『心理職の専門性-公認心理師の職責-』NHK出版

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。
ミニテストについては、受験直後にフィードバック（解説）を行う。

成績評価の方法

各回で実施する授業内レポートおよび講義・演習への参加態度・積極性（30%）、ミ
ニテスト�回（各20%）、期末レポート（30%）

その他

特記事項なし
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学ⅠＡ 渡 部 圭 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

国語学の基礎知識と、ことばとの向き合い方の基本とを、幅広く身につけることを目標とす
る。
ⅠＡでは、主に音韻と文字を扱う。

授業内容

第�回：イントロダクション<講義の方針と受講上の注意など> ／ 序説─言語<言語の特質、世
界の言語>

第�回：序説─国語<日本語・国語、国語の研究>
第�回：音韻─音声と音韻<音声、音韻、音声器官>
第�回：音韻─音節と単音<音節、単音、母音>
第	回：音韻─音節と単音<子音>
第�回：音韻─音節と単音<音節の種類とその構成>
第
回：音韻─アクセント<アクセント>
第�回：音韻─アクセント<アクセントの型の種類とはたらき>
第�回：音韻─アクセント<方言のアクセント ／ イントネーションとプロミネンス ／ 音便・

連濁・連声
第10回：文字─漢字<漢字の伝来、六書、音と訓>
第11回：文字─仮名<万葉仮名>
第12回：文字─仮名<平仮名>
第13回：文字─仮名<片仮名、仮名に伴う補助符号>
第14回：文字─ローマ字

【補足�】すべての授業において、a・b両モジュールを利用する。aモジュールでは、出題に
沿った回答をリアクションペーパーに記入してもらうことと、その回答に対して学術的・教育
的にコメントすることを中心とする(回答は�行以上書くこと)。bモジュールでは、上記の授業
内容に沿って、テキストに基づいて講義する。
【補足�】期末試験は、「2023年度学年暦 全キャンパス共通」の定期試験期間に従い、
月22
日から同31日の間に行う。
【補足�】上記の授業内容は、あくまでも目安にすぎない。また、受講者の理解度や興味・関心
のあり方によっては、時間配分や内容を変更することもありえる。あらかじめ了承願いたい。

履修上の注意

(�)日本語・日本文学専攻者、国語科教員志望者はもちろん、他の学問領域の受講生も歓迎す
る。ただし、真摯に受講する意図がない者の受講は固く断る。
(�)リアクションペーパーには、受講年月日、学部・学科・専攻名、科目名、入学年度、学
年・組・番号、担当者名、氏名をもれなく記入すること。
(�)質問、要望等は、原則的にリアクションペーパーに記入すること。
(�)私語、飲食、携帯電話等通信機器の個人的使用、本授業と無縁の行為を原則的に禁止する。
これらの行為が発覚した場合は、退出を命じることがある。
(	)授業を無許可で個人的に録画、録音、撮影することは、原則的に禁止する。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示がないかぎり、予習・復習する必要はない。

あえて言えば、日常生活で見聞する言語全般(テレビ、ラジオ、インターネット、書籍、会話
等)に、常に注意を払っておくとよい。
そうすることによって、自己のものとは異なる言語表現が巷に溢れていることを実感し、そ

の多様性を知ることができるようになる。ことばとの向き合い方の基本を身につけるうえで、
立派な予習となるだろう。リアクションペーパーに回答する際にも、役立つはずである。
また、授業で習得した知識の検証・確認もでき、今までいかに日本語に無関心で過ごしてき

たか、いかに知ったつもりでいたかということを実感することができるようにもなる。ことば
との向き合い方の基本を身につけるうえで、立派な復習となるだろう。

ただし、近年、定期考査での得点があまりに低いため、単位を落とす者が現れ始めた。定期
考査対策を入念にしておくことを勧める。

教科書

『国語要説 五訂版』 和田利政・金田弘 （大日本図書） 2003年
https://www.dainippon-tosho.co.jp/books/product/01550/

【補足�】講義の土台となるものであるため、必ず購入すること。
【補足�】既に受講するつもりでいる場合は、第�回から持参することが望ましい。

参考書

(�)『日本語学研究事典』 飛田良文ほか (明治書院) 2007年
(�)『国語学研究事典』 佐藤喜代治ほか (明治書院) 1977年

【補足�】国語学・日本語学全般について、近年のことは(�)で調べるとよい。(�)は、内容は
古いものの、前者にない情報も多く載っていて何かと重宝する。
【補足�】いずれも、購入する必要はない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

(�)原則的に、試験80％、平常点(リアクションペーパーに記した回答＝�行以上)20％とする。
ただし、授業態度や回答の内容によっては、平常点の増減がありえる。
(�)授業実施回数の�分の�およびそれ以上を欠席した者には単位を与えない。

その他

真にやむを得ない欠席(部活動や学内外のサークルにおける試合や発表会、法定伝染病の罹
患、深刻な事故・事件との遭遇など)に関しては特別な配慮をすることがあるので、なるべく早
く申し出てほしい。ただし、原則として客観的な証明が必要となる。

372_14A00701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学ⅠＢ 渡 部 圭 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

国語学の基礎知識と、ことばとの向き合い方の基本とを、幅広く身につけることを目標とする。
ⅠＢでは、主に語彙と文法を扱う。

授業内容

第�回：イントロダクション(講義の方針と受講上の注意など) ／ 語彙─語彙とその種類
第�回：語彙─語彙の系統<和語>
第�回：語彙─語彙の系統<漢語>
第�回：語彙─語彙の系統<外来語、混種語>
第	回：語彙─位相
第�回：語彙─語義
第
回：語彙─語構成
第�回：文法─文法 ／ 文と文節 ／ 文の構成<主述の関係、修飾・被修飾の関係>
第�回：文法─文の構成<並立の関係、補助の関係、独立語、文節の統合>
第10回：文法─単語・品詞<品詞の分類>
第11回：文法─単語・品詞<活用、活用形、語幹と語尾>
第12回：文法─単語・品詞<活用表、活用の種類>
第13回：文法─単語・品詞<名詞の分類><副詞の分類>
第14回：文法─単語・品詞<助詞の分類> ／ 敬語

【補足�】すべての授業において、a・b両モジュールを利用する。aモジュールでは、出題に沿った回
答をリアクションペーパーに記入してもらうことと、その回答に対して学術的・教育的にコメントす
ることを中心とする(回答は�行以上書くこと)。bモジュールでは、上記の授業内容に沿って、テキ
ストに基づいて講義する。
【補足�】期末試験は、「2023年度学年暦 全キャンパス共通」の定期試験期間に従い、�月24日から
�月�日の間に行う。
【補足�】上記の授業内容は、あくまでも目安にすぎない。また、受講者の理解度や興味・関心のあ
り方によっては、時間配分や内容を変更することもありえる。あらかじめ了承願いたい。

履修上の注意

(�)日本語・日本文学専攻者、国語科教員志望者はもちろん、他の学問領域の受講生も歓迎する。た
だし、真摯に受講する意図がない者の受講は固く断る。
(�)リアクションペーパーには、受講年月日、学部・学科・専攻名、科目名、入学年度、学年・組・
番号、担当者名、氏名をもれなく記入すること。
(�)質問、要望等は、原則的にリアクションペーパーに記入すること。
(�)私語、飲食、携帯電話等通信機器の個人的な使用、本授業と無縁の行為を原則的に禁止する。こ
れらの行為が発覚した場合は、退出を命じることがある。
(	)授業を無許可で個人的に録画、録音、撮影することは、原則的に禁止する。

準備学習（予習・復習等）の内容

第�回〜第14回に予定している「文法」に関しては、中学生レベルの教科書・便覧・参考書等でか
まわないから、概要を必ず復習・理解しておくこと。その際、問題点や疑問点を自分なりにリスト
アップしておくとよい。それ以外に関しては、指示のないかぎり、予習・復習の必要はない。

なお、日常生活で見聞する言語全般(テレビ、ラジオ、インターネット、書籍、会話等)に、常に注
意を払っておくとよい。
そうすることによって、自己のものとは異なる言語表現が巷に溢れていることを実感し、その多様

性を知ることができるようになる。ことばとの向き合い方の基本を身につけるうえで、立派な予習と
なるだろう。リアクションペーパーに回答する際にも、役立つはずである。
また、授業で習得した知識の検証・確認もでき、今までいかに日本語に無関心で過ごしてきたか、

いかに知ったつもりでいたかということを実感することができるようにもなる。ことばとの向き合い
方の基本を身につけるうえで、立派な復習となるだろう。

ただし、近年、定期考査での得点があまりに低いため、単位を落とす受講者が現れ始めた。定期考
査対策を入念にしておくことを勧める。

教科書

『国語要説 五訂版』 和田利政・金田弘 （大日本図書） 2003年
https://www.dainippon-tosho.co.jp/books/product/01550/

【補足�】講義の土台となるものであるため、必ず購入すること。
【補足�】既に受講するつもりでいる場合は、第�回から持参することが望ましい。

参考書

(�)『日本語学研究事典』 飛田良文ほか (明治書院) 2007年
(�)『国語学研究事典』 佐藤喜代治ほか (明治書院) 1977年
(�)『日本文法事典』 北原保雄ほか (有精堂) 1981年
(�)『日本文法大辞典』 松村明 (明治書院) 1971年
(	)『日本語文法がわかる事典』 林巨樹ほか (東京堂出版) 2004年

【補足�】国語学・日本語学全般について、近年のことは(�)で調べるとよい。(�)は、内容は古い
ものの、(�)にない情報も多く載っていて何かと重宝する。文法に特化した単行本としては、(�)〜
(	)が利用しやすい。
【補足�】いずれも、購入する必要はない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

(�)原則的に、試験80％、平常点(リアクションペーパーに記した回答＝�行以上)20％とする。ただ
し、授業態度や回答の内容によっては、平常点の増減がありえる。
(�)授業実施回数の�分の�およびそれ以上を欠席した者には単位を与えない。

その他

(�)真にやむを得ない欠席(部活動や学内外のサークルにおける試合や発表会、法定伝染病の罹患、
深刻な事故・事件との遭遇など)に関しては特別な配慮をすることもあるので、なるべく早く申し出
てほしい。ただし、原則として客観的な証明が必要となる。
(�)ⅠＡで学んだ知識をふまえて講義・説明することが多いため、ⅠＢだけの受講は勧められない。
(学則上、不可ではない。)
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373_14A02101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学ⅡＡ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代語における、新用法の研究。現代語で、新しい用法とされている用法
について、そもそもの意味・用法を確認しながら、さまざまな資料と用例を
使って、どのような点が新しいのかについて、考察していく。

本来の意味・用法と新用法について、具体例を挙げて、その異同を説明し、
どのような点に新しみがあるのかを述べることができ、また、自分でも、新
しい用法について、調査・考察できることが、到達目標となる。

授業内容

�．新用法とは［ａモジュールで終了］
�．新用法を知るための資料(�)辞典
�．新用法を知るための資料(�)Web、データベース
�．新用法(�)「かわいい」
	．新用法(�)「逆に」
�．新用法(�)「やばい」

．新用法(�)「普通（に）」
�．新用法(	)「全然」
�．新用法(�)「存じ上げる」
10．新用法(
)「させて頂く」
11．新用法(�)「チルい」
12．レポート作成の方法
13．レポート作成の実際
14．新用法とは何のために…─まとめ─

※取りあげる新用法は、若干出入りがある可能性がある。

履修上の注意

他の受講生の迷惑となる、長すぎる私語には、厳しい態度で対応するので、そ
のつ
もりでいてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

○予習
(�)現代のの新用法についてアンテナを張って、どこが新しいのかを考える。
(�)参考書の、新野直哉氏による文献を読んでみて、新用法の分析方法を知

る。

○復習
(�)授業に出て来た言葉を、自分でも、いろいろな分野の資料で調べてみる。
(�)不明な専門用語等を、参考書に掲げた事典等で調べてみる。

教科書

用いない。プリント配布。

参考書

飛田良文他編『日本語学研究事典』（明治書院）
日本語学会編『国語学大辞典』（東京堂出版）
新野直哉『現代日本語における進行中の変化の研究─「誤用」「気づかない

変化」を中心に─』（ひつじ書房）
新野直哉『近現代日本語の「誤用」と言語規範意識の研究 』（ひつじ書房）

課題に対するフィードバックの方法

毎回、リアクションペーパーを配付・回収し、必要なものについては、次回授
業冒頭でコメントする。

成績評価の方法

期末レポート（�回、80%、自分で、新用法を調査する)、平常点（出席度、
リアクションペーパー等、20%）を総合的に評価。

その他

374_14A02201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学ⅡＢ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本文章史の展開を、使用する文字メディアに基づいて概説し、各時代の文章の特
性を述べるとともに、
どのような流れがそこに見出せるのかを考えていく。

各時代における日本語の文章の特性を理解し、そこに流れる「自由に書く」という
方向性が諒解できること
が、到達目標となる。

授業内容

日本文章史は、どのような手段で、どの文字を使って文章を書くかという点から
捉えることができる。そのよ
うな把握の仕方に基づいて、具体的な資料も参観しつつ、日本文章史の大きな流れ
を捉えることにしたい。

�．はじめに［ａモジュール］
�．上代手写漢字文(�) 万葉仮名
�．上代手写漢字文(�) 『古事記』『日本書紀』『万葉集』
�．中古手写仮名文 仮名散文
	．中古手写仮名文 仮名韻文
�．中古手写漢字文 変体漢文・日記

．中世手写漢字仮名交じり文
�．中世ローマ字文(ただし、外国人による)
�．近世木版漢字仮名交じり文 小説
10．近世木版漢字仮名交じり文 演劇台本
11．近世木版漢字仮名交じり文 韻文
12．近代活版漢字仮名交じり文 小説
13．近代活版漢字仮名交じり文 言文一致文
14．日本文章の歴史「（より）自由に書く」

履修上の注意

必要以上に長い私語には、厳しい態度で臨むので、予め、諒承してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

○予習
(�)参考書の論文を読んでみる。
(�)専門用語については、下記参考書の、辞典(事典)で確かめる。

○復習
(�)講義内容を読み返す。
（�)不明な点は、参考書の論文や参考書で確認する。

教科書

用いない。プリント配布。

参考書

・佐藤喜代治『日本文章史の研究』(明治書院)
・山田孝雄『日本文体の変遷』(勉誠出版)
・大野晋・柴田武編『岩波講座日本語10 文体』（岩波書店）
・沖森卓也『日本語全史』(ちくま新書)

・飛田良文他編『日本語学研究事典』(明治書院)
・日本語学会編『日本語学大辞典』
・佐藤武義/飛田良文編『日本語大事典』(朝倉出版)

課題に対するフィードバックの方法

・毎回、リアクションペーパーを配付・回収し、必要な場合は、次回にコメントす
る。

成績評価の方法

・期末試験期間内試験(80％)、平常点(リアクションペーパー等、20％)

その他
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375_14F00301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学各説ⅠＡ 月 本 雅 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「古代日本語概観」と題し、古代前期（奈良時代の末まで）における

日本語の実態と性格について、基礎的かつ体系的な知識が得られるこ

とを目的とする。

授業内容

� 序論（�） 日本語史について

� 序論（�） 日本語史の資料

� 歴史時代以前の日本語

� 	〜
世紀の日本語（�）漢字の移入

	 	〜
世紀の日本語（�）漢字音

� 	〜
世紀の日本語（�）和訓


 	〜
世紀の日本語（�）上代漢字文と万葉仮名

� 	〜
世紀の日本語（	）上代特殊仮名遣

� 	〜
世紀の日本語（�）音法則

10 �世紀の日本語（�）文法 用言

11 �世紀の日本語（�）文法 助動詞

12 �世紀の日本語（�）文法 助詞

13 �世紀の日本語（�）語彙・音韻

14 まとめ

履修上の注意

試験で良い成績を収めるには授業に毎回出席することが重要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に指示した参考書を参照させることがある。

教科書

使用せず、毎回プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験：40％、レポート：40％、授業への貢献度：20％

その他

376_14F00401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学各説ⅠＢ 月 本 雅 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「古代日本語概観」と題し、古代後期（平安時代）における日本語の

実態と性格について、基礎的かつ体系的な知識が得られることを目的

とする。

授業内容

� 序論（�） 平安時代語について

� 序論（�） 平安時代語の資料

� �〜12世紀の日本語 文字（�）

� �〜12世紀の日本語 文字（�）

	 �〜12世紀の日本語 音韻（�）

� �〜12世紀の日本語 音韻（�）


 �〜12世紀の日本語 音韻（�）

� �〜12世紀の日本語 語彙（�）

� �〜12世紀の日本語 語彙（�）

10 �〜12世紀の日本語 文法（�）

11 �〜12世紀の日本語 文法（�）

12 �〜12世紀の日本語 文法（�）

13 �〜12世紀の日本語 文体

14 まとめ

履修上の注意

試験で良い成績を収めるには授業に毎回出席することが重要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に指示した参考書を参照させることがある。

教科書

使用せず、毎回プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験：40％、レポート：40％、授業への貢献度：20％

その他
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377_14F00501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学各説ⅡＡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

378_14F00601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国語学各説ⅡＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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379_14H21601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

国際関係論 山 本 耕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

国際関係論は、17世紀に形成された西欧国際体制から現代におけるグ

ローバル化の進行までを射程にとらえて講義を行う。主権国家を基本

的な構成要素とする西欧国際体制は、徐々に非ヨーロッパ地域の諸国

際体制と接触し、さらに19世紀以降それらを侵食することで世界規模

の影響をもたらした。本講義は、この過程を理解するとともに、ヨー

ロッパ、その中でも主にフランスを例としながら、その中で人びとに

もたらされた変化についても学習することを目的とする。

授業内容

第一回 イントロダクション

第二回 主権国家体制の成立

第三回 国民国家の形成

第四〜五回 帝国主義の時代

第六〜七回 国際体制の展開

第八〜十回 世界大戦と冷戦

第十一回 脱植民地化をめぐる混乱

第十二回 高度経済成長とヨーロッパ統合

第十三回 グローバル化の進行

第十四回 試験

履修上の注意

受講者にはコメントペーパーを通じて何回か意見を求める。講義内容

の理解のみならず、自身の意見を表明してもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義の復習のみならず、授業中に紹介する参考文献を参照して理解を

深めること。

教科書

特になし

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業内で行う。

成績評価の方法

コメントペーパー30％ テスト70％

その他

380_14C30801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心と身体の哲学 小 草 泰

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

心と身体（物）はどのような関係にあるのかという「心身問題」は、古代から現
代にいたるまで、哲学の主要問題の一つであり続けています。この授業では、主と
して20世紀以降の「分析哲学」と呼ばれる分野の知見に基づいて、この問題に関す
るいくつかの代表的な立場と、またそれらの立場の間でなされてきた「議論」（「論
証」とそれに対する「批判」）を解説します。それにより、心の問題を中心とする、
哲学に関する基本的知識を獲得するとともに、哲学における議論とはどのようなも
のであるかということを、具体的に理解することを目指します。
以下の二つを到達目標とします。

（�）心身問題を中心として、哲学に関する正確な基本的知識を獲得する。
（�）哲学（または、学問一般）における議論とはどのようなものなのかを理解し、
自分自身で諸々の議論について批判的な検討を

行うことができるようになる。

授業内容

第�回 イントロダクション：心の哲学とはどのような分野か
第�回 哲学における論証と批判についての解説
第�回 デカルト的二元論の概要と、デカルト的二元論を支持する論証
第�回 デカルト的二元論に対する反論
第	回 行動主義の概要と、行動主義を支持する論証
第�回 行動主義に対する反論
第
回 心脳同一説の概要と、心脳同一説を支持する論証
第�回 心脳同一説に対する反論
第�回 機能主義の概要と、機能主義を支持する論証
第10回 機能主義に対する反論
第11回 現象的意識に基づく反-物理主義的論証
第12回 現象的意識に基づく反-物理主義的論証に対する反論
第13回 ややマイナーな立場の検討：汎心論、非デカルト的な実体の二元論など
第14回 a:まとめ、b:試験

履修上の注意

特別な予備知識などは必要ありません。

準備学習（予習・復習等）の内容

〔予習〕各回で取り上げるテーマについて、以下の参考文献や授業内で紹介する文
献を（全部は理解できなくてももちろんかまわないので）読んでみること。それに
より、ある程度の知識を得るとともに、わからない点を明らかにしておくこと。
〔復習〕授業資料や予習の際に読んだ文献を読み直し、理解を定着させること。そ
の過程で疑問点が出てきた場合は、関連する文献を調べ、また質問をすること。

教科書

教科書は使わず、資料を配布します。

参考書

金杉武司『心の哲学入門』（勁草書房）
ティム・クレイン『心の哲学』（勁草書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期期間中に課される課題（比較的小規模な確認テストや、コメントの提出など）
40%と、学期末のテスト60％により評価します。
学期末のテストは、（�）授業内容に関連するトピックを、正確で、なおかつ簡潔な
わかりやすい文章にまとめることができるかどうか、また、（�）「論証を批判的に
検討する」ということの意味を理解し、それを実際に行うことができるかどうかと
いう点から評価します。

その他
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381_14H06501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

こころの科学Ａ 諸 富 祥 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

心理学は，こころについて考え，探求し，体験する学問です。人生の
さまざまな問題を考え，自分自身の内面を見つめることが，この学問の
基本になります。
この授業では現代人の心の諸問題について人間性心理学をベースに考
えていきます。「自分を見つめる」「人生を考える」「自分を語る」こと
を基本に進めていきたいと思っています。

授業内容

「自分を見つめる」「人生を考える」「自分を語る」ことを基本に進めて
いく。
一方向的な講義のみでなく，さまざまなエクササイズ（実習）や集団

討論，発表などを入れながら，主体的な姿勢を求めていく。
「自分を語る勇気」をもって参加してほしい。
（�） イントロダクション
（�） リレーションづくり
（�） 生きている意味がわからない
（�） 自分を好きになれない
（	） 一人になりたくない
（�） 働きたくない 結婚したくない
（
） 構成的エンカウンター（�）
（�） 構成的エンカウンター（�）
（�） 人の心の基本的な仕組み及びその働き（�）
（10） 人の心の基本的な仕組み及びその働き（�）
（11） カウンセリングとは
（12） 孤独であることの意味
（13） 人間性心理学
（14） 傾聴 こころの声を聴く

履修上の注意

さまざまなエクササイズや集団討論，発表などを組み込みながら授業
を進めていく。傍観者的な気分での参加は許されない。
「自分を語る勇気」「他者にこころを開く姿勢」をもって参加してほし
い。
その姿勢がないものは，受講しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

「自分を語る勇気」「他者にこころを開く姿勢」をもって参加してほしい

教科書

諸富祥彦著『自己成長の心理学』（コスモスライブラリー）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）授業への参加度（60％），（�）レポート（30％），（�）発表な
どへの主体的な参加（10％）などを総合的に評価する

その他

382_14H06601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

こころの科学Ｂ 諸 富 祥 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，恋愛や結婚，家族、子育ての問題をとりあげたいと
思います。普段，何気なくわかったつもりになりがちなこうした問題
について，改めて考えていくことを通して，自分はこれまでどう生き
てきたか，そしてどう生きていきたいか，考えるヒントになるかもし
れません。
授業の中心は，グループでのリサーチとプレゼンテーションです。
主体的な態度での参加を望みます。

授業内容

恋愛，結婚，家族、子育てなどの問題について学んでいく。
一方向的な講義のみでなく，さまざまなエクササイズ（実習）やグ

ループでのリサーチやプレゼンテーションなどを入れながら，主体的
な姿勢を求めていく。「自分を語る勇気」をもって参加してほしい。
（�）リサーチとプレゼンテーションで育つコンピテンシー
（�）自己開示とリレーション
（�）テーマづくり
（�）グループづくり
（	）リサーチの準備（�）
（�）リサーチの準備（�）
（
）異性間のコミュニケーション
（�）プレゼンテーションの準備（�）
（�）プレゼンテーションの準備（�）
（10）グループでのプレゼンテーション
（11）グループでのプレゼンテーション
（12）グループでのプレゼンテーション
（13）グループでのプレゼンテーション
（14）グループでのプレゼンテーション

履修上の注意

グループでのリサーチとプレゼンテーションを中心に授業を進めて
いく。傍観者的な気分での参加は許されない。「自分を語る勇気」「他
者にこころを開く姿勢」をもって参加してほしい。その姿勢がないも
のは，受講しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

グループでのプレゼンテーションの準備

教科書

参考書

諸富祥彦『明治大学で教える「婚育」の授業』（青春出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）授業への参加度（30％），（�）レポート（30％），（�）発表な
どへの主体的な参加（40％）などを総合的に評価する

その他
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383_14F56401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古代史と考古学Ａ 荒 井 秀 規

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

広い意味での歴史学のなかに文献史学と考古学がある。歴史時代の考察において、
この二つの学門が、（摺り合わせではなく）相互補完された時、それはより確固なも
のとなる。この授業では、日本の古代史を文献史学と考古学の両者から考える。と
くには担当者の専攻である文献史学の立場から、今日の日本古代史研究に考古学の
成果、主に出土文字資料がどのように反映されているのか、またその課題を考える。
現在の日本古代史研究の状況及びそのなかでの考古学研究を把握するとともに、

考古学分野への文字資料の利用方法の習得を到達目標とする。

授業内容

第�回 歴史学と考古学
第�回 木簡� 七世紀の木簡
第�回 木簡� 八世紀以降の木簡
第�回 墨書土器
第	回 人面墨書土器
第�回 正倉院文書-奈良時代の一次資料−
第
回 漆紙文書−地下の正倉院文書−
第�回 金石文� 墓誌
第�回 金石文� 銘文鉄剣
第10回 日本における文字のはじまり
第11回 金石文� 文字瓦・紡錘車
第12回 金石文� 碑文�
第13回 金石文	 碑文�
第14回 a：印と印面 b：試験・・・・・休講日があった場合はここで代替え、試

験は試験期間中に行う予定。

授業内容に関連する新たな発掘出土情報などが公開された場合は、その紹介など
のために授業内容を前後させることなどがある。

履修上の注意

講義内容の感想・質問などを配布用紙に記入してもらい、次回にその回答などを
授業の導入とする。積極的な記入を求める。もちろん、当日の授業中の質問、意見
発言も歓迎する。
春学期は出土文字資料のジャンルごと、秋学期は地域・テーマごとに考えるので、

両期を通じての受講が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用するプリントは事前に「Oh-o!Meiji」にアップしておくので、各自ダウ
ンロードして、通覧・予習し、かつ授業に持参すること。授業で紹介した、関連展
示会、遺跡、古社寺などには主体的に足を運ぶこと（レポート課題ともする）。

教科書

特に定めない。各回プリントを使用。「Oh-o!Meiji」から各自ダウンロードして、
授業に必ず持参すること。パソコンの持ち込みも認めるので
画面上での閲覧もみとめる。

参考書

『出土史料の古代史』 佐藤信 （東京大学出版会）2002
シリーズ『文字と古代日本』全五巻 平川南・栄原永遠男ほか編 (吉川弘文館)
2004〜2006
『古代東国地域史と出土文字資料』 高島英之 （東京堂出版）2006
『出土文字資料の新展開』国立歴史民俗博物館編 （吉川弘文館）2005
『地下から出土した文字』鐘江宏之（山川出版社）2007
『古代東国における年代定点資料の検討』東国古代遺跡研究会シンポジウム資料
2022
『墨書土器と文字瓦』吉村武彦・中村友一ほか編（八木書店）2023

その他、授業で示す。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度・平常点（出席）40％、試験40％、レポート20％

その他

現在の居住地・自己の出生地、また旅行先の歴史・民俗系の博物館・資料館、埋
蔵文化財展示施設、遺跡、古寺社などを積極的に見学すること。レポートの課題と
することを予定している。

ただし、新型コロナウイルス等に関わる社会情勢の変化によっては、講義・レ
ポート有無など変更することがある

384_14F56501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古代史と考古学Ｂ 荒 井 秀 規

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

広い意味での歴史学のなかに文献史学と考古学がある。歴史時代の考察において、
この二つの学門が、（摺り合わせではなく）相互補完された時、それはより確固なも
のとなる。この授業では、日本の古代史を文献史学と考古学の両面から考える。と
くには担当者の専攻である文献史学の立場から、今日の日本古代史研究に考古学の
成果、主に出土文字資料がどのように反映されているのか、またその課題を考える。
現在の日本古代史研究の状況及びそのなかでの考古学研究を把握するとともに、考
古学分野への文字資料の利用方法の習得を到達目標とする。

春学期の各種出土文字資料の考察を受けて、秋学期は地域・テーマを扱う。

授業内容

第�回 文献史料と考古学／疫病と考古学
第�回 風土記と考古学� 『常陸国風土記』建評記事／『筑後国風土記』磐井の墓
第�回 風土記と考古学� 『出雲国風土記』新造院と郡家の移動
第�回 自然災害（地震・噴火）と考古学
第	回 『魏志』倭人伝と馬の考古学
第�回 北陸の祭祀遺跡と漢神信仰
第
回 ヤマトタケル説話と考古学
第�回 「武蔵国造の乱」と「さきたま古墳群」
第�回 渡来人と渡来文化
第10回 官衙と寺院� 国府と国分寺
第11回 官衙と寺院� 郡家と郡寺
第12回 「上野国交替実録帳」と考古学
第13回 「古代道・駅家」と考古学
第14回 a：庄園遺跡と条里遺構・補足 b：試験・・・・・休講日があった場合は

ここで代替え、試験は試験期間中に行う予定。

授業内容に関連する新たな発掘出土情報などが公開された場合は、その紹介など
のために授業 内容を前後させることがある。

履修上の注意

講義内容の感想・質問などを配布用紙に記入してもらい、次回にその回答などを
授業の導入とする。積極的な記入を求める。もちろん、当日の授業中の質問、意見
発言も歓迎する。

春学期は出土文字資料のジャンルごと、秋学期は地域・テーマごとに考えるので、
両期を通じての受講が望ましいが、秋期のみ受講でも、成績評価に不利益はない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用するプリントは事前に「Oh-o!Meiji」にアップしておくので、各自ダウ
ンロードして、通覧・予習し、かつ授業に持参すること。授業で紹介した、関連展
示会・遺跡などには主体的に足を運ぶこと（レポート課題ともする）。

教科書

特に定めない。各回プリントを使用。「Oh-o!Meiji」から各自ダウンロードして、
授業に必ず持参すること。パソコン持ち込みを認めるので、画面上での閲覧は認め
る。

参考書

『前方後円墳と東国社会』 若狭徹 （吉川弘文館） 2016
『坂東の成立』 川尻秋生 （吉川弘文館） 2017
『覚醒する＜関東＞』 荒井秀規 （吉川弘文館） 2017
その他授業で提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度・平常点40％、試験40％、レポート20％

その他

現在の居住地・自己の出生地、また旅行先の歴史・民俗系の博物館・資料館、埋
蔵文化財展示施設、遺跡、古寺社などを積極的に見学すること。レポートの課題と
することを予定している。
ただし、春期も同様なレポート課題を出すので、春・秋通じての受講者は展示会・
遺跡及びガイダンス施設・古社寺の�ジャンルのうち春期と重ならないジャンルを
選ぶことが望ましい。

ただし、新型コロナウイルスに関わる社会情勢の変化によっては、全体内容、レ
ポートの有無ほか変更することがある。
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385_14H15701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古典ギリシア語ⅠA 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

古典ギリシア語の入門として、文字・発音・初歩文法を学習し、秋学期の初級文法
につながる基礎知識の習得を目標とする。また、語学の背後にあるギリシアの古代
文化と古代史に関する解説も行っていく。

授業内容

教科書の構成に沿う形で各課の文法事項を説明する。原則として、�回の授業で�
課分を消化し、説明後にギリシア文の和訳に取り組んでもらい、文法構造の理解の
ため全員で正答を考えていく（解答はテキストには記されていない）。

各回の講義予定は、おおよそ次の通り。

� イントロダクション（テキストの構成・ギリシアの文化・歴史）
� 学習の前提（文字・発音・音韻・気息）・文法の基礎（音節・アクセント・句読

記号）
� 動詞変化�（現在直説法能動相）・名詞変化�（第一変化：-A）
� 名詞変化�（第一変化：-H）・動詞変化�（未来直説法能動相）
	 名詞変化�（第一変化：-a）・名詞変化�（第一変化：-AS/HS）
� 動詞変化�（未完了過去直説法能動相）・名詞変化	（第二変化：-O）

 形容詞変化�（第一/第二母音幹）・前置詞（格支配）
� 動詞変化�（アオリスト直説法能動相）・動詞変化	（現在/過去完了直説法能

動相）
� 代名詞�（指示/強意代名詞）・動詞変化�（直説法能動相本時称）
10 動詞変化
（直説法能動相副時称）・動詞変化�（eimi/phemiの現在直説法）
11 代名詞�（疑問/不定代名詞）・動詞変化�（現在・未来・未完了過去直説法中
動相）

12 代名詞�（人称代名詞）・動詞変化�（アオリスト・現在/過去/未来完了直説法
中動相）

13 代名詞�（再帰/相互/所有代名詞）・動詞変化10（第二アオリスト能動相/中動
相）

14 動詞変化10（直説法受動相・動詞の主要部分）・秋学期の初級文法へ向けて

履修上の注意

・講義内容の理解のため、復習と予習を欠かさないことが重要。とくに各課の練習
問題（ギリシア文の和訳）を自分で取り組んでおくこと。
・初習の語学であるから、授業を休むとその後の講義内容が理解不能でついていけ
なくなる可能性が非常に高い。やむを得ず欠席した場合は、その授業で練習問題を
解答して提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習として、テキストのギリシア文を音読しておくこと（授業以内でも音読し
てもらう）。また、授業でのギリシア文和訳に際しては、用意した翻訳文を読み上げ
ないで、その場で単語を一つひとつ拾い上げながら逐語訳すること。

教科書

田中美知太郎・松平千秋『ギリシア語入門（新装版）』岩波書店、2012年

参考書

とくに使用しない。ギリシア語辞典の購入の必要もない。

課題に対するフィードバックの方法

欠席回の練習問題をレポート欄にアップロードした場合は、添削して返還する。

成績評価の方法

授業への取り組み姿勢（50％）と練習問題から判断される習熟度（50％）により総
合的に評価する。
期末の試験は行わない予定。

その他

このシラバスは前年12月段階で作成したものであり、2023年度の授業開始時に、そ
の一部または大部分が変更される場合もあると承知しておくこと。変更の詳細は授
業開始直前にシラバスの補足で、あるいは授業開始時に口頭で説明する。
また、実際の授業において履修生の人数や理解度によって進度が変わることもあり
うる。

本講義は、教室での対面授業を前提にするため、オンライン併用のハイブリッドや
オンデマンドの授業配信は行わない。ただし、新型コロナウィルスの感染拡大によ
り、大学全体としてオンライン授業の必要性が生じた場合は、それに応じた授業形
式を取ることがある。

386_14H15801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古典ギリシア語ⅠB 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期の古典ギリシア語ⅠAの内容の習得を前提として、古典ギリシア語の初級文法
を学習する。とくに名詞・動詞の不規則な変化と種々の条件文および関係節の修飾
など、複文での表現形式の理解と修練を目標とする。

授業内容

春学期と同様、教科書の構成に沿う形で各課の文法事項を説明する。原則として�
回の授業で�課分を消化し、説明後にギリシア文の和訳に取り組んでもらい、文法
構造の理解のため全員で正答を考えていく（解答はテキストには記されていない）。

履修上の注意

各回の講義予定は、おおよそ次の通り。

� 初級文法のイントロダクション（テキスト後半の構成・古典ギリシア語の複雑
な表現）

� 春学期の入門学習の確認（名詞と動詞の規則的変化・代名詞の用法）
� 名詞変化�（第三変化：唇音幹・喉音幹）・動詞変化11（能相欠如・約音動詞-
ao直説法）

� 名詞変化
（第三変化：歯音幹）・動詞変化12（約音動詞-eo/oo直説法）
	 動詞変化12（黙音幹の完了諸形・直説法中受動相）・形容詞変化�（第三変化

�）
� 動詞変化13（流音幹のアオリスト・現在/過去直説法能動/中動相）・名詞変化�
（第三変化：流音幹）


 動詞変化14（接続法能動相）・勧奨・思案の表現
� 動詞変化15（接続法中/受動相）・目的・恐怖/危惧の副文章表現
� 動詞変化16（母音交替：第二形の語根）・形容詞変化�（二重語幹）
10 条件文の概要（種々の仮定表現）・名詞変化�と形容詞変化�（母音幹の約音）
11 動詞変化17（約音の接続法）・予想的未来の表現
12 動詞変化18（不定法�：形と用法・非人称・目的）・動詞変化19（不定法�：第
二形・結果・独立表現）

13 名詞変化10（第三変化：s語幹）・代名詞	（関係代名詞・同化と逆の同化）
14 秋学期まとめ：古典ギリシア語ⅡAの中級文法へ向けて

準備学習（予習・復習等）の内容

・古典ギリシア語ⅠAの単位を取得していることが絶対条件。
・講義内容の理解のため、復習と予習を欠かさないことが重要。とくに各課の練習
問題（ギリシア文の和訳）を自分で取り組んでおくこと。
・初習の語学であるから、授業を休むとその後の講義内容が理解不能でついていけ
なくなる可能性が非常に高い。やむを得ず欠席した場合は、その授業で練習問題を
解答して提出すること。
：準備学習として、テキストのギリシア文を音読しておくこと（授業以内でも音読
してもらう）。また、授業でのギリシア文和訳に際しては、用意した翻訳文を読み上
げないで、その場で単語を一つひとつ拾い上げながら逐語訳すること。

教科書

田中美知太郎・松平千秋『ギリシア語入門（新装版）』岩波書店、2012年

参考書

とくに使用しない。ギリシア語辞典の購入の必要もない。

課題に対するフィードバックの方法

欠席回の練習問題をレポート欄にアップロードした場合は、添削して返還する。

成績評価の方法

授業への取り組み姿勢（50％）と練習問題から判断される習熟度（50％）により総
合的に評価する。
期末の試験は行わない予定。

その他

このシラバスは前年12月段階で作成したものであり、授業開始時に、その一部また
は大部分が変更されることもあると承知しておくこと。変更の詳細は秋学期の授業
開始直前にシラバスの補足で、あるいは授業開始時に口頭で説明する。
また、実際の授業において履修生の人数や理解度によって進度が変わることもあり
うる。

本講義は、教室での対面授業を前提にするため、オンライン併用のハイブリッドや
オンデマンドの授業配信は行わない。ただし、新型コロナウィルスの感染拡大によ
り、大学全体としてオンライン授業の必要性が生じた場合は、それに応じた授業形
式を取ることがある。
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387_14H15901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古典ギリシア語ⅡA 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

古典ギリシア語Iで習得された，初等文法・基礎文法を前提にして，さら
に中級文法の学習を行ない，ギリシア語古典文献の散文を読解できる能力を
養う。

授業内容

春学期においては，古典ギリシア語Iで使用されていた教科書を引き続き
学習する。
多様な活用だけでなく，古典ギリシア語独特の表現や慣用句，および文脈
による解釈の違いに慣れ親しみ，テキストを正確に読み取る作業を経験して
もらいたい。

授業スケジュールは、およそ次の通り。ただし、履修学生の学習状況に合わ
せて対応する。

�〜�．初等・基礎文法の復習確認
�〜�．接続法（能相・中受動相）の法の用法（勧奨思案・目的・恐怖危
惧）

〜�．条件文の諸形式（�）不問想定・反実仮想・予想的未来
10〜12．不定法の用法（目的意図・結果予想・独立的）
13〜14．関係代名詞の諸形式（同化・逆の同化）

履修上の注意

古典ギリシア語I（または学部間共通外国語の古典ギリシア語）の単位を
取得していること。

準備学習（予習・復習等）の内容

原則として毎週、関連する学習課題の短い動画�〜�本をクラスウェブに
掲載するので、授業開始までにそれを視聴し、対応する練習問題を解いてお
くこと。
事前の予習が語学習得の必須条件であることは、古典ギリシア語について

も変わらない。

教科書

田中美知太郎・松平千秋 『ギリシア語入門 改訂版』（岩波全書）

参考書

とくになし。中級文法の段階でも，教科書の学習に辞書は必要ありませ
ん。
秋学期にテキスト講読へ進む前に，辞書辞典類の紹介を行ないます。

課題に対するフィードバックの方法

欠席時間のテキスト練習問題をレポート解答として提出した場合は、添削の
上、返送する。

成績評価の方法

授業への取り組み（評価基準＝練習問題の解答率）によって，成績を評定
する。
ただし、出席率80%以上を必須条件とします。
試験は行なわない予定。

その他

本講義は、メディア授業として全14回をリアルタイム型中心のオンライン
形式で実施する。ただし、履修学生と相談の上、対面授業での補講を行うこ
ともありうる。その場合は、クラスウェブの授業案内によって通知する。

このシラバスは大学のシラバス作成指針による感染対策レベル!を前提と
する予定計画であり、ここで示した内容や進め方が必ずしも実際の授業とな
るわけではありません。
2023年度の具体的な授業の方針とシステムに変更が生じる場合は、�月下旬
段階の感染状況を踏まえて、「シラバスの補足」に掲載します。

文学部のみならず、メディア授業の利便性を生かした他学部からの履修を歓
迎します。

388_14H16001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古典ギリシア語ⅡB 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

古典ギリシア語Iで習得された，入門基礎文法・初級文法を前提にし
て，さらに中級文法の学習を行ない，ギリシア語古典文献の散文を読
解できる能力を養う。

授業内容

秋学期においては，まず教科書の読了を目指す。
その後，古典文献の中からふさわしいテキストを選択し，講読授業へ
と進んでいく予定。

授業スケジュールはおよそ次の通り。

�〜�．希求法（能動・中受動）の用法（目的・恐怖危惧・配慮計画）
�〜	．分詞（能動・中動・受動の用法（情況・補語的・独立的）
�〜�．形容詞・副詞の比較表現、条件文(�)可能的未来・普遍的反
復的想定
�〜11．命令法（能動・中動・受動）の用法、間接話法、否定の表現
12〜14．テキスト講読

履修上の注意

本講義は、メディア授業として全14回をリアルタイム型中心のオンラ
イン形式で実施します。
ただし、履修学生との相談により、対面授業での補講を行うことも考
えています。その場合は、クラスウェブの授業案内によって通知しま
す。

履修条件として、古典ギリシア語ⅡAの単位を取得していること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前のテキスト予習は必須です。
各課の内容を説明する動画をクラスウェブに掲載するので、授業開始
までにそれを視聴し、練習問題を解いてくること。

教科書

田中美知太郎・松平千秋 『ギリシア語入門 改訂版』（岩波全書）
秋学期の講読テキストについては履修学生と相談のうえ決めます。

参考書

とくになし。中級文法の段階でも，教科書の学習に辞書は必要ありま
せん。

秋学期にテキスト講読へ進む前に，辞書辞典類の紹介を行ないます。

課題に対するフィードバックの方法

欠席時間のテキスト練習問題をレポート解答として提出した場合は、
添削の上、返送する。

成績評価の方法

授業への取り組み（評価基準＝練習問題の解答率）によって，成績を
評価する。
ただし、単位取得の要件は出席率80%以上とします。

試験は行なわない予定。

その他

大学院進学を目指す者は，この授業の単位取得の後，さらに講読の
訓練を積む必要がありますので，希望者は履修時に相談してください。

＊なお、このシラバスは前年12月作成時の計画であり、実際の授業が
すべてこのとおりに行なわれることを保証するものではありません。
�月の授業開始時に，進め方と内容の一部について変更することがあ
りますので「シラバスの補足」を必ず参照してください。
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389_14F56201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古墳時代の考古学Ａ 佐々木 憲 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

古墳時代は日本列島における国家形成期にあたる。古墳やそのほかの遺跡から出土
した資料を解釈し、�世紀後半から
世紀初めにかけての社会とその時間的変化に迫
りたい。春学期では、特に近畿地方を取り上げる。
授業はさまざまな研究者による古墳時代社会論・国家形成論を紹介することから始
まる。次いで、古墳時代前期から後期へ年代順に、特徴的な物質文化を理解し、その
当時の社会的意義に迫る。その過程で、どの社会論が近畿地方のどの時期により適合
するのか、しないのか検討したい。古墳時代の前、中、後期、各期にほぼ�コマ充て
る。
また春学期中、週末を利用して関東の古墳群を見学する。詳細は最初の授業で説明
する。

授業内容

I.様々な古墳時代社会論
1. 部族同盟論、首長制論
2. 初期国家論、首長同盟論
II.古墳時代前期
3.地域間交流と古墳時代の始まり
4.三角縁神獣鏡からわかる首長間関係
5.近畿における主要古墳とその編年
6.前期の社会、対外関係など
III.古墳時代中期
7.鉄製武具の種類とその意味
8.埋葬施設の変化とその意義
9.古墳群の群構成とその意味
10.生産と流通
IV.古墳時代後期
11.畿内型横穴式石室の出現とその意味
12.群集墳の急速な拡大
13.畿内における古墳の衰退
14回目の授業は学外での古墳群見学（できれば	月〜�月上旬に実施したい）

履修上の注意

基礎的な考古学的方法論を授業では説明する時間的余裕がないので、「考古学概論IA・
B」を既に履修したか、同時に履修中であることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回講義内容は復習し、レポート作成に役立てること。

教科書

特に指定しない（次の参考書の項を参照）。

参考書

広瀬和雄・和田晴吾（編）2011『講座 日本の考古学』
・�（古墳時代）青木書店
土生田純之・亀田修一（編）2012『古墳時代研究の現状と課題』（上・下）同成社
一瀬和夫・福永伸哉・北條芳隆2012-2013『古墳時代の考古学』全10巻 同成社

また、大塚初重・吉村武彦（編）『古墳時代の日本列島』（青木書店2003）の巻末に文
献解題があるので、そこで紹介されている文献は自分で適宜参考にすること。

さらに、古墳時代前期・中期・後期の理解を助けるための一般書として、新泉社が刊
行する「遺跡を学ぶ」シリーズが以下の古墳・遺跡を扱っている。滋賀県雪野山古墳、
奈良県桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳、大阪府紫金山古墳（以上、前期）、大阪府仁徳
陵古墳、大阪府盾塚・鞍塚・珠金塚、奈良県布留遺跡、奈良県南郷遺跡群（以上、中
期）、大阪府今城塚古墳、奈良県藤ノ木古墳、大阪府高安千塚古墳群（以上、後期）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に提出するレポートに基づく(90%)。課題は、先学による国家論を考古資料に
基づき批判的に検討するもの。平常点も加味する(10%)。

その他

古墳群見学は授業の一部であり、参加は義務である。また交通費は自弁である。特
に、現地ではマイクロバスをチャーターし、その運賃を皆で割り勘にするので、欠席
しないこと。

390_14F56301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

古墳時代の考古学Ｂ 佐々木 憲 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

古墳時代は日本列島における国家形成期にあたる。古墳やそのほかの遺跡から
出土した資料を解釈し、�世紀後半から
世紀初めにかけての社会とその時間的
変化に迫りたい。秋学期では、特に関東地方を取り上げる。
授業では、関東の地域ごとに古墳時代前期から後期へ年代順に、物質文化を理
解し、その当時の社会的意義に迫る。その過程で、前期初めに検討したどの社会
論が関東地方のどの時期により適合するのか、しないのか議論したい。各地域の
古墳時代にほぼ�〜�コマ充てる。個々の授業のテーマは次の通りである。古墳
時代前・中期を対象とした授業では、大和王権との関係や地域社会の自律性が、
後期を対象とした授業では群集墳・横穴式石室からみた社会論が主な課題である。

授業内容

1. 上野の古墳時代前・中期
2-3.上野の古墳時代後期（�回）
4.下野の前・中期
5.下野の後期
6. 常陸の前・中期
7-8. 常陸の後期（�回）
9. 下総における古墳時代
10. 上総における古墳時代
11-12. 武蔵の古墳時代（�回）
13. 相模の古墳時代
14回目の授業は関東の古墳群の見学に充てる

履修上の注意

基礎的な考古学的方法論を授業では説明する時間的余裕がないので、「考古学概論
IA・B」を既に履修したか、同時に履修中であることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回レジメを配布するので、復習を怠らず、わからないことがあったら、質問
すること。

教科書

特に指定しない（次の参考書の項を参照）。

参考書

佐々木憲一（編）2006『関東の後期古墳群』六一書房
小林三郎・佐々木憲一（共編）2013『古墳から寺院へ』六一書房
一瀬和夫・福永伸哉・北條芳隆（共編）(2011-2012)『古墳時代の考古学』（全10
巻）同成社
土生田純之・亀田修一（共編）(2012)『古墳時代研究の現状と課題』（上・下）同
成社
広瀬和雄・和田晴吾（共編）『講座日本の考古学』（第
, �巻[古墳時代]）青木書
店

そのほか、群馬県高崎市三ツ寺I遺跡、高崎市綿貫観音山古墳、前橋市大室古墳
群、茨城県ひたちなか市虎塚古墳・十五郎穴横穴墓群、埼玉県行田市埼玉古墳群、
鴻巣市生出塚埴輪窯、千葉県栄町龍角寺浅間山古墳、南房総市大寺山洞穴、東京
都柴又八幡神社古墳については、新泉社が刊行するシリーズ「遺跡を学ぶ」に、
遺跡の概要と意義が分かりやすく記述されている。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に提出するレポートに基づく(90%)。課題は、先学による国家論を考古資
料に基づき批判的に検討するもの。平常点も加味する(10%)。

その他

週末に実施する古墳見学は授業の一部であるので、参加は必須である。また交
通費（マイクロバスの料金は割り勘にする）は自弁である。実施日程については、
最初と�回目の授業で、皆と相談して決定する。
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391_14G02501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

コミュニティデザイン論 鈴 木 久美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

私たちがいま、住み、学び働き、憩い、思考している生活の拠点（＝コミュニティ）を、
どのように構想し、そして設計するのか。
本講義では「都市」と「（地域）コミュニティ」を重層関係においてとらえ、人々の生活

の拠点としてのコミュニティを、「都市社会学」の立場から考察していく。なお、この数年
間だけでも、新型コロナウイルス感染拡大をはじめ、その他様々な局面が変化し続けている
中で、身体どおし、または身体とモノが直に接することが前提であった都市、（地域）コ
ミュニティはある意味、危機に直面していると言えるかもしれない。そうした現在進行形の
“いま”も含めて、コミュニティのありようを社会の変化のなかで「自分事」として探ってい
くことを目指す。
そこで、受講生自らが関心を寄せる特定の「地域（場）」を訪れて、現場を観察する（＝

フィールドワーク）ことを実践してもらうために、「コミュニティ論」と並行して、方法論
としての「社会調査法」も論じる。
受講者一人ひとりが、それぞれの問題意識をしっかりともったうえで、それに照らし合わ

せたコミュニティモデルを、「調査レポート」作成というかたちで構想できることを到達目
標とする。

授業内容

第�回：ａのみ：イントロダクション
（都市とコミュニティから社会を見る）

第�回：フィールドワークのイメージをつくろう
第�回：コミュニティとはなにか�：それぞれがもつコミュニティのイメージ
第�回：コミュニティとはなにか�：コミュニティの�類型
第	回：都市のコミュニティ：東京圏を事例として
第�回：「社会調査」の方法：フィールドワークのすすめ
第
回：出会い・関わりの方法論：インタビューの技法
第�回：災害とコミュニティ�：都市を襲う災害と消防団
第�回：災害とコミュニティ�：東日本大震災から学ぶべきこととは
第10回：超少子高齢社会のコミュニティ�：子育てとコミュニティ
第11回：超少子高齢社会のコミュニティ�：介護とコミュニティ
第12回：ソーシャルインクルージョンなまちづくり
第13回：ニューノーマル時代のコミュニティデザインを目指して
第14回：コミュニティとフィールドワーク：フィールドワーク報告会

履修上の注意

毎回の課題（お題に対しての自由記述）⇒中間レポート①⇒中間レポート②⇒最終レポー
トと、プロセスを踏んだ学びを計画的に行っていく。とりわけ、中間レポートおよび最終レ
ポートは、実際に現場に出てもらう（＝フィールドワークの実施）ことを予定しており、
テーマ内容に積極的に関わる意欲のある受講者を歓迎する。
なお、上記の課題等をとりまとめた資料を次回以降の教材として取り扱うこともあるの
で、自分の書いた成果物が他者の目に触れること、他者の書いた成果物を読むことで他者の
意見を知ることができることを、自覚的、能動的にとらえてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、授業ごとに配信する資料の最後に次回テーマを予告するので、事前にキー
ワード等を調べておくこと。リアルタイムの社会をよみとるために、ニュースを常にチェッ
クしておくこと。
復習としては、授業で提示した問題についてさらに調べてみること、不明な部分があれば

直接質問すること。
最終レポートである「調査レポート」に向けて、その対象や方法等、授業でプロセスを踏

んで解説していくが、自分でも積極的に早い段階から予め考え始め、情報を収集しておくこ
と。不明な部分があれば直接質問すること。
なお、中間レポートとして、①「フィールドワーク・レッスン」、②「既存統計資料分析」

という�つのレッスン課題を出すので、最終レポートに向けて前向きに取り組んでほしい。
予習・復習ともに30〜45分程要する。また中間レポート作成に関しては、それにプラスし

て90〜180分程度要する。

教科書

特に定めない。

参考書

授業内で、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題に対して、授業内で全体的な講評を行うが、担当者のコメントを個人的に欲
する場合は、直接リクエストしていただければ、必ず対応する。

成績評価の方法

毎回の課題（30％）、中間レポート①「フィールドワーク・レッスン」（20％）、中間レ
ポート②「既存統計資料分析」（10％）、最終レポート（40％）。

その他

392_14G08901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

コミュニケーションの哲学 國 領 佳 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日常的な意味で「コミュニケーション」とは、各々が自分の思考・感情・情報
などを伝達し合うことです。おそらく、このコミュニケーションという活動こ
そが人間社会の基盤にあるという考えに反対する人はいないでしょう。しかし、
それがなぜ、どのように成り立つのかについてはさまざまな意見があります。
この授業では、こうしたコミュニケーションをテーマにした哲学的議論の一部
を紹介しつつ、その内容を批判的に検討します。具体的には、「他人の感情を理
解するとはどのようなことなのか？」「私たちは、どのようにして他人の感情を
理解するのか？」「そもそも感情とは何か？」といった問いを中心にして、これ
までの哲学上の議論を解説します。

この授業の到達目標は次の二つです。（�）論証とはどのようなものかを理解
し、批判的な思考を身につけること、（�）コミュニケーションの哲学に関する
基礎知識を習得することです。

授業内容

第�回授業 a: イントロダクション（コミュニケーションがなぜ哲学の問題に
なるのか）
b: コミュニケーションの多様性と重要性

第�回授業：コミュニケーションと他人の心
第�回授業：認識論的問題
第�回授業：概念的問題
第	回授業：処理問題
第�回授業：自分の心と他人の心
第
回授業：そもそも感情とは何か？（�）身体説
第�回授業：そもそも感情とは何か？（�）二要因説、評価理論
第�回授業：そもそも感情とは何か？（�）感情と価値
第10回授業：他人の感情を知覚する (�) 部分-全体知覚
第11回授業：他人の感情を知覚する（�) 知覚と推論の違い
第12回授業：真正な感情と虚偽の感情の区別
第13回授業：AIを愛することは真正な感情なのか？
第14回授業：総括

履修上の注意

授業は講義形式で行いますが、授業内で質問や意見を求めます。予習内容は毎
回授業の最後に提示します。復習は、次の授業で質問や意見を出せるように
ノートをまとめ直すこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配付するレジュメの該当箇所を振り返り，不明な部分があれば授業で
質問すること。また，次の回の内容について参考書に目を通しておくこと。

教科書

特に定めない。

参考書

源河亨『感情の哲学入門講義』慶應義塾大学出版会、2021年
吉川孝・横地徳広・池田喬『映画で考える生命環境倫理学』勁草書房、2019年
ショーン・ギャラガー、ダン・ザハヴィ『現象学的な心』石原孝二・宮原克典・
池田喬・朴嵩哲訳、勁草書房、2011年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート 70%
授業の貢献度（リアクションペーパーや授業内発言など）30%

その他

発言など積極的な授業参加を求めます。授業外の相談や質問は次のアドレスま
でお願いします。

kuromejiro@rikkyo.ac.jp
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393_14A01701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

作家作品研究ⅠＡ 増 井 真 琴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では、明治維新から明治末年に至るまでの間（1868〜1912年）における、主
な文芸思潮を概観する。具体的には、各文芸思潮を代表する作家や作品（小説・評
論・随筆・詩歌等）を取り上げ、できるだけ多く、作品を読み込んでいく。それら
の読解作業を通して、文学作品に対する読解能力と日本近代文学史に関する基本的
知識を涵養することが、本授業の目的である。

【到達目標】
（�）日本近代文学史（明治期）の主要な潮流を理解し、その内容を説明することが
できる。
（�）文学作品を、単なる主観的な解釈（読書感想文）にとどまらない次元、すなわ
ち、文学史・文化史・思想史・政治史等の歴史的文脈を踏まえた上で、理解するこ
とができる。
（�）日本近代文学に関する学術的なレポート・論文を執筆するにあたっての基礎と
なる基本的知識・素養を身に付ける。

授業内容

�．ガイダンス：本授業の概要説明
�．戯作文学・政治小説：仮名垣魯文「安愚楽鍋」、東海散士「佳人之奇遇」
�．小説の革新：二葉亭四迷「浮雲」
�．浪漫主義文学：森鷗外「舞姫」
�．硯友社の文学：尾崎紅葉「金色夜叉」
�．自然主義文学：田山花袋「蒲団」
�．詩歌の革新① 漢詩・文語定型詩：島崎藤村「若菜集」、蒲原有明「茉莉花」
	．詩歌の革新② 口語自由詩：川路柳虹「塵溜」、相馬御風「痩犬」

．文学者と日清戦争：国木田独歩「愛弟通信」
10．文学者と日露戦争：与謝野晶子「君死にたまふこと勿れ」
11．明治期怪談ブーム：柳田國男「遠野物語」
12．明治期児童文学：巌谷小波「こがね丸」「日本昔噺」
13．文学者と大逆事件：徳冨蘆花「謀叛論」
14．まとめ：授業の総括と試験内容の説明

履修上の注意

授業の進行の都合上、上記の授業内容や日程に、若干の変動があるかもしれない。
あらかじめ、ご了解を乞う。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り上げる作家や作品、文芸思潮について、可能な範囲で、事前調査や事後
学習をすることが望ましい。

教科書

なし。適宜、資料（プリント）を配布する。

参考書

中村光夫『明治文学史』（筑摩書房、1963年	月）
奥野健男『日本文学史 近代から現代へ』（中公新書、1970年�月）
和田博文編『近現代詩を学ぶ人のために』（世界思想社、1998年�月）
鳥越信編『はじめて学ぶ日本児童文学史』（ミネルヴァ書房、2001年�月）
千葉俊二・坪内祐三編『日本近代文学評論選 明治・大正篇』（岩波文庫、2003年12
月）
紅野敏郎・宗像和重他編『日本近代文学短編小説選 明治篇�』（岩波文庫、2012年
12月）
紅野敏郎・宗像和重他編『日本近代文学短編小説選 明治篇�』（岩波文庫、2013年
�月）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験で評価する。

その他

394_14A01801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

作家作品研究ⅠＢ 増 井 真 琴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では、大正期から昭和戦前・戦後期に至るまでの間における、主な文芸思潮
を概観する。具体的には、各文芸思潮を代表する作家や作品（小説・評論・随筆・
詩歌等）を取り上げ、できるだけ多く、作品を読み込んでいく。それらの読解作業
を通して、文学作品に対する読解能力と日本近代文学史に関する基本的知識を涵養
することが、本授業の目的である。

【到達目標】
（�）日本近代文学史（大正・昭和期）の主要な潮流を理解し、その内容を説明する
ことができる。
（�）文学作品を、単なる主観的な解釈（読書感想文）にとどまらない次元、すなわ
ち、文学史・文化史・思想史・政治史等の歴史的文脈を踏まえた上で、理解するこ
とができる。
（�）日本近代文学に関する学術的なレポート・論文を執筆するにあたっての基礎と
なる基本的知識・素養を身に付ける。

授業内容

�．ガイダンス：本授業の概要説明
�．白樺派の文学：武者小路実篤「新らしき村に就て」
�．新思潮派の文学：芥川龍之介「羅生門」
�．耽美派の文学：谷崎潤一郎「痴人の愛」
�．大正期児童文学：小川未明「野薔薇」「赤い蝋燭と人魚」
�．私小説：葛西善蔵「椎の若葉」
�．新感覚派の文学：横光利一「機械」
	．プロレタリア文学：小林多喜二「蟹工船」

．転向文学：中野重治「村の家」
10．文学者とアジア・太平洋戦争：火野葦平「麦と兵隊」
11．文学者と敗戦：高村光太郎「一億の号泣」、宮本百合子「歌声よ、おこれ」
12．無頼派の文学：坂口安吾「堕落論」
13．戦後派の文学：大岡昇平「野火」
14．まとめ：授業の総括と試験内容の説明

履修上の注意

授業の進行の都合上、上記の授業内容や日程に、若干の変動があるかもしれない。
あらかじめ、ご了解を乞う。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り上げる作家や作品、文芸思潮について、可能な範囲で、事前調査や事後
学習をすることが望ましい。

教科書

なし。適宜、資料（プリント）を配布する。

参考書

臼井吉見『大正文学史』（筑摩書房、1963年�月）
平野謙『昭和文学史』（筑摩書房、1963年12月）
奥野健男『日本文学史 近代から現代へ』（中公新書、1970年�月）
和田博文編『近現代詩を学ぶ人のために』（世界思想社、1998年�月）
鳥越信編『はじめて学ぶ日本児童文学史』（ミネルヴァ書房、2001年�月）
千葉俊二・坪内祐三編『日本近代文学評論選 明治・大正篇』（岩波文庫、2003年12
月）
千葉俊二・坪内祐三編『日本近代文学評論選 昭和篇』（岩波文庫、2004年�月）
紅野敏郎・宗像和重他編『日本近代文学短編小説選 大正篇』（岩波文庫、2012年11
月）
紅野敏郎・宗像和重他編『日本近代文学短編小説選 昭和篇�』（岩波文庫、2012年
	月）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験で評価する。

その他
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395_14A01901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

作家作品研究ⅡＡ 品 田 悦 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

国民歌集の来し方・行く末──『万葉集』と近代日本──

授業内容

近代日本の社会で『万葉集』がナショナル・アイデンティティーを

支える有力な文化装置の一つとされてきた経緯について、具体的に掘

り下げる。「日本人の心のふるさと」というコンセプトが実はきわめ

て作為的なものであり、近代国民国家の要請に沿って慌ただしく立ち

上げられたこと、その後の百余年を通じ紆余曲折を経て定着してきた

ものであること、そしてとうに制度疲労に陥っていることを、はっき

り認識することができたとき、当初の目標に到達したことになる。

履修上の注意

配付資料はオーオ！メイジにアップロードし、紙媒体の印刷資料を

教室で配ることはしない。各自ダウンロードするか、ノート/タブ

レットPC等を教室に持参するかして対応されたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

当該授業日の配付資料にあらかじめ目を通し、難しそうな箇所とそ

うでもなさそうな箇所に見当をつけてから臨まれたい。知らないこと

ばは辞書で調べておくこと。この簡単な予習をするのとしないのとで

は理解度に大きな開きが出るはずである。

教科書

資料を配付する。

参考書

品田悦一『万葉集の発明 新装版』新曜社 978-�-7885-1634-�

課題に対するフィードバックの方法

オーオ！メイジのポートフォリオ機能を利用してフィードバックコ

メントを送信する。

成績評価の方法

定期試験を実施する。授業の進行状態によっては小レポートないし

リアクションペーパーを課する回があるかもしれない。

その他

質問等は下記のアドレス宛にメールされたい。

utakata@boz.c.u-tokyo.ac.jp

396_14A02001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

作家作品研究ⅡＢ 品 田 悦 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

国民歌集と国民歌人

斎藤茂吉を定点として掘り下げる『万葉集』の近代

授業内容

近代短歌史上の巨人とも評される斎藤茂吉の生涯を、近代日本にお

ける『万葉集』聖典化との関わりで捉え直す。茂吉の作歌信条が「写

生／実相観入」と「万葉調」とに集約されることは周知のとおりだ

が、実のところ、彼が『万葉集』を熱烈に尊信するまでの過程には幾

多の紆余曲折があった。一介の「みちのくの農の子」茂吉が『万葉

集』と出会い、強烈な愛着を覚えるとともに、そのことをもって自ら

を日本文化の体現者と信じ込んでいく過程──それはこの国に「国

民」が立ち上がっていく過程と軌を一にしていた。

履修上の注意

配付資料はオーオ！メイジにアップロードし、紙媒体の印刷資料を

教室で配ることはしない。各自ダウンロードするか、ノート/タブ

レットPC等を教室に持参するかして対応されたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

配付資料はITC‐LMSにアップロードし、紙媒体の印刷資料を教室

で配ることはしない。各自ダウンロードするか、ノート/タブレット

PC等を教室に持参するかして対応されたい。

教科書

資料を配付する。

参考書

品田悦一『斎藤茂吉』ミネルヴァ書房 978-�-623-05782-S

課題に対するフィードバックの方法

オーオ！メイジのポートフォリオ機能を利用してフィードバックコ

メントを送信する。

成績評価の方法

定期試験を実施する。授業の進行状態によっては小レポートまたは

フィードバックコメントを課する回があるかもしれない。

その他

質問等は下記のアドレス宛にメールされたい。

utakata@boz.c.u-tokyo.ac.jp
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397_14F13001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

サブカルチャー研究 辻 泉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文化はわれわれの身の回りに日常的に存在するものだが、こうした身近な文化から現代
の社会状況を理解していく。そのためにも、文化社会学の基本的な考え方を述べた上で、
具体的な文化の現象を入り口に、現代の社会状況の理解を試みたい。一例として、ファン
やオタクと呼ばれるような、一見すると異質で、それでも身近に存在する文化の現象など
を取り上げながら、理解を試みたいと考えている。
講義の計画としては、おおむね前半�〜	回を通して、文化に対するこれまでの様々な

学問的なアプローチを比較検討したうえで、文化社会学的なアプローチ（マルチメソッ
ド・アプローチなど）を紹介する。
そして後半�〜	回を通して、いくつかのポイントに分けて、具体的な文化現象を取り

上げてその理解を試みる。予定しているものとしては、自己・身体性の快楽に関わる現象
としてSNSのコミュニケーションやファッションなどを、集団・関係性の快楽に関わる現
象としてアイドルとそのファンなどを、社会・超越性の快楽に関わる現象として鉄道ファ
ンなどを取り上げるつもりである。
こうした内容を通して、受講者が文化社会学の視座を理解し、そのアプローチを身に付
け、自分でも、様々な文化現象の分析、理解ができるようになってほしい。

※なお2023年度は、この授業はすべての回の授業をメディア授業（オンデマンド配信）に
て行う。毎回の授業について、配布資料や動画をOh-o! Meijiにて配信するので、忘れずに
確認し、指示がある場合はそれに従うこと。

授業内容

第�回 初回アンケート
第�回 詳細なイントロダクション
第�回 文化社会学入門（�）：いまなぜ文化社会学か
第�回 文化社会学入門（�）：文化はなぜ楽しいのか
第�回 文化社会学入門（�）：文化とは何か
第�回 文化社会学入門（�）：文化社会学とは何か
第�回 文化社会学入門（�）：文化を分析するために
第	回 今日の文化（�）：構造論から比較論へ
第
回 今日の文化（�）：構造論から変動論へ
第10回 今日の文化（�）：社会＝超越性の快楽
第11回 今日の文化（�）：集団＝関係性の快楽
第12回 今日の文化（�）：自己＝身体性の快楽
第13回 今日の文化（�）：応用編
第14回 今日の文化（�）：文化のこれから

※ただし受講生数やその他の状況を加味して、若干の変更を加えることがありうる。

履修上の注意

講義中の私語やスマホ・携帯電話の使用などは、他の学生の迷惑になるので厳禁。また
講義では資料の投影や板書を多用するが、スマホなどを用いてのその撮影も厳禁。

※上記の注意は、教室での対面授業の場合のものであり、メディア授業の注意点は、開始
時に別途伝達する。

準備学習（予習・復習等）の内容

日ごろから、各種のメディアコンテンツ（テレビ番組や映画、雑誌、ラジオ、あるいは
各種のインターネットサイトなど）を視聴・利用し、大いに「遊んで」おくことが望まし
い。 それ以外の、多岐にわたるメディアやポピュラー文化の世界に精通しておくことも
大いに結構である。堅苦しい学習だけが学問ではない。徹底的に「遊んで」おいたうえ
で、それを客観視するのもまた学問である。
なお講義後には、当該の回のノートを見返したり、テキストその他の書籍などで関連す
る内容をチェックしておくと、より理解が深まるだろう。

教科書

『文化社会学の視座』南田勝也・辻 泉編（ミネルヴァ書房）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業後にコメント・質問を受け付け、次回授業時の冒頭で適宜紹介する（Oh-o!
Meijiを利用予定）

成績評価の方法

中間レポート（45％）および期末レポート（55％）の結果で評価する。

ただし、毎回の講義では、Oh-o! Meijiを用いてコメント・質問を提出してもらい理解度を
確認するが、特に優れたものについては、講義内で紹介し、適宜加点する予定である。

その他

毎回の講義でコメント・質問を受け受けて、次回の授業時に適宜紹介し、優れたものにつ
いて加点することについては好評であるため継続して行う。積極的な記入・提出を歓迎す
る。

398_14G07601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

産業・組織心理学 宇佐美 尋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業概要】働 く人々の行動や心理的過程について学び、職場や組織
における問題を解決したり、組織の一員としてより効果的に活動したり
するための方法について考える。特に、労働者の働き方やメンタルヘル
スが社会問題化している昨今の現状を鑑み、心理学の側面から労働者の
メンタルヘルスに関連する諸問題とその支援方法について考えていく。
【到達目標】「職場や組織における人の行動について心理学の基礎的知
識を用いて説明できる」及び「職場における問題（メンタルヘルス、働
き方、キャリア形成など）を理解し、問題に対する必要な心理に関する
支援を検討し提案できる」とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 労働者のメンタルヘルスの現状と対策
第�回 労働者のストレス
第�回 労働者のストレス対処Ⅰ：認知
第�回 労働者のストレス対処Ⅱ：行動
第�回 職場集団のチームワーク
第�回 職場におけるリーダーシップ
第	回 職場のコミュニケーション
第
回 労働者の心の病
第10回 職場における諸問題に対して必要な心理に関する支援の理解と

実践
第11回 ワークモチベーション
第12回 キャリアとキャリア形成に必要な心理に関する支援
第13回 職場における組織的問題に対して必要な心理に関する支援の理

解と検討
第14回 a)講義全体のまとめとふりかえり ｂ）試験

履修上の注意

グループディスカッションやグループワーク、ロールプレイ等を毎回の
授業で行いますので、産業カウンセリング等の心理的支援に興味がある
学生の積極的な授業参加を期待します。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布するレジュメの該当箇所を振り返るとともに、次回の授業
内容に関して参考書等で調べること。また、授業で提示する復習を行う
とともに、レジュメ等に目を通しておくこと。予習・復習とも60分〜90
分程要する。

教科書

教科書は使用しない（レジュメを配布する）。

参考書

参考書は特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

課題に対する全体講評を授業時間内もしくは、次の授業内に行う。

成績評価の方法

授業内提出課題 50％、期末試験（レポート）50％の割合で評価する。

その他
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399_14F11701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

詩歌研究Ａ 武 田 比呂男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

折口信夫は、歌は日本人にとりついたゴーストだと言ったが、わ
たしたち日本人にとって「うた」とはいったい何だろうか。文字とし
て残された最古の歌集『万葉集』や、民俗学・人類学等の調査報告な
どを手がかりに、「うた」の起源にさかのぼって考えてみたい。それ
は現在のわたしたちと「うた」との関わりや、「文学」のありかたを
見つめなおすことにつながるはずである。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）「うた」の起源をめぐる言説
（�）柳田国男の「うた」観
（�）文学起源論の諸相
（�）折口信夫の文学発生論
（�）草木言問ふ−アニミズム世界と「うた」
（�）神話と「うた」−村落共同体と神謡
（	）呪術行為と「うた」
（
）枕詞と地名
（10）「うた」の戦い−日本古代の歌垣
（11）中国少数民族の歌垣
（12）相聞歌・女歌
（13）声と文字
（14）まとめ

※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

講義形式の授業ですが、意見・感想などの小レポートを課しますの
で、積極的に参加してください。毎回、出席を取ります。止むを得な
い場合をのぞいて遅刻、欠席は不可です。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】 次回のテーマに関する資料等を事前に読んだり、事項を調べ
ておきましょう。

【復習】 授業の際のノートを読み返し、整理・要約し、わからないこ
となどを調べたり、興味を持ったことを更に調べましょう。

教科書

開講時に指示します。

参考書

授業中に随時紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験またはレポート70％，授業内での提出物・小レポートなど30％の
割合です。60点以上を合格とします。

その他

400_14F11801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

詩歌研究Ｂ 武 田 比呂男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

折口信夫は「万葉びと」という語を生み出すことで、『万葉集』を通
じて見られる古代人の内的生活の探求を行った。『万葉集』の「うた」
はどのような生活から生み出されたものであり、そこには古代人のど
のような精神性があらわれているのだろうか。『万葉集』の「うた」
をいくつかのテーマに添いながらあたかもフィールドワークするよう
に読むことで考えてみたい。それは古代における「うた」の生態を探
ることでもあるだろう。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）『万葉集』と民俗学
（�）折口信夫の発生論と『万葉集』
（�）折口信夫の「万葉びと」論
（�）小説「死者の書」と「万葉びと」
（�）都と鄙−ミヤビとヒナビ
（�）旅−共同体と異郷
（	）自然−四季の運行と歌
（
）まつり−女性と祭祀
（10）うたげ−主人と客人
（11）恋愛生活とうた
（12）家族・労働
（13）死と挽歌−霊魂の行方
（14）まとめ

※講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

講義形式の授業ですが、意見・感想などの小レポートを課しますの
で、積極的に参加してください。毎回、出席を取ります。止むを得な
い場合をのぞいて遅刻、欠席は不可です。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】 次回のテーマに関する資料等を事前に読んだり、事項を調べ
ておきましょう。

【復習】 授業の際のノートを読み返し、整理・要約し、わからないこ
となどを調べたり、興味を持ったことを更に調べましょう。

教科書

開講時に指示します。

参考書

授業中に随時紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験またはレポート70％，授業内での提出物・小レポートなど30％の
割合です。60点以上を合格とします。

その他
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401_14G09201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ジェンダーの哲学 木 下 頌 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
私たちの社会では現在でも、女性をはじめとするマイノリティの差別や抑圧が頻
繁に問題となっています。主に英米圏を中心に発展してきた「分析フェミニズム」
は、分析哲学の手法を用いて、そうした差別や抑圧の現象、およびその不正を明
確化しようとする試みです。たとえば、ポルノやセクハラによって女性が「モノ
化」されていると言われることがありますが、「モノ化」とは正確にどのようなこ
となのでしょうか。またそれが不正である根拠は何でしょうか。この授業では、
こうしたジェンダーにかかわるいくつかのテーマについて、分析フェミニズムの
代表的な著作を紹介しつつ考えていきます。
【到達目標】
・ジェンダーにまつわる重要な概念や問題について、より洗練された理解を得る。
・主張や議論の構造を正確に理解し、検討する力を養う。

授業内容

【第�回】a. イントロダクション：分析フェミニズムとはなにか
【第�回】モノ化：性的モノ化はなぜ悪いのか
【第�回】モノ化：道具扱いとしての性的モノ化
【第�回】モノ化：社会的意味の押し付けとしての性的モノ化
【第�回】性的同意：性的同意とはなにか
【第�回】性的同意：性的同意を妨げる様々な要素
【第�回】性的嗜好：特定の人種の人々を性的に好むことに何の問題があるのか
【第	回】性的嗜好：人種化された性的嗜好がもたらしうる害
【第
回】ジェンダー：ジェンダーとはなにか
【第10回】ジェンダー：社会的地位としてのジェンダー
【第11回】ジェンダー：アイデンティティとしてのジェンダー／レポートの書き方
【第12回】認識的不正義： 証言的不正義と解釈的不正義
【第13回】認識的不正義：認識的不正義の発展
【第14回】これまでのふりかえりとまとめ

履修上の注意

・ポルノなどの性的な事柄が話題になることがあります。画像や具体的なエピ
ソードを提示する場合には事前に注意喚起する予定ですが、受講に困難を感じる
場合にはご相談ください。
・受講者の関心や進度やに応じて、多少スケジュールが前後する可能性がありま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：前回の授業内容をふりかえり、質問をまとめておくこと。〈目安30分〉
復習：授業資料を見直し、論点を自分なりに整理したり、身近な例に適用したり
することで、理解を定着させること。関連する参考文献を読んでさらに考えを深
めること。〈目安90分〉

教科書

教科書は用いず、教員自作の資料を配布する。

参考書

『分析フェミニズム基本論文集』木下頌子・渡辺一暁・飯塚理恵・小草泰編訳（慶
應義塾大学出版会）
『フィルカル Vol. �-�：分析哲学と文化をつなぐ（分析フェミニズムの歩き方）』
木下頌子ほか（株式会社ミュー）
『認識的不正義』佐藤邦政監訳・飯塚理恵訳（勁草書房）
『差別の哲学入門』池田喬・堀田義太郎（アルパカ）

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーで挙げられた質問や意見について、次の授業の冒頭で応答
する。

成績評価の方法

レポート80％、授業の貢献度（リアクションペーパーや授業内発言など）20％。
ただし、受講者多数の場合（目安50名以上）の場合は期末試験100％とし、第14回
のbに実施する。

その他

特になし。

402_14G04101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ジェンダー論 三 橋 順 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

（テーマ）身近な社会現象からジェンダー＆セクシュアリティを考える。
・人間の「性」を考える基本姿勢として、ジェンダーとセクシュアリティは不可分のも
のと考えますので、両者を合わせて取り上げます。
・最初にジェンダー＆セクシュアリティ論の基礎として、人間の「性」をどのように考
えたらよいかというお話をします。それを踏まえた上で、個別のテーマに関する講義にな
りますが、歴史学、文化人類学、社会学などに基盤を置きながら、できるだけ平易に具体
的にお話します。
・トランスジェンダーとして生きてきた私なりのジェンダー＆セクシュアリティ観も交

えながら、お話しすることで、受講生の皆さんの「目からウロコ」が何枚も落ちるような
講義にしたいと思っています。
・また、毎回、Oh-o! Meijiの機能を使ってリアクション・コメントも提出してもらい、

受講生との意思疎通・情報交換をはかりたいと思います。
【到達目標】
・人間の「性」の構造やジェンダー＆セクシュアリティに関心をもってもらうこと。
・ジェンダーという概念が、さまざまな社会的事象を分析する上で「良く切れるナイ

フ」であることを知ってもらうこと。
・性別二元論や身体構造を絶対視する性別決定論、異性愛絶対主義にとらわれない、よ

り多元的で多様な性別認識や性愛観、ジェンダーの構築性を理解すること。
・自らの「性」のあり様を見つめ直し、自分が心地よいジェンダー＆セクシュアリティ
の在り様を探すヒントにしてほしいこと。
・それらにより、現代社会の様々な性現象を冷静に分析できる目を養ってほしいと思い

ます。

授業内容

（�） ガイダンス ─「性」を考えることの意味−
（�）「性」と社会を考える（�） ─ジェンダー論の基礎─
（�）「性」と社会を考える（�） ─セクシュアリティ論の基礎─
（�）「性」と社会を考える（�） ─まとめ─
（�）「性」の�要素論 ─身体の性・gender identity・社会的性・性的指向─
（�）「性」の多層構造論 ─「性」を模式的に考えてみる─
（�）「性」の多様性論（�） ─「ＬＧＢＴ」とはなにか─
（	）「性」の多様性論（�） ─Ｌ／Ｇ／Ｂ／Ｔをめぐる諸問題─
（
） トランスジェンダーと社会（�） ─その文化的普遍性─
（10） トランスジェンダーと社会（�） ─日本文化の要素として─
（11） 衣服とジェンダー（�） ─ 人はなぜ服を着るのか？─
（12） 衣服とジェンダー（�） ─ 身体と装いの間─
（13） 恋愛・結婚とジェンダー（�） ─その歴史─
（14） 恋愛・結婚とジェンダー（�） ─その現在─
レポート提出

履修上の注意

・講師がTrans-woman(男性から女性へのトランスジェンダー)であることに一定の理解
をもてること。
・講義の中で、セクシュアリティ(性器・性愛行為)に直接関わる用語・事象が語られるこ
と、あるいはセクシュアリティや身体変工を描写した画像を教材とすることを許容できる
こと。
・受講にあたっては、この�点に留意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

・レジュメや資料をよく読むこと。

教科書

・配布資料は、講義日の前日までにOh-o! Meijiにアップしますので、各自ダウンロード・
印刷してください。

参考書

・三橋順子『女装と日本人』（講談社現代新書、1200円＋税）
・三橋順子『新宿「性なる街」の歴史地理』（朝日選書、1700円＋税）
・三橋順子『歴史の中の多様な『性』─日本とアジア 変幻するセクシュアリティ─』
（岩波書店、3100円＋税）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・上記の講義目的に対する理解度と意欲を、主に出欠状態、講義参加度（リアクション・
コメント）、小論文（レポート）で判定します。
・小論文（レポート）60%、平常点40%。

その他
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403_14B00101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史学概論Ａ 野 尻 泰 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

歴史学とは何か、歴史的事実とは何か、史実を確定するための史料とは
何か、歴史認識とは何かといった根元的な問いをはじめ、世界史ないし
日本史の理解をめぐる理論と分析方法がどのように構築されてきたの
か、基本的かつ現代的な問題を講義する。現代歴史学のアウトラインを
把握することを目標とする。

授業内容

（�）講義の概要と授業計画
（�）歴史（とくに西洋史）を学ぶことの意義
（�）歴史学の歴史：前近代ヨーロッパ編
（�）歴史学の歴史：近現代ヨーロッパ編（レポート�課題発表）
（�）西洋史と史料
（�）歴史認識論�：歴史認識とは何か：生命46億年（レポート�提出）
（�）歴史認識論�：感染症から見る世界史
（	）歴史認識論�：ヨーロッパ中心史観とオリエンタリズム（レポート

�課題発表）
（
）歴史認識論�：歴史学研究の現代的意義：被災地復興と歴史学
（10）歴史と史資料：資料の種類／資料保存機関について（レポート�提

出）
（11）資料とフィールド：地域を歩き、資料をみる
（12）史料の虚実を考える（レポート�課題発表）
（13）史料を読む
（14）総括：歴史学の課題（レポート�提出）

（�）担当：青谷秀紀、江川ひかり、野尻泰弘
（�）〜（�）担当：青谷
（�）〜（
）担当：江川
（10）〜（14）担当：野尻

履修上の注意

授業には毎回必ず出席し、各領域から提起される課題を考えてほしい。
歴史理論・歴史認識論・史料論の�つの領域ごとにレポートを課すの
で、授業中に配付された資料のみならず、推薦された図書を学習してほ
しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回の授業内容をよく復習し、次回授業に臨むこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。必要な史・資料は、授業中に配付する。

参考書

授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験は、�つの領域から、講義内容をふまえてそれぞれレポートを課
す。成績は、�つのレポートの平均点によって判定する（レポート
100%）。レポートは必ず�領域すべてを提出すること。

その他

つづけて史学概論Bを受講することが望ましい。

404_14B00201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史学概論Ｂ（日本史） 高 橋 一 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本列島をフィールドとした歴史学の研究入門です。日本史学の研
究をすすめるうえで不可欠な基礎的知識の習得をめざします。とくに
基本史料や研究手法について具体的に学ぶとともに、時期や時代、地
域の区分、国家形態などにもとづく歴史叙述のありかたとその変遷に
関しても講じていきます。

授業内容

第�回 授業全体のテーマと進め方
第�回 時期区分論
第�回 時代区分論
第�回 地域の区分と認識の変化
第�回 修史事業と史料の調査・保存
第�回 史料と史料批判（�）史料の分類
第�回 史料と史料批判（�）史料批判の方法
第	回 史料と史料批判（�）歴史情報の析出
第
回 歴史認識と歴史叙述（�）政治史
第10回 歴史認識と歴史叙述（�）社会史・経済史
第11回 歴史認識と歴史叙述（�）環境史・災害史
第12回 歴史認識と歴史叙述（�）グローバル・ヒストリー
第13回 日本史学における「論争」
第14回 論文を読む・書く

履修上の注意

日本史学を研究するうえでの基本知識を広くあつかうため、自分が
とくに興味をもった時期・時代やテーマなどに関して、より専門的な
著書・論文にどんどんアプローチするとともに、さまざまな論説に対
する批判的な読解力を養うことをもとめます。また、本講義は基礎演
習とならんで、�年次以降の日本史学に関する学修の基盤をなすもの
ですから、毎回積極的に授業へ参加されることを希望します。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回授業時に提示する参考文献等を精読し、あらかじめ理解を深め
ておくとともに、疑問点を整理しておいてください。

教科書

とくに指定しません。

参考書

授業の進捗にあわせて適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極性（コメントペーパーを含む）30％。定期試験70％。

その他
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405_14B11001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史学概論Ｂ（アジア史） 小松原 ゆ り

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アジア史学の研究入門。中国における「史学」や日本におけるアジア
史学（東洋史学）研究の変遷を、時代背景やヨーロッパにおける東洋
学の展開を踏まえながら考察します。また、アジア史学を研究するた
めに必要な基本史料や様々な研究手法について、主に中国やチベット
を事例に挙げながら具体的に学んでいきましょう。
アジア史を研究するうえでの基礎的な知識の習得を目標とします。

授業内容

第�回 a. アジア史・東洋史とは何か？ b.アジアに関する映像の鑑賞
第�回 アジア史における多言語史料と史料批判
第�回 中国：史書の誕生と正史の変遷
第�回 中国：清代考証学の興隆
第�回 中国：近代歴史学のはじまりー梁啓超と「新史学」ー
第�回 近世日本とアジア：漢籍の流入と還流
第�回 近代日本におけるアジア史学（�）唐宋変革論
第	回 近代日本におけるアジア史学（�）時代区分論争
第
回 ヨーロッパにおける東洋学の発展
第10回 近代日本におけるアジア史学（�）日本の大陸進出と満鮮史
第11回 様々な史料・研究手法（�）木簡・竹簡・石刻
第12回 様々な史料・研究手法（�）文献史料
第13回 様々な史料・研究手法（�）地図・絵画・写真
第14回 a. まとめ b.テスト
※授業の進行具合によって内容が多少前後・変更する場合があります。

履修上の注意

毎回出欠を兼ねてリアクションペーパーを提出してもらいます。質問
や意見など、受講者の積極的な参加を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

レジュメとパワーポイントを中心に進めますが、授業中に関連する書
籍や論文・史料等を紹介するので、それらを参考に授業内容を整理・
復習することが好ましいです。授業内容を振り返り、不明な個所があ
れば質問すること。

教科書

特定の教科書はなし。毎回レジュメを配布します。

参考書

『増訂版中国史研究入門』上・下（山根幸夫編、山河出版社）、『アジア
歴史研究入門』全�冊（島田虔次等編、同朋舎）、『中国歴史研究入門』
（礪波護等編、名古屋大学出版会）、『支那史学史』全�巻（内藤湖南、
東洋文庫）、『「正史」はいかに書かれてきたか−中国の歴史書を読み解
く』（武内康浩、大修館書店）など。授業中に各回の参考文献をを紹介
します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テスト60％、授業への貢献度（出席、積極性などを含む）40％。

その他

授業中の私語やスマホ・パソコンの使用は禁止。

406_14B20101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史学概論Ｂ（西洋史） 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ヨーロッパの歴史について, それを記述した歴史書や歴史叙述を考

えながら,その背景となる歴史認識について学ぼうとするものである。

最終的には,現代ヨーロッパにおける歴史学の方向性を理解すること

を目指している。

授業内容

多少の変更はあるが授業は以下の要領で進められる。

（�）授業全体のテーマと進め方，教材・参考書について

（�）〜（�）西洋における時代区分と地域区分

（�）〜（
）西洋における史料と史料批判

（10）〜（14）西洋における歴史認識と歴史叙述

履修上の注意

歴史学についての考え方を鍛えるためにも,批判の心をもって授業

に参加する努力が必要である。質問を大いに歓迎する。特別な理由を

除いて遅刻・欠席は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介する文献は可能な限り読み,現在,歴史学ではどのような

問題が議論されているか考えてもらいたい。

教科書

特定の教科書は指定しない。授業中で配布する資史料や参考文献を

読んでおくこと。

参考書

必要に応じて授業中で紹介するが,とりあえずここでは以下の文献

をあげておく。

・カー,E.H.（清水幾太郎訳）『歴史とは何か』（岩波書店（岩波新書),

1962年）

・ハント，リン（長谷川貴彦訳）『なぜ歴史を学ぶのか』（岩波書店、

2019年）

・遅塚忠躬『史学概論』（東京大学出版会, 2010年）

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

授業への積極性（あるいはレポート）30％,試験70％。

その他

受講者は無断欠席をせず,根気よく取り組み,やる気（「気力」）を示

すこと。
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407_14H20401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然科学的ものの考え方 芳 賀 猛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

自然科学系の科目に触れることが少ない文学部の皆さんに、「自然科学的なもの
の考え方」を身につけてもらうことで、より豊かな人生を歩んでもらうことを目
的としています。現代では、誰しも自然科学の恩恵に預かっています。それと同
時に、科学的という言葉を鵜呑みにすると危ないような情報も、飛び交っていま
す。この講義では、自然科学の知識というより、自然科学的なものの見方や考え
方を学んでもらうことで、世の中の情報の意味を正しく理解し意思表明できるよ
うになること、また受講生一人一人に、これから持続可能な社会を構築していく
ために浮かび上がってくる様々な課題を抽出し、課題解決へのアプローチを考え
てもらうことを目標としています。

授業内容

「自然科学的なものの考え方」とはどういうものか、その背景を学び、現在の恩
恵につながる発見の数々が、どのような経緯で生まれてきたか、見ていきます。
そして現在の課題を見つめ、将来にわたって持続可能な社会を構築するためにど
のようなことが必要か、受講生の皆さんと一緒に考え、話し合いながら講義をし
たいと考えています。

�.自然科学とは
�.自然科学と真理
�.自然科学の方法
�.自然科学の応用
�.自然科学の恩恵
�.自然の多様性
�.自然のもたらす災害
	.自然と人工

.自然科学と生命倫理
10.自然科学と環境
11.自然科学と食料
12.自然科学と健康
13.自然科学と人間
14.自然科学と持続可能な社会

履修上の注意

まがいものの科学に、惑わされていませんか。鵜呑みにするのは危険です。自
然科学の考え方を学び、日々の生活に生かしていってください。自然界のルール
が見えてくると、楽しくなってきます。身近な自然科学に関する話題に興味を
持って、皆さんで話をしていくことで、より充実した人生になっていく体験をし
ていってもらいたいと思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回で提示するトピックについて、事前の自習や受講生同士のディスカッショ
ンを行い、次回の講義につなげます。

教科書

特になし

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末レポート（60％）、ミニッツレポート［毎回終了時に、その回の学んだこと
や感想等を数分程度で記載するもの］（20％）、授業への参加度（20％）に基づい
て評価します。レポートは授業内容の理解度と、授業内容から皆さんが考察した
ことや発展的に学習した内容を評価するものとします。

その他
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408_14F58201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然科学と考古学Ａ 谷 畑 美 帆

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

考古学は、歴史学の一つとされることが多い。しかし、その内容は多岐にわたるものであり、さ
まざまな側面を持っている。また本講義では、考古学を理解する手助けとなる境界領域を中心に複
合的な研究分野を紹介し、自然科学の研究分野と考古学との関係性についても、あわせてみていく
こととする。さらに講義を通じて、考古学は単なるロマンの対象ではなく、科学的研究方法によっ
て成り立っている学問であることを認識していただき、その対象は太古の昔のみではなく、現代社
会を生きる私たちに不可欠な研究分野の一つであることも講義を通じて知っていただきたいと考え
ている。

授業内容

第�回 a :講義の概要について
b :考古学について

第�回 考古学と考古科学について

第�回 a :科学的に遺構を掘る
b:出土遺物を科学的に研究する

第�回 それは何年前のことなのか？（年代測定による絶対年代の提示ほか）

第�回 それはどのような構造をしているのか？（SEMやXRFを使った構造調査ほか）

第�回 考古科学と保存科学について

第�回 保存処理とその概要について

第	回 出土遺物の保存処理）木製品の保存処理・金属製品の保存処理ほか）

第
回 保存修復について

第10回 a:博物館の環境管理について
b:燻蒸とIPM

第11回 a:心理学を用いた考古学について
b:復元・復原展示について

第12回 a:考古学と人類学について
b:被葬者として出土する人骨からの考察

第13回 現代社会と考古学−�−（戦跡考古学ほか）

第14回 現代社会と考古学について−�−(震災レスキューほか）

履修上の注意

講義に関連する資料はOh!meijiでアップするので、授業で使用する他、期末の課題（レポートな
ど）に際して必要なため、きちんと保管し、いつでも確認できるようにしておくこと。

講義は、オンラインと対面のハイブリッドで実施する。

準備学習（予習・復習等）の内容

個々人の到達目標によって予習・復習の内容は変わってくる。そのため、各自で判断して時間の許
す限り積極的に勉強するようにしていただきたい。また、全体を通しての講義内容はそれほど難解
なものではないため、講義中に提示する文献等にも積極的に目を通してほしい（英語の場合もあ
り）。さらに、博物館の展示に関する講義も含まれているため、受講期間中少なくとも�回は関東
地方（ほかでもOK、国内外を問わない）の博物館・資料館に足を運んでいただきたい。

教科書

特に指定しない。

参考書

特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点と期末の課題により採点
レポートまたはテスト90％、平常点10％（講義態度・講義時に実施する小テスト他を含む）
レポートまたは試験については、課題を各自いかにクリアしたか、また講義を受けることによって
どのような新知見を得たか等によって見ていく。
また平常点は、講義を受講する態度等を中心につけていく。講義中の私語は厳禁。特に注意しない
場合も減点の対象となるため、講義態度には各自十分注意すること。

その他

409_14F58301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然科学と考古学Ｂ 谷 畑 美 帆

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

遺跡から出土する資料の中にはさまざまなものがあるが、ここでは墓などから出土する人
骨資料を中心として講義を進めていく。人骨資料から明らかにできることは多岐にわたって
いるが、この資料が、土器などの人工遺物同様、遺跡から出土する資料であることを理解
し、考古学の枠組みの中でも研究対象となることを知っていただきたい。また、人骨から得
られる情報の中でも、ここでは特に、骨病変として観察されるものを手掛かりとして、過去
の社会をみていくこととする。このほか、人骨は他の資料と異なり、遺体としての側面を
もっており、その取扱いや展示には注意が必要であることも認識していただきたいと考えて
いる。

授業内容

第�回 a :講義の概要について
b :人骨資料の取り扱い

第�回 人骨資料から明らかにできること

第�回 人体の構造（骨の形態等について）

第�回 a 古病理学について
b 小テスト（予定）

第�回 人骨からわかること（�）

第�回 人骨からわかること（�）

第�回 骨病変から見る─縄文時代・弥生時代─

第	回 骨病変から見る─古墳時代─

第
回 骨病変から見る─江戸時代ー

第10回 骨病変から見るー過去から現代へー

第11回 骨病変から見る─海外の事例を中心にー

第12回 人骨資料の活用−展示を通しての活用─

第13回 骨病変から過去の社会を見る

第14回 関連DVD鑑賞ほか（予定）

履修上の注意

個々人の到達目標によって予習・復習の内容は変わってくる。そのため、各自で判断して時
間の許す限り積極的に勉強するようにしていただきたい。また、全体を通しての講義内容は
それほど難解なものではないため、講義中に提示する文献等にも積極的に目を通してほしい
（英語の場合もあり）。さらに、博物館の展示に関する講義も含まれているため、受講期間中
少なくとも�回は関東地方（ほかでもOK、国内外を問わない）の博物館・資料館に足を運
んでいただきたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義に関する資料はOh!meijiにアップしていくので、授業で使用する他、期末の課題（試験
またはレポート）に際して必要なため、きちんと保管し、いつでも確認できるようにしてお
くこと。

教科書

特に指定しない。

参考書

特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点と期末の課題により採点
小テストまたはレポート90％、平常点10％（講義態度等）
レポートまたは試験については、課題を各自いかにクリアしたか、また講義を受けることに
よってどのような新知見を得たか等によって見ていく。また平常点は、講義を受講する態度
等を中心につけていく（私語は厳禁である）。

その他
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410_14B40301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然地理学概論Ａ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

自然地理学は，地形，気候，植生，水文環境といった自然環境の構成
要素のつながりを総合的・俯瞰的にとらえて，自然景観の成り立ちを読
み解く学問であるとともに，自然資源の活用や自然災害の軽減といった
自然と人間とのより良い共存関係を模索していく上で基盤となる重要な
学問である。
本授業では，自然地理学の骨格となる地形・地質，気候，土壌，植生

の内容を網羅的に扱い，自然環境の成り立ちを理解するために，各分野
の大学教養レベルの基礎知識を確実に身に着けることを目標とする。さ
らに，それらの知識を用いて，気候変化による景観変化や災害といった
実際の現象を正しく理解し，説明できることを目指す。

授業内容

第�回 自然地理学で何を学ぶのか
第�回 地球の内部構造・内的営力による地形の変化
第�回 地震活動と変動地形
第�回 火山活動と火山地形
第�回 日本列島の地質、風化・侵食
第�回 山地の地形と人々の暮らし
第�回 平野の地形と人々の暮らし
第	回 大気と水の循環
第
回 世界と日本の気候
第10回 気候と土壌、生物群系
第11回 気候変化と景観変化
第12回 人間活動と生態系
第13回 自然災害とハザードマップ
第14回 まとめと試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

授業資料を事前にOh-o！Meijiにアップロードしておくので，印刷した
ものを授業に持参して授業ノートとして使用できるように準備するこ
と。予習として（前の授業で出題された）簡単な課題に取り組み，授業
後もコメントペーパの提出を通じて復習をすること。

教科書

特に定めないが，授業内で参考書を紹介する。自然地理学を専門にする
場合には，下の参考書から�冊選んで購入しておくことを推奨する。

参考書

吉田英嗣『はじめての自然地理学』（古今書院）
小野映介・吉田圭一郎編『みわたす・つなげる 自然地理学』（古今書院）
高橋日出男・小泉武栄編著『地理学基礎シリーズ� 自然地理学概論』
（朝倉書店）
Darrel Hess『Physical Geography : A Landscape Appreciation』
(Pearson)

課題に対するフィードバックの方法

予習課題については授業内で解説する。

成績評価の方法

予習課題と授業後のコメントペーパ30％，学期末の筆記試験70%

その他

411_14B40401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然地理学概論Ｂ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】自然地理学概論Ｂでは，大陸規模の自然地域としての特徴を総合的に把握す
ることを通して，自然地理学の重要な知識の更なるを拡充を目的とする。最大の大
陸であるユーラシアについては，大陸の骨組みである地質構造の概観を出発点とし
て，地形の配列には空間的な規則性があることを理解したい。次いで，地形によっ
て大気大循環（大気の一般的／理想的な循環のこと）が変形されて大陸規模の気候
を生み出し，最終的にはその気候が生物の環境となって植生や動物を含むバイオー
ムの分布を規定しているという認識に到達したい。ほぼ同様の展開で，二つの逆三
角形の大陸が南北に並ぶアメリカ，熱帯を中心として両半球の亜熱帯にまたがる分
裂途中の大陸・アフリカ，他の世界から孤立して独自の発展を遂げたオセアニア
（オーストラリア）を扱う。そして最後に氷床に覆われた南極とグリーンランドで半
年間の授業を締めくくる。
【到達目標】履修者の皆さんが，様々な自然地域というものは一定の法則性の下に出
来上がった地形を基盤として，その強い影響により作り出された気候を中だちとし
て，眼に見える地表上の景観として成立した地理学的空間の総合体であると認識で
きるようになることを目標としている。

授業内容

本講義の内容（全14回）は以下のとおりである。
�．陸地の配置と生物地理
�．ユーラシアの地質構造のなりたち
�．ユーラシアの地形
�．ユーラシアの気候
�．ユーラシアの生物分布
�．アフリカの地質と地形
�．アフリカの気候と生物分布
	．南北アメリカの地質と地形

．南北アメリカの気候と水文
10．南北アメリカの生物分布
11．オセアニアの地質と地形
12．オセアニアの気候と生物分布
13．南極とグリーンランドの地質・地形と雪氷
14a．総括
14b．筆記試験

履修上の注意

地理学専攻の学生は、�年次で自然地理学概論Ａとともに履修しておくこと。�
年次の必修科目である地理学研究法Ａの内容や自然系の専門科目群は、自然地理学
概論Ａ・Ｂが履修済みであることを前提としている。

準備学習（予習・復習等）の内容

自然地理学概論 A を履修済みであることを前提として講義する。授業で使用する
図表は，原則として前日の夜までにOh-o! Meiji System「資料」にアップロードする
ので事前に目を通しておき、ノートを取るためには印刷して持参することが望まし
い。

教科書

使用しない。

参考書

以下を独学用の関連参考書として推薦する(授業では使用しない)。
自然地理学全般:岩田修二『統合自然地理学』東京大学出版会，2018年発行
気候学分野:安成哲三『地球気候学』東京大学出版会，2018年発行
地形学分野:貝塚爽平『発達史地形学』東京大学出版会，1998年発行

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

最終筆記試験(60%)および�回の小テスト(40%)の得点によって成績を評価する。
なお，授業の進行状況により時間不足となった場合には小テストを順次省略し，そ
の成績評価割合は最終筆記試験に振り替えるものとする。

その他
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412_14F60901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然地理学特説Ⅰ 高 波 紳太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

自然地理学分野の調査研究において、地理空間情報システム(GIS)の利用は欠
かせないものとなっている。GISの普及により、高度な空間解析や情報間の重
ね合わせ、そして多彩で効果的な地図表現が容易となった。本科目はGISを用
いた空間解析の理論的背景および基本的操作法の解説と実践事例の紹介を通
じて、自然地理学的研究を行う上で適切にGISを活用する能力を養うことを目
標とする。専門分野を問わずGISに関心のある学生の履修を歓迎する。
GISソフトウェアにはウェブ上にて無償で公開されている「QGIS」を使用す
る。授業を進めるにあたっては、地図学ならびに地域統計学の科目を既に履
修している前提で説明する。

授業内容

全14回で、各回の内容（予定）は以下の通り。

�： 自然地理学分野における空間解析の基礎
�： 地理空間情報システムの導入
�： 座標系と投影法
�： データ入力と画面表示
�： ラスタデータの分析
�： ベクタデータの分析
�： 地図作成とデータ出力
	： ベースマップ作成法（�）数値標高モデル（DEM）による等高線図の作

成

： ベースマップ作成法（�）歴史的な地理空間情報の重ね合わせ
10： 空間解析手法： フィールド演算と属性間演算
11： 応用（�）地形地質断面図の作成
12： 応用（�）地形計測
13： 応用（�）現地で取得したデータの解析
14： 自然地理学的研究におけるGISの活用事例

履修上の注意

授業内および課題でGISソフトウェアを用いた作業をするため、個人のノート
PCの持参が必須である。新たに高価な製品を購入する必要はなく、最低限
QGISが動く性能を満たしているものでよい。PC本体のOSはWindows／Macの
どちらでも構わないが、本講ではWindows使用時の手順を説明する。Mac使
用者は各自で仕様の差異に対応すること。
授業資料と作業用データはOh-o Meijiシステム上で配布する。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修開始までにコンピュータの基本的な操作を習得していること。復習のた
めにGISを用いた空間分析作業を課題とする。

教科書

特に指定しない。

参考書

今木洋大・伊勢紀「QGIS入門第�版」、古今書院、2022年
橋本雄一編「二訂版QGISの基本と防災活用」、古今書院、2017年

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題にコメントと評価を書き込んで返却する。

成績評価の方法

本科目の成績は提出された課題の内容（80％）と、授業への参加・貢献度
（20％）によって評価する。

その他

413_14F61001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

自然地理学特説Ⅱ 渡 邊 貴 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

[授業の概要]
地球温暖化やそれに起因する自然災害など我々を取り巻く大気環境は近
年大きく変化しています。その中で人間活動を行っていく上で地球の大
気中で発生する様々な現象について理解することは非常に重要です。こ
の授業では気象学の基礎知識について学び、また近年の気象学において
重要な役割を果たしている数値シミュレーションの概要や利用例につい
て解説していきます。

[到達目標]
・身の回りで発生している大気現象の法則やメカニズムについて学ぶ。
・数値シミュレーションとは何かを理解し、その利用例について学ぶ。

授業内容

第�回 気象学とは
第�回 地球の大気構造
第�回 気温と熱エネルギー
第�回 湿度と降水
第�回 地球と太陽エネルギー
第�回 大気に働く力と風
第�回 天気図を読む
第	回 数値シミュレーションとは
第
回 数値シミュレーションの利用例�：天気予報
第10回 数値シミュレーションの利用例�：局地風
第11回 数値シミュレーションの利用例�：ヒートアイランド現象
第12回 数値シミュレーションの利用例�：大気汚染
第13回 数値シミュレーションの利用例�：気候モデル
第14回a 試験
第14回b 解説と総括

履修上の注意

地球環境A・Bを履修済みであり、気候学I・IIを合わせて履修すると良
い。授業中に行う演習として簡単な計算問題を解いてもらうことがある
ので、ノート等を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布する資料を読んでから授業に参加し、授業中に行う演習問題
などについて復習をする。

教科書

プリントを配布する。

参考書

・『一般気象学 第�版補訂版』小倉義光（東京大学出版会）
・『大気と水の循環 ─水文気象を学ぶための14講─』松山 洋・増田 耕
一 編（朝倉書店）

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーの模範解答を翌週の授業で解説する。
最終授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

授業中の課題（40%）、定期試験（60%）

その他
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414_14G07501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

司法・犯罪心理学 室 城 隆 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義では，文学部のカリキュラムポリシーである「人間とは何か」という問題
への多角的な取り組みの一環として，犯罪・非行などの問題を起こす人間という存
在の本質の理解に関わる司法・犯罪分野の専門知識を身につけるとともに，犯罪者
や非行少年の更生に関する心理的援助のための知識や技法を学ぶことを目的として
いる。具体的な学習内容は，以下のとおりである。なお，基本的にはパワーポイン
トの資料を用いた講義形式の授業になるが，視聴覚教材も活用する予定である。
�．犯罪の原因に関する生物学的，社会学的，心理学的諸理論について学習する。
�．各種犯罪の特徴について学習する。
�．犯罪者の捜査，司法手続き，処遇，立ち直りという一連のプロセスにおける心
理的支援について学習する。
�．犯罪被害者への支援や犯罪の予防について学ぶ。
�．家庭裁判所における家事事件の内容と手続きおよび心理的支援について学習す
る。
この講義の到達目標は，以下のとおりである。

（�）犯罪・非行，犯罪被害及び家事事件についての基本的知識を身につける。
（�）司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理に関する支援について学ぶ。

授業内容

第�回 司法・犯罪心理学とは何か〜対象と方法
第�回 犯罪の原因（�）生物学的要因
第�回 犯罪の原因（�）社会学的要因
第�回 犯罪の原因（�）心理学的要因，環境との相互作用，犯罪原因の統合的理

解
第�回 犯罪捜査と心理学
第�回 非行・犯罪者に対する司法手続き〜アセスメントを中心に
第�回 非行・犯罪者の処遇・矯正
第	回 家庭裁判所の家事事件と心理的支援
第
回 犯罪者の立ち直り

被害者支援と犯罪予防
第10回 犯罪各論（�）暴力犯罪，殺人
第11回 犯罪各論（�）性犯罪・放火
第12回 犯罪各論（�）窃盗等の財産犯，その他の犯罪
第13回 犯罪各論（�）少年非行
第14回 ａ：司法・犯罪心理学の課題

ｂ：試験

履修上の注意

履修に当たっては，積極的な受講態度が望まれる。

準備学習（予習・復習等）の内容

本講義については，予習においては，テキスト「Progress & Application司法・犯
罪心理学」の該当箇所を読み、ポイントなどをまとめておくこと。また，復習にお
いては，テキスト「Progress & Application司法・犯罪心理学」，講義資料，必要に応
じて参考文献を読んで理解を定着させることが必要である。

教科書

『Progress & Application司法・犯罪心理学』越智啓太著（サイエンス社）

参考書

『犯罪心理学−犯罪の原因をどこに求めるのか』大渕憲一（培風館）

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーの講評を授業内に行なう。

成績評価の方法

授業への参加度（リアクションペーパー等で把握する）45％ 試験55％

その他

この科目は、公認心理師試験受験のために必要な科目である。
授業評価アンケートにパワーポイントの資料がやや見にくいという意見が合ったた
め、可能な範囲で見やすくする。

415_14F12501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ジャーナリズム研究 水 野 剛 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講の目的は，ジャーナリズム，つまりマス・メディアがになう多くの役割のなかでとくに
ニュースの報道や時事問題についての解説や論説に焦点をしぼり，その特質や問題点を総合的に論
じることである。本講であつかう媒体は，新聞や雑誌などの活字メディアを中心とするが，写真・
テレビ・ラジオ・インターネットなども含む。ただし，ニュースの報道や評論・論説活動に直接関
わらないものは、基本的に除外する。
本講は，ジャーナリスト養成のためのハウツー・テクニックを教えるものではない。しかし，本

講を受講することで，我々の日常生活のなかでいかにジャーナリズムが重要な役割を果たしている
か，そしてその重要性ゆえに，我々はどのような心構えでジャーナリズムに接するべきかについて
考えを深めることができるはずである。これは，将来ジャーナリズム活動に携わる者にとっても，
そうでない大多数の受け手にとっても，同じように重要である。

授業内容

上述の目標を達成するために、本講は建設的な討論（ディスカッション）を中心とするゼミ形式
を採用する。ここでいう建設的な討論とは、共通の問題に対して受講者がお互いの意見を交換しあ
い、個人的に、また全体としてより深い問題解決・理解を目ざす共同作業を意味する。具体的に
は、ジャーナリズムに関する特定の題材を設定し、グループあるいは個人間でその内容についてひ
たすらディスカッションをくり返す。ただし、受講者数の多寡により修正を加える場合がある。
ディスカッションと同時並行して、すべての受講者は、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどに毎日

接し、その中から広くジャーナリズムに関わる問題をとりあげた「日誌」をつけなければならな
い。このため、受講者は最低�紙の新聞を購読する必要がある。
より詳しい演習スケジュールは、課題などの情報とともにシラバスにまとめて初回の授業（現時

点では対面の予定）で明らかにする。受講希望者は、初回の授業（�月11日）はかならず出席する
こと。

第�回 本講の基本方針、具体的なスケジュールなど
第�回 受講者の自己紹介、ディスカッションの手順説明
第�回 ジャーナリズムに関するディスカッションの論題説明 �
第�回 上述の論題に関するディスカッション
第�回 上述の論題に関するディスカッション（つづき）
第�回 ジャーナリズムに関するディスカッションの論題説明 �
第�回 上述の論題に関するディスカッション
第	回 上述の論題に関するディスカッション（つづき）
第
回 ジャーナリズムに関するディスカッションの論題説明 �
第10回 上述の論題に関するディスカッション
第11回 上述の論題に関するディスカッション（つづき）
第12回 ジャーナリズムに関するディスカッションの論題説明 �
第13回 上述の論題に関するディスカッション
第14回 総括、総評

履修上の注意

本講の受講を希望する者は、少なくとも次の諸点について了解しておかなければならない。
第�に、「コツコツ努力することが嫌い・苦手」という人にはむかない。単位取得のためには、

一定の作業量が要求されるからである。
第�に、少なくとも新聞（一般紙）を�紙定期購読する必要がある。毎授業でその日の新聞につ
いて数名からコメントを求めるほか、「ジャーナリズム日誌」をつけることを義務づける。
なお、本講は出席と授業参加を重視するため、就職活動などで欠席が多くなることが予想される

�・�年生は、はじめから受講すべきでない。本講は、就職活動中の学生だけを優遇しない。すべ
ての受講者を平等にあつかう。したがって、追試なども実施しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前・事後とも、積極的な授業参加を前提とした新聞閲読、および各自できる範囲での追加的な
学習を求める。
とくにディスカッションでは、プレゼンターはもちろん、受講者全員が入念な準備をした上で、
ジャーナリズムに関する特定の論題について考えを深めておく必要がある。読むべき文献等を教員
が指定する場合もある。

教科書

テキストは使用しないが，受講者は最低�紙，新聞（一般紙）を定期購読しなければならない。
大学生を含む成人にとって，新聞閲読は最低限のたしなみである。毎授業に当日の新聞と

「ジャーナリズム日誌」を持参し，最近のニュースについてコメントしてもらう。

参考書

Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism (Guardian Books, 2003).
ビル・コヴァッチ，トム・ローゼンスティール，加藤岳文・斎藤邦泰訳，『ジャーナリズムの原

則』（日本経済評論社，2002年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

その場限りの単発の試験ではなく、毎日の継続的な努力と授業参加を重視する。欠席は大きな失
点となるが、かといって単に出席しただけで単位を与えることはない。授業への積極的な参加が評
価を大きく左右する。
ディスカッション以外の最大の課題は、新聞やテレビや雑誌などの報道機関に積極的に接し、そ

れにもとづいて「ジャーナリズム日誌」をつけることである。そのために主要日刊紙を最低�紙は
講読する必要がある。
評価の配分は、おおまかに、授業参加＝60％、「ジャーナリズム日誌」＝30％、その他＝10％程
度とする。

その他
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416_14G00801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会意識論 内 藤 朝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

集合的な暴力や迫害をめぐるさまざまな具体的なケースをとりあげなが
ら、人が置かれた社会的環境によって意識がつくられる側面と，意識が社
会を維持したり変化させたりする側面のダイナミックなループを考察す
る。適宜映像資料を用いる。また人生上の生々しい幸福や不幸の諸相が，
この社会意識のループの中でどのように変転しているかに注意を喚起しな
がら，講義を進める。今回は、連合赤軍山岳キャンプの記録を、みなし実
験として扱い、そこからさまざまな心理社会的なメカニズムを発見する。
このことによって、各自が本テーマに関して見識を深め、各自が各自の

考えを生み出すことに寄与するのが授業の到達目標である。

授業内容

第�回 心理メカニズムと社会メカニズムを接合する理論（教科書および
配付資料におけるさまざまな理論）

第�回 集団の心理社会学（教科書および配付資料におけるさまざまな理
論）

第�回 映像資料（みなし実験としての連合赤軍山岳キャンプ前半）
第�回 映像資料（みなし実験としての連合赤軍山岳キャンプ後半）
第�回 新左翼勢力についての概略と、連合赤軍の歴史
第�回 情動IPS（Intra-inter-Personal-Spiral）と理念と利害
第�回 秩序形成段階とニッチ構築
第	回 戦争等のなかでの人間の変化に関する分析
第
回 映像資料（日常生活のなかでの迫害と憎悪の連鎖に関する映像資

料）
第10回 日常生活のなかでの迫害と憎悪の連鎖に関する分析
第11回 映像資料（全体主義に関する映像資料）
第12回 全体主義に関する分析
第13回 進化と心理社会学
第14回 安全と平和を構築する条件

履修上の注意

レポートは感想文ではなく，論文であること。教科書や配付資料を読ん
でくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業に出る前に毎回必ず教科書や配付資料を読んでくる必要がある。ま
た、わからないところや、各自の問題関心から質問したり、発言したりす
る内容をノートに書いてくる必要がある。授業で紹介した内容について
は、文献等でしらべてくること。次回の授業範囲については、文献等で調
べておくこと。事業で理解したことを要約すること。

教科書

『いじめの構造』内藤朝雄（講談社現代新書）
『いじめの社会理論』内藤朝雄（柏書房）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックに関しては、適時Oh-o!Meijiを通じて配信す
るので、確認すること。

成績評価の方法

レポート100パーセント

その他

417_14F02701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会言語学 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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418_14H04201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会史Ａ 菅 原 未 宇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義ではまず、歴史学の一分野としての「社会史」が登場した経緯を論じ
る。続いて、その後の社会史研究の発展の中で生み出された様々な成果、例
えば家族・人口、犯罪、環境をめぐる歴史研究を紹介しながら、社会史の持
つ可能性と限界を考察する。取り上げる事例は中世、近世のブリテン諸島
（イギリス）、フランスが中心となるが、必要に応じて他のヨーロッパ地域や
近現代の事例に言及することもある。
到達目標は以下の通り。（�）歴史学の中での「社会史」の位置づけ、その
意義と限界を知る。（�）歴史学の手法、歴史の語り方の多様性を理解する。
（�）歴史学の持つ現代的な役割を認識する。

授業内容

�a．講義計画の提示と前提となる事項の確認・解説
�．社会史登場以前の歴史�−古代
�．社会史登場以前の歴史�−中世
�．社会史登場以前の歴史�−近世
�．社会史登場以前の歴史�−近代歴史学の誕生
�．社会史の登場
�．アナール派第一世代の歴史家たち
	．系の歴史学

．アナール派第二世代の歴史家たち
10．社会史への批判
11．歴史人口学の成果
12．犯罪の社会史
13．環境史
14．まとめ−社会史の課題と展望

履修上の注意

授業は講義形式で行うが、人数などの条件によっては、受講者による報告や
意見の提出を求めることもある。コメントシートを通じた質問や疑問点の提
示を歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で配布した史資料に目を通して次の授業に臨むこと。また、取り扱う
史資料の背景については授業内で解説を行うが、時代状況の概略について
は、西洋史の概説書（ミネルヴァ書房刊『大学で学ぶ西洋史』、『教養のため
の西洋史入門』など）を用いて自ら学習することを期待する。
授業後は、ノートや史資料を見直し、授業内で解説した事項・事象について
自分なりに説明できるようにすること。

教科書

特に指定しない。

参考書

竹岡敬温、川北稔編『社会史への途』有斐閣、1995年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業内で課題を課した場合、それを含む）30%
定期試験 70%

その他

受講生には、過去と現在の政治・社会・文化のあり方に関心を持つことを期
待する。
アンケート機能を通じて寄せられた授業内容に関する質問の中から、全体で
共有すべき質問をいくつか取り上げて次の授業で回答を行うことについて、
内容理解が深まるという肯定的な反応を得たので、今年度もコメントシート
もしくはアンケート機能を用いて継続する。

419_14H04301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会史Ｂ 菅 原 未 宇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義では、地域と時代を限定し、中世・近世・近代イギリス（ブリテン諸
島）を対象とした社会史研究の成果を提示する。とりわけ都市に生きた人々
が作り上げた社会や文化の諸相、例えば信仰、結社、救貧、教育のあり方に
焦点を当て、狭義の政治史や思想史などの他ジャンルとは異なる社会史や文
化史の研究事例を詳細に論じる。
到達目標は以下の通り。（�）過去のイギリス社会のあり方とその歴史的過程
を知る。（�）歴史学の持つ現代的な役割を認識する。（�）多様な史資料を
批判的に分析する能力を獲得する。

授業内容

�a．講義計画の提示と前提となる事項の確認
�．都市の成立と発展
�．信仰の共同体
�．商人と職人の団体
�．都市統治と治安維持
�．教区政治の展開
�．教育−学校利用の様相
	．都市民の娯楽

．都市と災害
10．都市共同体の変質
11．アソシエーションの活動
12．福音主義者の活動
13．民衆暴動
14．全体のまとめと展望

履修上の注意

授業は講義形式で行うが、人数などの条件によっては、受講者による報告や
意見の提出を求めることもある。コメントシートを通じた質問や疑問点の提
示を歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で配布した史資料に目を通して次の授業に臨むこと。また、本授業で
はイギリス（ブリテン諸島）社会の歴史に関するいくつかのトピックを選択
的に扱うため、各トピックの背景となる概説的事項は、参考書に挙げた概説
書などを用いて自ら学習することを期待する。
授業後は、ノートや史資料を見直し、授業内で解説した事項・事象について
自分なりに説明できるようにすること。

教科書

特に指定しない。

参考書

青山吉信編『世界歴史体系 イギリス史�』山川出版社、1991年
今井宏編『世界歴史体系 イギリス史�』山川出版社、1990年
川北稔編『世界各国史11 イギリス史』山川出版社、1998年
木畑洋一、秋田茂編『近代イギリスの歴史』ミネルヴァ書房、2011年
君塚直隆編著『よくわかるイギリス近現代史』ミネルヴァ書房、2018年
指昭博『図説イギリスの歴史』河出書房新社、2002、2015年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業内で課題を課した場合、それを含む）30%
定期試験 70%

その他

受講生には、過去と現在の政治・社会・文化のあり方に関心を持つことを期
待する。
アンケート機能を通じて寄せられた授業内容に関する質問の中から、全体で
共有すべき質問をいくつか取り上げて次の授業で回答を行うことについて、
内容理解が深まるという肯定的な反応を得たので、今年度もコメントシート
もしくはアンケート機能を用いて継続する。
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420_14G06801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会・集団・家族心理学Ⅰ 堀 田 結 孝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本講義では、社会心理学の基礎的な理論を学んでいく。社会心理学とは、他
者と関わる場面における人々の認知や行動の傾向を探究する心理学分野であ
る。本講義では、�) 対人関係並びに集団における人の意識及び行動について
の心の過程、�) 人の態度及び行動、�) 家族、集団及び文化が個人に及ぼす
影響をテーマとして扱う。関連する実証的研究や社会心理学の隣接領域の研
究などの紹介もしていく。

＜到達目標＞
・社会心理学における基礎的な概念や理論について、説明することができる。
・対人関係や集団の中での人間の認知や行動パターンを説明することができ
る。
・家族、組織及び共同体などの社会集団の中で生じる問題とその問題に対す
る対処法を考えることができる。

授業内容

第�回 イントロダクション：社会心理学とはなにか
第�回 対人認知：帰属やヒューリスティック
第�回 態度の形成と変容：自己、認知的不協和、説得
第�回 対人関係：対人魅力
第�回 対人行動：社会的促進と社会的手抜き
第�回 対人行動：援助と攻撃
第�回 社会的相互作用：囚人のジレンマ
第	回 社会的影響：同調と服従
第
回 集団：内集団ひいき、社会的アイデンティティ
第10回 集団：偏見、集団間葛藤
第11回 集団：集団意思決定
第12回 家族及び社会集団：親密な関係やソーシャル・サポート
第13回 文化と社会心理
第14回 a: 試験 b: 試験の解説と全体のまとめ

履修上の注意

事前に取得しておくべき授業の単位については特にない。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として、参考書などを用いて、次回のテーマの概要について調べること。
復習として、配布資料を読み直して重要なキーワードについて理解を定着さ
せておくこと。

教科書

特に指定しない

参考書

『公認心理師の基礎と実践：社会・集団・家族心理学』竹村和久 編（遠見書
房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験を60％、定期的に出題する確認問題を30%、授業への参加度を10%と
する。欠席回数が多い場合は、試験の評価対象とならない。

その他

特になし。

421_14G06901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会・集団・家族心理学Ⅱ 浅 井 健 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

<授業概要>
私たちは社会的存在であるゆえ、その心理は生活環境によって多大な影響を受ける。
それゆえ人間の心を理解し、心の健康を促進していくためには、人間を取り巻く家
庭・集団・社会などのコミュニティを視野に入れ、アプローチする必要がある。す
なわち人間の心理をコミュニティとの相互作用として理解するとともに、人間・コ
ミュニティ双方の幸福が調和した状態を目指して研究と実践を行うことが重要と言
える。本科目ではコミュニティ心理学の立場から、私たちが暮らすコミュニティで
生起する諸問題を取り上げ、解決や予防に向けた方途を考える。

<到達目標>
・コミュニティ心理学の基本概念や発想を理解する。
・家庭・学校・地域社会など、身近なコミュニティや現代社会で起こっている問題
を心理学的視点から考察し、対策を構想できる。

授業内容

コミュニティ心理学の発想を踏まえた上で、コミュニティで生起する身近なテー
マを題材に、複眼的視点で理解と実践を検討していく。各回は以下の内容を予定し
ている。

第�回 社会的存在としての人間
第�回 居場所の心理�：大人の居場所
第�回 居場所の心理�：子どもの居場所
第�回 オンライン・コミュニティの心理
第�回 迷惑行動の心理
第�回 偏見・差別の心理
第�回 いじめの心理と対策
第	回 精神障害者の地域支援
第
回 ひきこもりの理解と支援
第10回 児童虐待の予防と支援
第11回 DVの理解と支援
第12回 自殺予防と対策
第13回 職場のメンタルヘルス対策
第14回 異文化理解と適応の心理

履修上の注意

動画の視聴や新聞記事を用いて自ら考える「ワーク」など、体験学習的な要素を毎
回取り入れる。そのため受講者には受身的に講義を聴くのではなく、能動的に考え
る姿勢が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回授業で提示する文献リスト、および各回で紹介する関連文献を用いて、各自
が予習と発展的学習に努めること。

教科書

プリントを用いて授業を進めるため、教科書は指定しない。

参考書

各回の授業で関連文献を紹介する。コミュニティ心理学の全体像を概観するには，
以下の書籍を勧める。
植村勝彦・高畠克子ほか（編）（2017）よくわかるコミュニティ心理学（第�版）．
ミネルヴァ書房．

課題に対するフィードバックの方法

希望者に対して、リアクションペーパーおよび学期末レポートへのフィードバック
を行う。

成績評価の方法

学期末レポート（70％）と各回のリアクションペーパー(30％)により総合的に評
価する。
学期末レポートは、テーマについて掘り下げた考察がなされているか(50%)、自己の
意見が明確に述べられているか(50%)を評価する。

その他

質問や連絡は浅井のメールアドレスまで。
aae19090@gmail.com
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422_14F60101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会地理学Ⅰ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義では、地理学の基礎を身につけた学生を対象に、社会地理学の中心的な関心
と現在までの成果、そして自分の身近な問題を社会地理学的に考える方法を示して
いく。地理学は19世紀以降、世界のつながりが強まる中でその多様性をいかにとら
えるかに取り組んできたが、第二次大戦後に社会が急速に変容していく中で、それ
までの方法にとどまらない新しい展開が求められるようになった。その中で出てき
たアプローチの一つが社会地理学で、現在に至るまで社会の多様な現象を捉える手
法のひとつとなっている。授業を通じて、社会を地理学的に理解する仕方を身につ
けることを到達目標とする。

授業内容

�．社会とは何か、社会地理学とは何か
�．地理上の発見と植民地支配、コロニアリズム
�．セトラー・コロニアリズムを考える
�．近代化と貧困を考える
�．ジェンダー
�．子ども・若者
�．セクシュアリティ
	．身体・感情

．移民・難民・外国人（隣で戦争が起こるということと合わせて考える）
10．オールドタイマー（オールドカマー）とニューカマー
11．民族、宗教、言語
12．セキュリティと排除
13．トポフィリア
14．a.テスト b.解説

受講生の関心や社会情勢によって順番や内容を変えることがある。

毎週、次の週の課題を提示するので、事前学習としてその課題について考え、各授
業はじめに発表する時間を設ける。
それを踏まえて教員からの問題提起、関連ビデオの視聴を行い、さらにグループ
ディスカッションを行う。
テキストは月曜日に配布するので、事前・事後学習として読むこと。

履修上の注意

授業冒頭の発表は、無作為に当てるので、しっかり準備をすること。また、授業時
間の�分の�ぐらいを使ってグループディスカッションを行うので、常に新聞に目
を通し、社会的な事象への関心を高めておくこと。映像資料を用いるため、字幕・
音声などに特に必要なことがあれば初回の授業で申し出ること。その他の必要事項
も個別に相談すること。

オンライン授業を取り入れる可能性があるので、インターネット環境や機材を整え
ておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

Oh-o!Meijiで毎週テキストを配布するので、各自読んでおくこと。復習は授業内容の
理解を各自確認するとともに、テキストを読み直し、またテーマごとに示された参
考文献を読むこと。不明点は早めに担当教員に問い合わせること。

教科書

授業内で配布する。

参考書

倉沢進・浅川達人編『新編 東京圏の社会地図1975-90』東京大学出版会（2004）
人文地理学会編『人文地理学事典』丸善（2013）
モリッシー、J.ほか、上杉和央監訳、『近現代の空間を読み解く』古今書院（2017）
その他、テーマごとに授業内で示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

中間課題（30点）、授業への貢献度（30点）、期末課題（40点）で評価する。履修人
数によって調整する可能性がある。

その他

423_14F60201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会地理学Ⅱ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、社会地理学Iで学んだことをさらに専門的に発展させた内容を考えていく。政
治地理学的な内容をより多く含む内容となっている。

2022年�月のロシアによるウクライナ侵攻によって、日本における防衛・エネルギーに関す
る議論状況は大きく変化した。この授業の前半では、そこに関連して、今、何を考えなけれ
ばならないかを受講生と議論していきたい。とはいえ、いわゆる地政学的な議論（あるいは
国際関係的な議論）をするのではなく、あくまで問題状況の前提となるテーマを社会地理学
の立場から確認する作業を行いたい。

授業の後半では、一見政治的とは見られないテーマについて社会地理学・政治地理学な考察
を進めていくことにしたい。緑地やアート、歴史などを用いた排除の手法が大きく広がって
いることが背後にある。それが持つ意味について受講生とともに考えていきたい。

受講生がニュースや身の回りのことについて、批判的な目を養い、多面的な意見を述べるこ
とができるようにすることを到達目標とする。

授業内容

�．国境、領域、国民国家
�．植民者になるということ
�．警察、軍は何を守るのか
�．資源とは何か
�．プラネタリー・アーバニゼーション
�．環境、衛生
�．緑地
	．歴史的景観

．モニュメント
10．アート
11．メガイベント
12．観光は救いか
13．アルコールと酔っぱらいの地理学
14．①テスト ②解説

受講生の関心や社会情勢によって順番や内容を変えることがある。

毎週、次の週の課題を提示するので、事前学習としてその課題について考え、各授業はじめ
に発表する時間を設ける。
それを踏まえて教員からの問題提起、関連ビデオの視聴を行い、さらにグループディスカッ
ションを行う。
テキストは月曜日に配布するので、事前・事後学習として読むこと。

履修上の注意

授業冒頭の発表は、無作為に当てるので、しっかり準備をすること。また、授業時間の�分
の�ぐらいを使ってグループディスカッションを行うので、常に新聞に目を通し、社会的な
事象への関心を高めておくこと。映像資料を用いるため、字幕・音声などに特に必要なこと
があれば初回の授業で申し出ること。その他の必要事項も個別に相談すること。

オンライン授業を取り入れる可能性があるので、インターネット環境や機材を整えておくこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

Oh-o!Meijiで毎週テキストを配布するので、各自読んでおくこと。復習は授業内容の理解を
各自確認するとともに、テキストを読み直し、またテーマごとに示された参考文献を読むこ
と。不明点は早めに担当教員に問い合わせること。

教科書

授業内で配布する。

参考書

倉沢進・浅川達人編『新編 東京圏の社会地図1975-90』東京大学出版会（2004）
人文地理学会編『人文地理学事典』丸善（2013）
モリッシー、J.ほか、上杉和央監訳、『近現代の空間を読み解く』古今書院（2017）
その他、テーマごとに授業内で示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

中間課題（30点）、授業への貢献度（30点）、期末課題（40点）で評価する。履修人数によっ
て調整する可能性がある。

その他
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424_14G01901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会的共生論 昔 農 英 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では、人間社会の共生問題のうち、主として、欧米諸国や日本社
会における民族的、文化的背景の異なる人々との間の共生問題（多文
化・多民族共生・共存問題）を取り上げて、こうした問題についてどの
ような論争、取組みが行われているのか、共生を阻む、制度的・非制度
的な障壁の問題を具体的に論じていく。さらには前記のテーマに、ジェ
ンダーなどの概念を加味して、共生問題をより重層的に理解できるよう
に講義を行う。授業は講義形式であるが、疑問点や質問があれば、それ
らをオーメイジを通じて任意で記入してもらい、それらの中からいくつ
かを次回の授業で取り上げるという形で授業を実施する。

授業内容

第�回 授業の概要と計画
第�回 欧米社会における移民問題の概要①
第�回 欧米社会における移民問題の概要②
第�回 移民とアイデンティティ①
第�回 移民とアイデンティティ②
第�回 ジェンダーと共生問題①
第�回 ジェンダーと共生問題②
第	回 排外主義の国際比較①：全体的傾向
第
回 排外主義の国際比較②：日独の比較
第10回 都市再生と移民問題①
第11回 都市再生と移民問題②
第12回 日本社会における移民問題①
第13回 日本社会における移民問題②
第14回 全体のまとめ

履修上の注意

履修にあたって、前提となる知識の有無は問わないが、民族問題や移
民・難民問題、排外主義問題などの国際社会学的テーマに関心を持って
いる人の受講が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で提示した資料をよく理解することはもちろんのこと、授業中に取
り上げた基本文献を熟読し，予習・復習を怠らないようにしてほしい。

教科書

特定の教科書は定めない。授業用の資料をオーメイジを通じて配布する
予定である。

参考書

下記以外の参考文献は、授業中に適宜紹介する。
宮島喬・佐藤成基編、2019年『包摂・共生の政治か、排除の政治か』明
石書店。小井土彰宏編、2017年『移民受入の国際社会学』名古屋大学出
版会。J・スコット、2012年『ヴェールの政治学』みすず書房。樋口直
人、2014年『日本型排外主義』名古屋大学出版会。『社会学評論』56
(�)「特集：グローバル化と現代社会」。『社会学評論』60(�)「特集：
グローバリゼーション再考」。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内に行う、レポートの提出（計�回）にて評価を行う予定である。
詳しくは授業内で説明する。

その他

425_14G05301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

社会ネットワーク論 鈴 木 久美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

かつては家族、地域、学校、会社といった既成の諸集団に当たり前に人々は所属してい
た。しかし、こうした既成集団に対する帰属感は希薄化し、また集団規範自体も揺らいで
いる。複雑化する現代社会において、私たちはどのような社会関係を築いているのだろう
か。そこでまずは、従来の社会学の基本的テーマである「社会と個人」「集団と組織」に
ついて整理したうえで、最終的には集団ではなく、個人を中心として広がる社会（的）
ネットワークという、人と人との新たな「結び合い」「つながり」について探っていく。
なお、この数年間に経験した新型コロナウイルス感染拡大をはじめ、その他様々な局面
が変化し続けている中で、私たちの人との距離感、他者との関わり方は、何か変わったの
だろうか。そんな自らへの問いかけも含め、ひとりの自由さと他者との関係のかけがえの
なさの狭間で揺れ動く自分自身と社会のありようについて、実体験も踏まえながらの考察
を深化させていくことも求めていく。
従来の集団・組織を超えた、個人が築く社会（的）ネットワーク（social network）と
いう観点から、多様な問題解決に向けての道筋を考察すること、受講者一人ひとりが当事
者意識をもって、なんらかの社会問題に関心をもち、社会と対峙する姿勢を形成すること
を到達目標とする。

授業内容

第�回：ａのみ：イントロダクション
（現代社会をどう読み解くか）

第�回：私たちが築く社会／社会関係とは
第�回：第�部 社会と個人�：社会学の理論から
第�回：第�部 社会と個人�：現代日本社会の「自殺」を解く・・・・・中間レポート

①のテーマ
第�回：第�部 小レポート課題に向けて�：「ジェンダー論」の視点から
第�回：第�部 小レポート課題にむけて�：現代社会の課題とどう向き合うか
第�回：第�部 「社会と個人」から 第�部「集団と組織」へ
第	回：第�部 集団と組織�：集団類型
第
回：第�部 集団と組織�：コミュニティとアソシエーション（ＮＰＯ）・・・・・

中間レポート②のテーマ
第10回：第�部 集団と組織�：家族という集団
第11回：第�部 集団組織からネットワークへ�： 孤独・孤立について
第12回：第�部 集団組織からネットワークへ�：ネットワーク論の視点
第13回：第�部 ネットワークのキーワード
第14回：社会を生きる／社会と向き合う：それぞれの関心あるテーマを語り合おう

履修上の注意

毎回の課題（お題に対しての自由記述）⇒中間レポート①⇒中間レポート②⇒最終レ
ポートと、プロセスを踏んでの学びを計画的に行っていくため、学びの積み上げを大切に
し、自ら考える意欲のある受講生を歓迎する。
なお、上記の課題等を取りまとめた資料を次回以降の教材として取り扱うこともある。
そのため、自分の書いた成果物が他者の目に触れること、他者の書いた成果物を読むこと
で他者の意見を知ることができることを、自覚的、能動的にとらえてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、授業ごとに配信する資料の最後に次回テーマを予告するので、事前に
キーワード等を調べておくこと。リアルタイムの社会を読み取るために、ニュースを常に
チェックしておくこと。
復習としては、授業で提示した問題についてさらに調べてみること。
�回の中間レポートについては、復習と予習の両方の意味合いがあるので、そのことを

自覚して、該当する授業回の解説を聞いたうえで、自分なりに時間をかけて作成してほし
い。不明な部分があれば直接質問すること。
予習・復習には30〜45分程要する。また、中間レポート作成に関しては、それにプラス
して90〜180分程度要する。

教科書

特に定めない。

参考書

授業内で、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題に対して、授業内で全体的な講評を行うが、担当者のコメントを個人的に
欲する場合は、直接リクエストしていただければ、必ず対応する。

成績評価の方法

毎回の課題（30％）、中間レポート①「現代日本社会の自殺を解く」（15％）、中間レポー
ト②「関心あるＮＰＯを調べよう」（15％）、最終レポート（40％）

その他
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426_14H01901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

宗教学Ａ 中 里 巧

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文化や地域ならびに職業階層の違いによる宗教の定義やニュアンスな
ど、宗教の定義を概括したうえで、宗教の理解について、一神教・多神
教、神と仏、アニミズムやシャーマニズムや祖先崇拝と教理や教典をも
つ宗教の違い、死生学や生命倫理学上からみた諸宗教の意味や役割なら
びに価値について、概観する。さらに、とりわけキリスト教と日本神道
について、それぞれの教派の違いなどに配慮しながら、主要な教義や歴
史を概観したうえで、死生学や認知心理学の観点から、仏教を含めて現
代日本社会における宗教の役割や意味について考察していく。
これから日本社会を担う人間として、宗教についての常識や理解を身
に付けることを目標とする。

授業内容

第�回 a:イントロダクション（宗教の一般的イメージや諸問題）
b:文化や地域ならびに職業階層による理解の違い

第�回 有意味性体系論（文化論理解）
第�回 善悪と霊性
第�回 宗教現象の事例
第�回 宗教現象の事例と解釈
第�回 悪の問題と宗教および政治
第�回 倫理道徳と宗教
第	回 犯罪と善悪
第
回 教誨師の役割
第10回 キリスト教の諸教派
第11回 心的外傷と復讐心
第12回 復讐心の解消
第13回 宗教の役割と存在意義
第14回 a:試験

b:講義全体の振り返りと試験の正答解説

履修上の注意

毎回の出席と適宜仔細にノートを取ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

有機的理に理解するために、宗教学Aと宗教学Bを一体的に履修するこ
とが望まれる。授業時に指示するテキストや諸思想について、指示どお
りに調べテキストを読み通すこと。

教科書

特に定めない。

参考書

『新版増補生命倫理事典』中里巧他編集、（太陽出版）。『口語訳聖書』
（日本聖書協会）。『新約』（日本ハリストス正教会教団）。『金光大神』
（金光教本部教庁）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート30％、試験70％

その他

427_14H02001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

宗教学Ｂ 中 里 巧

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文化や地域ならびに職業階層の違いによる宗教の定義やニュアンスな
ど、宗教の定義を概括したうえで、宗教の理解について、一神教・多神
教、神と仏、アニミズムやシャーマニズムや祖先崇拝と教理や教典をも
つ宗教の違い、死生学や生命倫理学上からみた諸宗教の意味や役割なら
びに価値について、概観する。さらに、とりわけキリスト教と日本神道
について、それぞれの教派の違いなどに配慮しながら、主要な教義や歴
史を概観したうえで、死生学や認知心理学の観点から、仏教を含めて現
代日本社会における宗教の役割や意味について考察していく。
これから日本社会を担う人間として、宗教についての常識や理解を身
に付けることを目標とする。

授業内容

第�回 a:イントロダクション（宗教の一般的イメージや諸問題）
b:文化や地域ならびに職業階層による理解の違い

第�回 死の定義やイメージ
第�回 死の事例から
第�回 死体と遺体の違い、宗教性の本質
第�回 葬祭儀礼の役割
第�回 心霊現象の事例
第�回 心霊現象の事例と意味
第	回 心霊現象と家族
第
回 自殺の事例
第10回 自殺者の世界観
第11回 お迎え体験
第12回 日本人の死生観
第13回 日本人のスピリチュアルケア
第14回 a:試験

b:講義全体の振り返りと試験の正答解説

履修上の注意

毎回の出席と適宜仔細にノートを取ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

有機的理に理解するために、宗教学Aと宗教学Bを一体的に履修するこ
とが望まれる。授業時に指示するテキストや諸思想について、指示どお
りに調べテキストを読み通すこと。

教科書

特に定めない。

参考書

『新版増補生命倫理事典』中里巧他編集、（太陽出版）。『口語訳聖書』
（日本聖書協会）。『新約』（日本ハリストス正教会教団）。『金光大神』
（金光教本部教庁）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート30％、試験70％

その他
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428_14F13101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

出版印刷研究 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代の出版といういとなみを，産業論，流通論，技術論まで全体的に
学ぶ。

授業内容

出版といういとなみ全体を見通しながら，具体的な出版物の形や種
類，流通の流れ，電子出版のインパクトなどを取り上げます。

第�回：イントロダクション
第�回：出版といういとなみ
第�回：出版産業の概観その�─仕事の流れ
第�回：出版産業の概観その�─各種データ
第�回：出版物その�─モノとして
第�回：出版物その�─〈書籍〉�
第�回：出版物その�─〈書籍〉�
第	回：出版物その�─〈書籍〉�
第
回：出版物その�─〈雑誌〉
第10回：出版社その�
第11回：出版社その�
第12回：流通その�─制度
第13回：流通その�─取次・小売り書店
第14回：電子出版

履修上の注意

本・雑誌について，広い視野で学びますから，旺盛な知的好奇心を
もって積極的に授業に参加してください。レポートを�回課します
（3000字程度。詳細は授業で説明）。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料に授業前・授業後に目をとおし，じゅうぶんに理解するこ
と。

教科書

とくに指定しません。授業中にプリントを配布します。

参考書

『出版メディア入門（第�版)』川井良介編著（日本評論社・2012年），
『白書 出版産業2010 データとチャートで読む出版の現在』日本出
版学会編（文化通信社・2010年），ほか授業内で適宜，提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度…30％，レポート…30％，試験…40％

その他

より総合的に書籍と雑誌について学びたい諸君は，「DTP」（担当者不
問）ならびに，秋学期開講の「編集・企画」もあわせて受講すること
を勧めます。

429_14G03001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

障害学 野 澤 淳 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

障害(者)に対する認識は、障害学(なかでも障害の社会モデル)の登場ととも
に大きな転 換を遂げている。この授業では、障害学登場の歴史的意義や到達
点を踏まえながら、過去か ら現在に至るまで、社会はどのようにして障害に
対する考え方を形作り、いかにして障害者 から生の可能性を剥奪し、そして、
健常者中心の社会を作り上げてきたのかを議論する。そ のうえで、現代社会
に生じている障害をめぐる解決困難な難問と向き合い、粘り強く思考し てい
くことを目的にしている。

授業内容

�．はじめに 価値と事実は分かれているか
�．最重要概念「障害の社会モデル」
�．優生思想の系譜
�．戦力ならざる者の戦争と経済①ー戦争と精神障害
�．戦力ならざる者の戦争と経済②ー経済と身体障害
�．"Nothing About Us Without Us!" ー自立生活という生き方と「わがまま」

について
�．人工呼吸器と障害者の移動の権利
	．障害者スポーツとトランス・ヒューマンー批判的障害学の方向性

．障害者差別とフリーク・ショー
10．合理的配慮と能力主義①ー概説ー
11．合理的配慮と能力主義②ー障害学生支援と大学教育ー
12．合理的配慮と能力主義③ー働きやすい環境と「見た目」差別ー
13．環境主義の過激化と障害ー肉食主義（カーニズム）をどう考えるか
14．総括 障害学のこれからとエイブリズム

履修上の注意

受講にあたって前提となる専門知識はありませんが、対話や討論に積極的な
受講生の参加を歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

この講義では過去から現在に至るさまざまな障害者運動や、障害をめぐる出
来事、事件などを取り上げていきます。ですが、それぞれ詳細に述べる時間
は授業の計画上限界があります。どのような事例を扱うかは事前に紹介する
ので、受講生は各自その概要や歴史的経緯、解決策などを事前に学習してき
てください。また、授業後は、配布・紹介された資料（新聞記事や動画）を
見るなどして、扱われた事例等の歴史的位置付けや意義を確認してください。

教科書

指定しません。適宜プリントを配布します。

参考書

星加良司（2007）『障害とは何か-ディスアビリティの社会理論に向けて』生
活書院．
飯野由里子・星加良司・西倉実季（2022）『「社会」を扱う新たなモードー
「障害の社会モデル」の使い方』生活書院．
ロイ・リチャード・グリンカー（2022）『誰も正常ではないースティグマは作
られ、作り変えられる』みすず書房．
など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的関与30点（リアクションペーパー等）
期末テスト70点

その他

授業の進行状況や受講生の関心等によりシラバスの内容を変更すことがあり
ます。
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430_14G09801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

障害者・障害児心理学 二階堂 千 絵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

我々にとって、障害のある人にとって「障害」とは何だろうか。
障害とは何にとって、誰にとっての障害なのか。
本講義では、身体障害、知的障害及び精神障害の概要に触れ、障害者・障害
児の心理社会的課題及び必要な支援について多角的思考を深めることを目的
とする。
その題材として映像教材や文芸作品を用い、「障害」ある人への支援につい
て考える。

授業内容

第�回 イントロダクション：我が国における障害者をめぐる歴史
第�回 周産期・乳幼児期の支援
第�回 障害・疾病のある子どもの支援（�）：身体障害のある子どもと学

校生活
第�回 障害・疾病のある子どもの支援（�）：身体障害のある子どもと家

族への支援
第�回 障害・疾病のある子どもの支援（�）：疾病のある子どもを支える
第�回 発達障害：基礎知識
第�回 ライフサイクルと発達障害：児童期・青年期
第	回 ライフサイクルと発達障害：成年期
第
回 ジェンダーと障害
第10回 精神障害のある人が地域で暮らしていくということ
第11回 強度行動障害のある人を支える
第12回 障害児の親を支えるということ
第13回 障害者の親を支えるということ
第14回 総括

履修上の注意

「障害」を他人事としてだけでなく、自分ごととして思考できる素地を求め
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

わからない部分については口頭やリアクションペーパーにて質問すること。
前回の授業について復習して次回の授業に臨むこと。
講義で取り上げた映像資料に関連する文献や文芸作品，映像作品，ニュース
などに積極的に触れること。

教科書

使用しないが，下記に示す参考書の内容を踏まえて講義をする。

参考書

（�）下山晴彦ら監修，障害者・障害児心理学 (公認心理師スタンダードテ
キストシリーズ 13)、ミネルヴァ書房，2022
（�）原口淑子，障害者・障害児心理学 -アセスメントと心理支援の実際，
ふくろう出版，2022

その他随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーにて寄せられた質問や疑問については、基本的にその
次の回の講義にてフィードバックする。

成績評価の方法

リアクションペーパーへの回答45％，レポート55％。なお，レポートは返却
しない。

その他
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431_14H16101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英語ⅠA 伊 藤 左千夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

TOEIC (Test of English for International Communication)対策として、この授業ではTOEICスコア600-
730点を目標とするテクストを使用し、試験形式への慣熟をはかりつつ、英語運用能力の向上を目指しま
す。

授業内容

�部構成からなるリスニング100問を45分、�部構成からなるリーディング100問を75分で解答を要求さ
れるTOEICでは、試験の形式に習熟しているかが大きくものを言います。この授業ではTOEIC形式の教科
書を用いて、（�）各部の特質、（�）各部における有効なアプローチ、この�点を理解することを目指し
て、実践的に授業を行います。サンプルの問題を各自予習時に解いてきてもらい、その解答の発表と解説
を上記の点に注意して行う予定です。

概ね教科書のUnit一つを�回分の授業で実施し、以降Unit �まで下記演習内容を繰り返していきます。
�．頻出語彙の確認とリスニング・セクションでのポイントの確認。
�．ディクテーション問題の解答と解説。
�．リスニング・セクションのサンプル問題の解答と解説。
�．リーディング・セクションでのポイントの確認。
�．リーディング・セクションのサンプル問題の解答と解説。
�．各ユニットの語彙・文法の復習テスト。

第�回 講義概要と計画の説明。準備学習や注意事項の説明。Unit � (Listening Section)への導入。
第�回 Unit � (Listening Section)解答と解説、小テスト。
第�回 Unit � (Reading Section) 解答と解説。
第�回 Unit � (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第�回 Unit � (Reading Section) 解答と解説。
第�回 Unit � (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第�回 Unit � (Reading Section) 解答と解説。
第	回 Unit � (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第
回 Unit � (Reading Section) 解答と解説。
第10回 Unit � (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第11回 Unit � (Reading Section) 解答と解説。
第12回 Unit � (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第13回 Unit � (Reading Section) 解答と解説。
第14回 Unit � (Listening & Reading Section) 解説。期末試験。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

受講希望者は、授業の進行手順や内容を理解した上で受講してほしいため、初回の説明を必ず受けてく
ださい。まだこの試験に慣れしていない方が、問題への慣熟、解答へのコツを学習することが目的の授業
だと考えてください。
形式に習熟することを目的とする以上，出席は不可欠です。遅刻・欠席は減点対象です。小テストも途
中からの参加は認めません。また学期中に，特に理由なく�回を超えて欠席した場合，遅刻が多すぎる場
合は，F評価としますので注意しましょう。
音声教材はインターネットからダウンロードして使用できるようになっています。教科書購入後に、そ

の使い方を確認して、予習時には必ず、聴いたり、音読練習に活用しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

�．教科書の練習問題をまず辞書などは使わずに、試験時と同様に速く正確に解くことを念頭に解いてみ
ましょう。
�．すべて解答後に、リスニング問題は音声を繰り返し聴いて、もう一度、自分の解答を確認してみま
しょう。
�．Part I, IIについては、短い文を聴きとり、書き取る練習をしてみましょう。
�．解答確認後、できるところは音読練習をし、聴きとれた意味内容も辞書を使いながら、確認してみま
しょう。
�．リーディング問題も、試験時と同様に、速く正確に解くことを念頭に解いてみましょう。
�．解答後に辞書を使いながら、意味内容の確認をしながら答え合わせを自分でやってみましょう。
どの問題も、出題意図を考えてみることは大事ですし、解答上必要ではない部分や、正答以外の選択肢
にある語彙についても、理解しているかどうか確認を怠らないようにして、語彙力向上を目指してほしい
と思います。
授業時に小テストとして使うスクリプトが返却されたら、ぜひシャドウイングやリピーティングの音読
練習をする機会を設けて、出題文が読み上げられるスピードに慣れ親しんでほしいと思います。

教科書

吉塚 弘 / Graham Skerritt 共著, BEST PRACTICE FOR THE TOEIC® L&R TEST -Advanced-, 成美堂

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

小テスト50％（授業内とWebへの提出），平常点10％，期末試験40％，出席状況を勘案し，これらを総
合して評価します。

その他

TOEIC以外の試験対策になる問題も取り入れていく予定です。

432_14H16102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英語ⅠA 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

下記のテキストを用い、様々なトピックに関するニュース映像を見て、内容
を理解する能力を養う。
ビデオ・音声の視聴および文章の読解を通し、語彙や表現に関する知識の
拡充や聞き取り能力の向上を図り、色々な分野の英語の内容を把握できるよ
うにする。

授業内容

第�回 LESSON � Natural vs Artificial : For AI voice assistance [�]
第�回 LESSON � Natural vs Artificial : For AI voice assistance [�]
第�回 LESSON � Relocating vs Protecting Buildings : How to preserve

historical sites [�]
第�回 LESSON � Relocating vs Protecting Buildings : How to preserve

historical sites [�]
第�回 LESSON � Disease Prevention vs Economic Growth : Which comes

first? [�]
第�回 LESSON � Disease Prevention vs Economic Growth : Which comes

first? [�]
第�回 LESSON � Extracurricular Activity vs Studying Hard : Discipline for

preventing crimes [�]
第	回 LESSON � Extracurricular Activity vs Studying Hard : Discipline for

preventing crimes [�]
第
回 LESSON� Traditional Living vs Urbanization : Is noise pollution? [�]
第10回 LESSON� Traditional Living vs Urbanization : Is noise pollution? [�]
第11回 LESSON � Fair Trade vs Free Trade : What is best for farmers? [�]
第12回 LESSON � Fair Trade vs Free Trade : What is best for farmers? [�]
第13回 LESSON � Environmental Activism vs International Agreements :

Which is better? [�]
第14回 a. LESSON � Environmental Activism vs International Agreements :

Which is better? [�] / b. 試験

履修上の注意

毎回授業前に、指定された範囲の予習を行なっておくこと。遅刻は授業開始
から30分までとする。遅刻�回で欠席�回扱いとする。学期末に期末試験を
行うが、授業日数の�/�以上欠席した場合、期末試験の受験資格無しとす
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

�つのレッスンを授業�回程度のペースで進めることとし、この授業では
Lesson �からLesson �までを扱う予定である。授業中に視聴したビデオおよ
びリーディングの文章に関しては、翌週にその内容を確認するので、語句等
を調べて予めある程度内容を把握しておくこと。また、学期末試験に向けて、
教科書だけでなく板書した内容も含めて、復習しておく必要がある。

教科書

『AFP World News Report �』
Makoto Shishido / Kevin Murphy / Mariko Takahashi
(成美堂)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験および授業への参加度により評価する。(授業への参加度20%、期末
試験80%)

その他
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433_14H16201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英語ⅠB 伊 藤 左千夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

TOEIC (Test of English for International Communication)対策として、この授業ではTOEICスコア600-
730点を目標とするテクストを使用し、試験形式への慣熟をはかりつつ、英語運用能力の向上を目指しま
す。

授業内容

�部構成からなるリスニング100問を45分、�部構成からなるリーディング100問を75分で解答を要求さ
れるTOEICでは、試験の形式に習熟しているかが大きくものを言います。この授業ではTOEIC形式の教科
書を用いて、（�）各部の特質、（�）各部における有効なアプローチ、この�点を理解することを目指し
て、実践的に授業を行います。サンプルの問題を各自予習時に解いてきてもらい、その解答の発表と解説
を上記の点に注意して行う予定です。
上級英語IAの継続科目ですので、授業手順は基本的には同じです。I BではUnit 	から開始し、IA同様、
概ね教科書のUnit一つを�回分の授業で実施し、以降Unit 14まで下記演習内容を繰り返していきます。

�．頻出語彙の確認とリスニング・セクションでのポイントの確認。
�．ディクテーション問題の解答と解説。
�．リスニング・セクションのサンプル問題の解答と解説。
�．リーディング・セクションでのポイントの確認。
�．リーディング・セクションのサンプル問題の解答と解説。
�．各ユニットの復習テスト。

第�回 講義概要と計画の説明。準備学習や注意事項の説明。Unit	 (Listening Section)解答と解説、小
テスト。

第�回 Unit 	 (Reading Section) 解答と解説。
第�回 Unit 
 (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第�回 Unit 
 (Reading Section) 解答と解説。
第�回 Unit 10 (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第�回 Unit 10 (Reading Section) 解答と解説。
第�回 Unit 11 (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第	回 Unit 11 (Reading Section) 解答と解説。
第
回 Unit 12 (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第10回 Unit 12 (Reading Section) 解答と解説。
第11回 Unit 13 (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第12回 Unit 13 (Reading Section) 解答と解説。
第13回 Unit 14 (Listening Section) 解答と解説、小テスト。
第14回 Unit 14 (Reading Section) 解説。期末試験。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

春学期の上級英語 I Aの継続科目になります。新規受講希望者は、授業の進行手順や内容を理解した上
で受講してほしいため、初回の説明を必ず受けてください。まだこの試験に慣れしていない方が、問題へ
の慣熟、解答へのコツを学習することが目的の授業だと考えてください。
形式に習熟することを目的とする以上，出席は不可欠です。遅刻・欠席は減点対象です。小テストも途
中からの参加は認めません。また学期中に，特に理由なく�回を超えて欠席した場合，遅刻が多すぎる場
合は，F評価としますので注意しましょう。
音声教材はインターネットからダウンロードして使用できるようになっています。教科書購入後に、そ

の使い方を確認して、予習時には必ず、聴いたり、音読練習に活用しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

�．教科書の練習問題をまず辞書などは使わずに、試験時と同様に速く正確に解くことを念頭に解いてみ
ましょう。
�．すべて解答後に、リスニング問題は音声を繰り返し聴いて、もう一度、自分の解答を確認しましょ
う。
�．特にPart IとIIは、短い文を聴きとり、書き取る練習をしてみましょう。
�．解答確認後、できるところは音読練習をし、聴きとれた意味内容も辞書を使いながら、確認してみま
しょう。
�．リーディング問題も、試験時と同様に、速く正確に解くことを念頭に解いてみましょう。
�．解答後に辞書を使いながら、意味内容の確認をしながら答え合わせを自分でやってみましょう。
どの問題も、出題意図を考えてみることは大事ですし、解答上必要ではない部分や、正答以外の選択肢
にある語彙についても、理解しているかどうか確認を怠らないようにして、語彙力向上を目指してほしい
と思います。
授業時に小テストとして使うスクリプトが返却されたら、ぜひシャドウイングやリピーティングの音読
練習をする機会を設けて、出題文が読み上げられるスピードに慣れ親しんでほしいと思います。

教科書

吉塚 弘 / Graham Skerritt 共著, BEST PRACTICE FOR THE TOEIC® L&R TEST -Advanced-, 成美堂

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内の小テスト50％(授業内、Webへの提出)，平常点10％，期末試験40％，出席状況を勘案し，こ
れらを総合して評価します。

その他

TOEIC以外の試験対策になる問題も取り入れていく予定です。

434_14H16202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英語ⅠB 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

下記のテキストを用い、様々なトピックに関するニュース映像を見て、内
容を理解する能力を養う。
ビデオ・音声の視聴および文章の読解を通し、語彙や表現に関する知識

の拡充や聞き取り能力の向上を図り、色々な分野の英語の内容を把握でき
るようにする。

授業内容

第�回 LESSON	 Alternative vs Fossil Energy : Power for the future [�]
第�回 LESSON	 Alternative vs Fossil Energy : Power for the future [�]
第�回 LESSON
 Vegetarians vsMeat Eaters : Fighting dietary habits for

the environment [�]
第�回 LESSON
 Vegetarians vsMeat Eaters : Fighting dietary habits for

the environment [�]
第�回 LESSON 10 Endangered Species vs Diplomacy : Animal rights [�]
第�回 LESSON 10 Endangered Species vs Diplomacy : Animal rights [�]
第�回 LESSON 11 Old vs New Industries : Solving unemployment [�]
第	回 LESSON 11 Old vs New Industries : Solving unemployment [�]
第
回 LESSON 12 Needed vs Not Needed : Affirmative action [�]
第10回 LESSON 12 Needed vs Not Needed : Affirmative action [�]
第11回 LESSON 13 Traditional vs Innovative : Food culture you prefer [�]
第12回 LESSON 13 Traditional vs Innovative : Food culture you prefer [�]
第13回 LESSON 14 Climate Change vs Natural Cycle : Is Earth really

warming? [�]
第14回 a. LESSON 14 Climate Change vs Natural Cycle : Is Earth really

warming? [�] / b. 試験

履修上の注意

毎回授業前に、指定された範囲の予習を行なっておくこと。遅刻は授業開
始から30分までとする。遅刻�回で欠席�回扱いとする。学期末に期末試
験を行うが、授業日数の�/�以上欠席した場合、期末試験の受験資格無
しとする。

準備学習（予習・復習等）の内容

�つのレッスンを授業�回程度のペースで進めることとし、この授業では
Lesson 	からLesson 14までを扱う予定である。授業中に視聴したビデオ
およびリーディングの文章に関しては、翌週にその内容を確認するので、
語句等を調べて予めある程度内容を把握しておくこと。また、学期末試験
に向けて、教科書だけでなく板書した内容も含めて、復習しておく必要が
ある。

教科書

『AFP World News Report �』
Makoto Shishido / Kevin Murphy / Mariko Takahashi
(成美堂)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験および授業への参加度により評価する。(授業への参加度20%、期
末試験80%)

その他
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435_14H16301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英語ⅡA 西 尾 洋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

当科目では、TOEIC等、資格試験の対策を軸にした技能向上と併せ、
英語文化の教養を高めるため上質で有名な英文にも触れる。語彙、文
法、読解、聴解のスキルアップに通じる演習問題と並行して、時事英
語（英字新聞やBBC等の最新ニュース素材）や英文学（Shakespeare）
の名場面も採り入れ、知的探求と共に応用力の養成を図る。映画など
の視聴覚教材も用い、最新のメディア英語と英文学とを横断しなが
ら、広い視野と英語の語感を養いたい。

授業内容

授業計画（授業の展開により適宜、若干の変更もあり得る）
（�）講義の概要と計画 前期の教材プリント配布および担当の割り振

り
（�）（�）イントロダクション（概説を英文エッセイで読む）
（�）（�）Scree English (based on the movie)
（�）（�）Romeo and Juliet / 時制の演習
（	）（
）A Midsummer Night's Dream 助動詞、イディオム
（10）（11）The Merchant of Venice フレーズリーディング
（12）（13）TAs You Like It 代名詞、前置詞
（14）a Review、b前期の総括

履修上の注意

英語の語感や教養を高めたい方、広い視野で英語世界を探求していき
たい方、好奇心を持って取り組んで下さい。
TOEIC600点未満の人にも、800点以上の人にも、取り組み甲斐のある
カリキュラムです。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必須。語句調べ、音読、下読み等。

教科書

The TOEIC Test Trainer Target 650 （Cengage）
その他の英文資料は、その都度、授業にて教員から配布します。

参考書

授業内で折々に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内で直接、解答、解説、講評、返却等を行う。

成績評価の方法

学期末課題（50％）と授業への貢献度（50％）を総合評価。

その他

400年を経ても今なおコンテンポラリーな「永遠の劇作家シェイクス
ピア」の世界は、無限の可能性に開かれています。社説にも引用され
る等、現代英語との繋がりを知り、名台詞を読み解く試みが、受講生
各人にとって有意な探究の契機になることを願います。

436_14H16401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英語ⅡB 西 尾 洋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

当科目では、TOEIC等、資格試験の対策を軸にした技能向上と併せ、
英語文化の教養を高めるため上質で有名な英文にも触れる。語彙、文
法、読解、聴解のスキルアップに通じる演習問題と並行して、時事英
語（英字新聞やBBC等の最新のニュース素材）を題材に用い、さらに
英文学（Shakespeare）作品の分析解釈を通して、知的探求を行いな
がら応用力の養成を図る。映画などの視聴覚教材も用い、立体的に作
品世界をとらえる機会を設けていく予定。最新のメディア英語と英文
学とを横断しながら、広い視野と英語の語感を養いたい。

授業内容

授業計画（授業の展開により適宜、若干の変更もあり得る）
（�）後期の教材プリント配布および担当の割り振り
（�）（�）Twelfth Night 接続詞
（�）（�）Julius Caesar 関係詞
（�）（�）Othello 分詞構文
（	）（
）King Lear 仮定法
（10）（11）The Tempest スキャニング
（12）（13）Screen English・リーディング
（14）a学年末の総括, b試験

履修上の注意

英語の語感や教養を高めたい方、広い視野で英語世界を探求していき
たい方、好奇心を持って取り組んで下さい。
TOEIC600点未満の人にも、800点以上の人にも、取り組み甲斐のある
カリキュラムです。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必須。語句調べ、音読、下読み等。

教科書

The TOEIC Test Trainer Target 650（Cengage Learning）

参考書

授業の中で折々に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内で直接、解答、解説、講評、返却等を行う。

成績評価の方法

学期末試験（50％）と授業への貢献度（50％）を総合評価。

その他

400年を経ても今なおコンテンポラリーな「永遠の劇作家シェイクス
ピア」の世界は、無限の可能性に開かれています。社説にも引用され
る等、現代英語との繋がりを知り、名台詞を読み解く試みが、受講生
各人にとって有意な探究の契機になることを願います。
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437_14F18001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英文解釈A 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

『JAPAN TIMES』『INTERNATIONAL NEW YORK TIMES』などの英字紙や
『TIME』『ECONOMIST』誌など英字週刊誌の記事を読む。
到達目標は、基本をしっかり押さえたうえでのさらなる英語読解能力（こ
れが身につけば、さまざまな英語能力資格試験においても実践的な力とな
る）と「世界を知る」ための視点の涵養である。

授業内容

第�回 当講義の概要・使用教材の説明
第�回 英字新聞・雑誌の読み方・概説
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第	回 英文記事を読む・その�
第
回 英文記事を読む・その�
第10回 英文記事を読む・その	
第11回 英文記事を読む・その

第12回 英文記事を読む・その10
第13回 英文記事を読む・その11
第14回 a:講義（春学期のまとめ）

b:試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備
しておくこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授業中

の使用は、授業担当教員が許可しない限り、いかなる目的であっても禁止し
ます。
その他の注意事項に関しては、�回目の講義で伝えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容に関しては、復習が中心になります。次週までに配布物を再読
し、不明な点はすぐに講義担当者に質問するようにすること。

教科書

プリントで配布します。

参考書

特に定めませんが、必要に応じて講義中に紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・課題提出物の成績など）30%、期末試験70%で100点満
点に換算する。欠席が授業回数の�分の�をこえた場合、平常点と期末試験
の合計が60点に達しない場合には、いずれも単位を認定しない。

その他

本当に「個を強める」ためには、自分の興味・関心だけで世界を見ようと
しないこと。この講座を「世界に視野を開く」きっかけにしてください。
（ただし、「世界」は英語圏だけで完結しませんし、英語圏の価値観だけが
「絶対」ではないことも意識していきましょう。）
教室は「公共空間」であると認識し、私的な振る舞いは慎むこと。と同時
に、教室では「間違い」を恐れずに、自分の頭を「働かせる」こと。
授業に関する要望があれば、学期末実施の「授業改善アンケート」に書く

よりも、学期中に授業担当教員に直接言うようにしてください。可能な範囲
で対処します。

438_14F18002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英文解釈A 山 西 治 男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「授業の概要」
�）まとまった英文を読むことで、英文法を復習しつつ、英文読解力・精
読力を養成する。
�）英語で書かれた、エッセイや英米の物語作品などを課題文として扱
う。

「到達目標」
�）英文の長文読解力の養成、英語の精読する力をつける
�）英語の文法事項であいまいなものをなくす。
�）日本語と英語との違いを理解する。（翻訳の基礎を学ぶ）

授業内容

第�回：英文の読解力とは？・・・読解に必要なものについて（授業の進
め方の説明も含む）

第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語の短編作品を読む（�）
第	回：英語の短編作品を読む（�）
第
回：英語の短編作品を読む（�）
第10回：英語の短編作品を読む（�）
第11回：英語の短編作品を読む（�）
第12回：英語の論説文を読む（�）
第13回：英語の論説文を読む（�）
第14回：英語の論説文を読む（�）・・・まとめ

履修上の注意

英文法の基礎を復習し、しっかりとした「使える」英文法の力も養成して
いく。その基礎の上に、英語の読む上で必要な知識（英米の文化的背景知
識など）やスキルを身につけていく。かなり長文も扱う予定なので、積極
的に取り組む姿勢、粘り強く英文を読解する気持ちが求められます。

準備学習（予習・復習等）の内容

課題文を熟読すること。しっかりと英和辞典など、辞書を活用すること。
課題文を十分に読み込んでくること。自分なりの訳文を作成することが求
めれます。

教科書

『やさしい翻訳入門』山西・中野編（DTP出版）

＊その他、必要なものは適宜配布する予定。

参考書

『ネイティブスピーカーの英語感覚』大西他 研究社出版
『翻訳の技法 飛田茂雄 研究社出版
『英文法の疑問』大津由紀雄 NHK出版

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

以下の�つの点から、総合的に評価します。

�)課題文の訳出・まとめレポート、（�回程度、60％）
�）教科書からの課題レポート （20％）
�）学期末のまとめのレポート（20％）

その他
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439_14F18101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英文解釈B 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続き、秋学期も英字新聞・週刊誌などの記事を読む。
到達目標も、春学期同様であるが、さらなる発展を目指したい。

授業内容

第�回 当講義の概要・使用教材の説明
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第�回 英文記事を読む・その�
第	回 英文記事を読む・その�
第
回 英文記事を読む・その	
第10回 英文記事を読む・その

第11回 英文記事を読む・その10
第12回 英文記事を読む・その11
第13回 英文記事を読む・その12
第14回 a:講義（秋学期のまとめ）

b:試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は、必ず持参して、講義中はすぐに使用できるよ
うに準備しておくこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の
授業中の使用は、授業担当教員が許可しない限り、いかなる目的で
あっても禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容に関しては、復習が中心になります。次週までに配布物を
再読し、不明な点はすぐに講義担当者に質問するようにすること。

教科書

プリントで配布します。

参考書

特に定めませんが、必要に応じて講義中に紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・課題提出物の成績など）30%、期末試験70%で
100点満点に換算する。欠席が授業回数の�分の�をこえた場合、平
常点と期末試験の合計が60点に達しない場合には、いずれも単位を認
定しない。

その他

春学期に引き続き、「世界に視野を開き、世界を知る」ことで、自
分の「個」などというものがいかにちっぽけなものにすぎないか認識
し、その打ちのめされた状態から自らの足で立ち上がることで、本当
の意味で「個を強める」ことを、ともに目指しましょう。
授業に関する要望があれば、学期末実施の「授業改善アンケート」
に書くよりも、学期中に授業担当教員に直接言うようにしてくださ
い。可能な範囲で対処します。

440_14F18102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級英文解釈B 山 西 治 男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「授業の概要」
�）まとまった英文を読むことで、英文法を復習しつつ、英文読解力・精
読力を養成する。
�）英語で書かれた、エッセイや英米の物語作品などを課題文として扱
う。

「到達目標」
�）英文の長文読解力の養成、英語の精読する力をつける
�）英語の文法事項であいまいなものをなくす。
�）日本語と英語との違いを理解する。（翻訳の基礎を学ぶ）

授業内容

第�回：英文の読解力とは？・・・読解に必要なものについて（授業の進
め方の説明も含む）

第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語のエッセイを読む（�）
第�回：英語の短編作品を読む（�）
第	回：英語の短編作品を読む（�）
第
回：英語の短編作品を読む（�）
第10回：英語の短編作品を読む（�）
第11回：英語の短編作品を読む（�）
第12回：英語の詩を読む（�）
第13回：英語の詩を読む（�）
第14回：英文の読解力、解釈について・・・まとめ

履修上の注意

英文法の基礎を復習し、しっかりとした「使える」英文法の力も養成して
いく。その基礎の上に、英語の読む上で必要な知識（英米の文化的背景知
識など）やスキルを身につけていく。かなり長文も扱う予定なので、積極
的に取り組む姿勢、粘り強く英文を読解する気持ちが求められます。

準備学習（予習・復習等）の内容

課題文を熟読すること。しっかりと英和辞典など、辞書を活用すること。
課題文を十分に読み込んでくること。自分なりの訳文を作成することが求
めれます。

教科書

『やさしい翻訳入門』山西・中野編（DTP出版）

＊その他、必要なものは適宜配布する予定。

参考書

『ネイティブスピーカーの英語感覚』大西他 研究社出版
『翻訳の技法 飛田茂雄 研究社出版
『英文法の疑問』大津由紀雄 NHK出版

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

以下の�つの点から、総合的に評価します。

�）課題文の訳出・まとめレポート、（�回程度、60％）
�）教科書からの課題レポート （20％）
�）学期末のまとめのレポート（20％）

その他
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441_14F18401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語会話Ａ ドゥ ヴォス，パトリ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

442_14F18402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語会話Ａ レット，フランソワ・

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Discussions à partir de thèmes et questions préparées.

授業内容

�. Internet

�. Les animaux domestiques

�. Le souvenir

�. Les arts

�. Le regret

�. La mode

�. La simplicité

	. La gastronomie


. Les librairies

10. Chance et probabilités

11. Les cafés

12. L'approbation

13. Bonne et mauvaise humeur

14. Jeux de rôles et mises en situations

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Sans

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Participation + niveau de l'oral (intonation et prononciation aussi) +

présence

その他
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443_14F18501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語会話Ｂ ドゥ ヴォス，パトリ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

444_14F18502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語会話Ｂ レット，フランソワ・

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Discussions à partir de thèmes et questions préparées.

授業内容

�. le cinéma

�. prendre une décision

�. l'indifférence

�. mon quartier

�. la tv

�. les vacances

�. insupportable !

	. avoir de l'audace


. donner des conseils

10. le verbe passer

11. faire des cadeaux

12. l'habitude

13. les supermarchés

14. jeux de rôles et mises en situations

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Sans

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Participation + niveau de l'oral (intonation et prononciation aussi) +

présence

その他
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445_14F15701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語講読Ａ 中 野 茂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ニュース動画の原稿や新聞記事を中心に、説明文・解説文など、文学以外のフラ
ンス語を広く読んで総合的なフランス語の読解力をつけ ニュース動画の原稿や新
聞記事を中心に、説明文・解説文など、文学以外のフランス語を広く読んで総合的
なフランス語の読解力をつけていきます。それと同時に、文章中に出てきた文法項
目の復習や大意把握、さらには同義語を見つける練習を行って、仏検�級、DELFの
B1、B2レベルのフランス語力をつけることを目指します。主にフランスやフランス
語圏を話題にする記事を読んでいくので、フランスやフランス語圏の現代社会の
様々な側面（教育、経済、宗教、新型コロナウイルス感染症後の社会など）につい
て知る機会にもなります。また、環境問題や人権問題などグローバルな問題につい
ても、日本とは違った報道の仕方に触れることができます。

授業内容

春学期では、まず時事的なフランス語の文体に慣れることを第一の目的として、
ニュース動画の原稿や新聞記事から、さまざまな出来事やテーマを扱ったものを中
心に読んでいきます。授業では文章中の派生語を紹介すると同時に、ある程度の頻
度で大意把握や同義語を見つける練習問題も行います。
フランスやフランス語圏をテーマにしたアクチュアリティを批判的に読むので、

少し視野も開けると思います。また現代フランス社会についても、情報が得られま
す。
主として時事問題を取り上げますので、扱うテーマは多少変更になることがあり

ます。また、取り上げる内容やテーマは、履修者の興味・関心によって柔軟に対応
します。

第�回 授業の概要と進め方、参考文献の説明
第�回〜第�回 新型コロナウイルス感染症後の社会
第�回〜第�回 教育問題
第�回〜第�回 環境問題
第	回〜第
回 人権問題
第10回〜第11回 経済の問題
第12回〜第13回 ソーシャルメディアの問題
第14回 試験と解説

テキストを訳読し、内容や文法事項、さらには派生語を解説すると同時に、フラ
ンス語力向上のための様々なアクティビティも行っていきます。日本とフランスの
ニュースの違いなどについての意見交換も行っていきます。

履修上の注意

辞書をよく引いて予習をしておいてください。予習でわからなかった部分はどこ
なのかを明らかにして授業に臨んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：授業で読む文章を訳せるようにしておいてください。単語や定型表現を調
べ、文法的に難しいところは文法の復習をしてください。
復習：授業で読んだ文章を朗読してください（声を出して読むことが重要）。読み
ながら意味がすんなり頭に入ってくるまで読み直してください。

教科書

プリントを配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

授業冒頭で課題や質問に対するフィードバックを行い、理解の共有を図る。

成績評価の方法

成績は、発表（訳読)、試験、および平常点（出席と練習問題への取り組み）にもと
づいて評価します。一度も訳読を担当していない人は、試験を受けることができま
せん。毎回の発表60%、試験40％

その他

446_14F15801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語講読Ｂ 中 野 茂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ニュース動画の原稿や新聞記事を中心に、説明文・解説文など、文学以外のフラ
ンス語を広く読んで総合的なフランス語の読解力をつけていきます。それと同時に、
文章中に出てきた文法項目の復習や大意把握、さらには同義語を見つける練習を
行って、仏検�級、DELFのB1、B2レベルのフランス語力をつけることを目指しま
す。主にフランスやフランス語圏を話題にする記事を読んでいくので、フランスや
フランス語圏の現代社会の様々な側面（教育、経済、宗教、新型コロナウイルス感
染症後の社会など）について知る機会にもなります。また、環境問題や人権問題な
どグローバルな問題についても、日本とは違った報道の仕方に触れることができま
す。

授業内容

秋学期では、まず時事的なフランス語の文体に慣れることを第一の目的として、
ニュース動画の原稿や新聞記事から、さまざまな出来事やテーマを扱ったものを中
心に読んでいきます。授業では文章中の派生語を紹介すると同時に、ある程度の頻
度で大意把握や同義語を見つける練習問題も行います。
フランスやフランス語圏をテーマにしたアクチュアリティを批判的に読むので、

少し視野も開けると思います。また現代フランス社会についても、情報が得られま
す。
主として時事問題を取り上げますので、扱うテーマは多少変更になることがあり

ます。また、取り上げる内容やテーマは、履修者の興味・関心によって柔軟に対応
します。

第�回 授業の概要と進め方、参考文献の説明
第�回〜第�回 男女格差の問題
第�回〜第�回 LGBTについて
第�回〜第�回 宗教問題
第	回〜第
回 移民問題
第10回〜第11回 ジャーナリズムの問題
第12回〜第13回 子供の人権問題
第14回 試験と解説

テキストを訳読し、内容や文法事項、さらには派生語を解説すると同時に、フラ
ンス語力向上のための様々なアクティビティも行っていきます。日本とフランスの
ニュースの違いなどについての意見交換も行っていきます。

履修上の注意

辞書をよく引いて予習をしておいてください。予習でわからなかった部分はどこ
なのかを明らかにして授業に臨んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：授業で読む文章を訳せるようにしておいてください。単語や定型表現を調
べ、文法的に難しいところは文法の復習をしてください。
復習：授業で読んだ文章を朗読してください（声を出して読むことが重要）。読み
ながら意味がすんなり頭に入ってくるまで読み直してください。

教科書

プリントを配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

授業冒頭で課題や質問に対するフィードバックを行い、理解の共有を図る。

成績評価の方法

成績は、発表（訳読)、試験、および平常点（出席と練習問題への取り組み）にも
とづいて評価します。一度も訳読を担当していない人は、試験を受けることができ
ません。毎回の発表60%、試験40％

その他
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447_14F15501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語作文Ａ レット，フランソワ・

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Chaque semaine, à partir d'un thème et d'un point de grammaire, vous

allez écrire de petits textes et les lire en classe.

授業内容

�. Faire des phrases plus riches en français

�. Écrire une recette de cuisine (impératif)

�. Présenter un voyage organisé (futur)

�. Souvenirs du collège (imparfait)

�. Donner des conseils (impératif)

�. Écrire une offre d'emploi

�. Même prononciation mais orthographe différente (homophonie)

	. Verbes pronominaux et réfléchis (présent)


. Verbes pronominaux et réfléchis (passe composé)

10. Quiz

11. Passé simple

12. Interrogation inversée (forme de politesse)

13. Imaginer (conditionnel)

14. Les difficultés du français

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Sans

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Présence + Participation + Niveau à lʼécrit

その他

448_14F15601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

上級フランス語作文Ｂ レット，フランソワ・

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Chaque semaine, à partir d'un thème et d'un point de grammaire,

vous allez écrire de petits textes et les lire en classe.

授業内容

�. Les difficultés du français (ponctuation)

�. Dialogue de BD

�. Imaginez le 22e siècle (futur)

�. Dialogue de film

�. Présentez un membre de votre famille

�. Faire une critique de film

�. Titres de presse (forme passive)

	. Présentez votre quartier


. Lettre de réclamation

10. Raconter un rêve

11. Devinettes personnages célèbres

12. Déclarer sa flamme

13. Problèmes de santé

14. Invention

15. Publicité

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Sans

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Présence + Participation + Niveau à lʼécrit

その他
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449_14F11501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

小説研究Ａ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

小説テクストには文字として記されていない空白や欠落がある。その
空白や欠落を想像力によって埋めながら読み進めていく作業は、古い地
図やガイドブック、文献を頼りに名所を訪れる街歩きと似ている。本科
目は「街と小説」をキーワードに、様々な街を舞台とした小説テクスト
の空白や欠落を読み解き、私たちの想像力がそこにどのような作用を及
ぼしていくかについて考えていくことを目標とする。前半は浅草を舞台
とした小説、後半はその他の東京都内を舞台とした小説を扱う。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 谷崎潤一郎「秘密」
第�回 江戸川乱歩「押絵と旅する男」
第�回 室生犀星「幻影の都市」
第�回 堀辰雄「水族館」
第�回 武田麟太郎「日本三文オペラ」
第�回 川端康成「浅草紅団」
第	回 野一色幹夫・一瀬直行の浅草文芸
第
回 泉鏡花「夜行巡査」
第10回 田山花袋「少女病」
第11回 室生犀星「桃色の電車」
第12回 谷崎潤一郎「途上」
第13回 太宰治「ダス・ゲマイネ」
第14回 まとめ

履修上の注意

�．授業の最初に当日扱う小説について感想を受講者に求める場合があ
る。また、毎回、講義内容に関したコメントを提出してもらう予定であ
る。提出されたコメントのうち、全体にフィードバックすべき内容が記
されているものについては、次回の講義冒頭で紹介・補足等を行う。受
講に際しては、基本的なマナーを守って積極的な姿勢で臨むよう心がけ
ること。
�．対象となるテクスト等についてや、レポート提出日を含む成績評価
に関する情報を初回の授業において説明するので、受講を希望する者は
必ず初回の授業に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回で取り上げるテクストは必ず読んでおくこと。授業後は、講義をふ
まえて各自の見解をまとめておくこと。

教科書

上記テクストが収録された文庫本。入手困難なものはプリントを配布す
る。

参考書

金井景子・楜沢健・能地克宜・津久井隆・上田学・広岡祐『浅草文芸ハ
ンドブック』（勉誠出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート60％、リアクションペーパー等40％

その他

450_14F11601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

小説研究Ｂ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

小説テクストには文字として記されていない空白や欠落がある。その
空白や欠落を想像力によって埋めながら読み進めていく作業は、古い地
図やガイドブック、文献を頼りに名所を訪れる街歩きと似ている。本科
目は「言葉と想像力」をキーワードに、まずはいくつかの短篇小説を扱
い、最後に文字表現であるがゆえに成立するテーマを扱った小説テクス
トの空白や欠落を読み解き、私たちの想像力がそこにどのような作用を
及ぼしていくかについて考えていくことを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 谷崎潤一郎「人面疽」
第�回 室生犀星「香爐を盗む」
第�回 徳田秋聲「ファイヤ・ガン」
第�回 江戸川乱歩「鏡地獄」
第�回 夢野久作「瓶詰の地獄」
第�回 堀辰雄「聖家族」
第	回 横光利一「機械」
第
回 坂口安吾「風博士」
第10回 中島敦「文字禍」
第11回 星野智幸「俺俺」
第12回 吉村萬壱「ボラード病」
第13回 室生犀星「蜜のあわれ」
第14回 まとめ

履修上の注意

�．授業の最初に当日扱う小説について感想を受講者に求める場合があ
る。また、毎回、講義内容に関したコメントを提出してもらう予定であ
る。提出されたコメントのうち、全体にフィードバックすべき内容が記
されているものについては、次回の講義冒頭で紹介・補足等を行う。受
講に際しては、基本的なマナーを守って積極的な姿勢で臨むよう心がけ
ること。
�．対象となるテクスト等についてや、レポート提出日を含む成績評価
に関する情報を初回の授業において説明するので、受講を希望する者は
必ず初回の授業に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回で取り上げるテクストは必ず読んでおくこと。授業後は、講義を
ふまえて各自の見解をまとめておくこと。

教科書

星野智幸『俺俺』（新潮文庫）
吉村萬壱『ボラード病』（文春文庫）

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート60％、リアクションペーパー等40％

その他
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451_14F55801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

縄文時代の考古学Ａ 阿 部 芳 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

縄文文化は気候の温暖化に適応して成立した日本列島独自の狩猟採集社会であり、
�万年以上におよぶ。本講義では、さまざまな切り口で縄文文化を多面的に観察し、
その実像に迫る。とくに近年の縄文時代考古学は伝統的なモノの観察と記述による
研究を基盤にして、関連する理化学的な研究の進歩が目覚ましい。反面、これらの
個別的な成果をどのようにまとめて�つの時代像を描くかという新たな課題に直面
している。
この授業ではこうした課題にどのように応答して新たな縄文時代史を描くのかと
いう問題意識を下敷きにした研究の事例を平易に解説する。秋学期は、縄文時代の
道具の製作の技術を中心として紹介し、縄文文化の特質を理解するための講義をお
こなう。なお、授業では専門的な用語はなるべく使用せず、他の専攻の学生にも理
解できる平易な解説に心掛ける。
本講義の到達目標は難解な専門用語の暗記ではなく、縄文時代研究の現状を紹介

するなかで、事物を深く考えることに興味をもち、歴史に対する認識を深める点に
重点を置く。そのため、毎回の授業では質問や感想・意見・コメントなどを出席
カードに記入してもらい、翌週にプリント（無記名）として配布し、解説と応答を
おこないこれを復習に代える。

授業内容

第�回 縄文文化とは何か
第�回 時期区分の歴史
第�回 時期の区分原理と実態
第�回 初期の縄文土器の特徴
第�回 縄文土器の技術
第�回 土器の使い分けの実態
第�回 繊維土器の技術
第	回 土器の多量化と生業活動
第
回 縄文容器群の成り立ちと展開
第10回 塩作りの痕跡
第11回 塩作りの中の土器
第12回 漆の利用と土器
第13回 漆器の製作技術と連鎖
第14回 モノ作りの工程と縄文社会の特質

※毎回の学生の質問や意見を反映させて、学生の興味に応じて若干の変更を行うこ
ともある。

履修上の注意

毎回出席をとる。遅刻は厳禁。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布するプリントは図・表を主とするので、毎回の授業内容をきちんとノートにま
とめ、復習しておくこと。予習の必要はない。とくに毎回の授業で興味をもったこ
となどをまとめておくと良い。また考古学の専門用語などはとくに暗記する必要は
なく、具体的な事例もなるべく平易に解説し、専攻以外の学生にも興味が持てるよ
うに配慮している。毎回の授業で興味をもった点などを中心に整理しておくこと。

教科書

特には指定しないが、毎回プリントを配布する。

参考書

特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

授業における重要で有益と思われる質問については翌週の授業冒頭において解説を
加える。

成績評価の方法

出席カードに授業内容に関する質問や意見を記入してもらい良問などについてはそ
の都度平常点として加点することもある。授業への参加態度（20％）と学期末の試
験の成績（80％）による。試験時には配布したプリントやノートの持ち込みを認め
る

その他

452_14F55901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

縄文時代の考古学Ｂ 阿 部 芳 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

縄文文化は気候の温暖化に適応して成立した日本列島独自の狩猟採集社会であり、
�万年以上におよぶ。本講義では、さまざまな切り口で縄文文化を多面的に観察し、
その実像に迫る。とくに近年の縄文時代考古学は伝統的なモノの観察と記述による
研究を基盤にして、関連する理化学的な研究の進歩が目覚ましい。反面、これらの
個別的な成果をどのようにまとめて�つの時代像を描くかという新たな課題に直面
している。
この授業ではこうした課題にどのように応答して新たな縄文時代史を描くのかと
いう問題意識を下敷きにした研究の事例を平易に解説する。秋学期は、縄文時代の
道具の製作の技術を中心として紹介し、縄文文化の特質を理解するための講義をお
こなう。なお、授業では専門的な用語はなるべく使用せず、他の専攻の学生にも理
解できる平易な解説に心掛ける。
本講義の到達目標は難解な専門用語の暗記ではなく、縄文時代研究の現状を紹介

するなかで、事物を深く考えることに興味をもち、歴史に対する認識を深める点に
重点を置く。そのため、毎回の授業では質問や感想・意見・コメントなどを出席
カードに記入してもらい、翌週にプリント（無記名）として配布し、解説と応答を
おこないこれを復習に代える。

授業内容

第�回 縄文時代の生業 最古の貝塚形成
第�回 大形貝塚の形成背景
第�回 貝塚形成と生業
第�回 資源流通と貝塚の多様性
第�回 生業の地域性
第�回 狩猟活動からみた縄文時代の実態
第�回 縄文時代の集落と生業
第	回 集落の長期継続化の背景
第
回 環状盛り土遺構とは何か
第10回 生業と土器の役割 縄文前半期の特徴
第11回 生業と土器の多量化 後半器の特徴
第12回 縄文時代の土偶と型式
第13回 土偶祭祀の実態は
第14回 縄文文化の特質
＊毎回の学生の質問や意見を反映させて、学生の興味に応じて若干の変更を行うこ
ともある。

履修上の注意

毎回出席をとる。遅刻は厳禁。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布するプリントは図・表を主とするので、毎回の授業内容をきちんとノートにま
とめ、復習しておくこと。予習の必要はない。特に毎回の授業で興味をもったこと
などをまとめておくと良い。専門的な学術用語は極力使用せず、なるべく平易な解
説を行うように配慮する。

教科書

特に指定はしないが毎回プリントを配布する。

参考書

特に指定はしない。

課題に対するフィードバックの方法

授業における重要で有益と思われる質問については特集の授業冒頭において解説を
加える。

成績評価の方法

出席カードに授業内容に関する質問や意見を記入してもらい、良問についてはその
都度平常点として加点することもある。授業への貢献度（20％）と学期末の試験の
成績（80％）による。試験時には配布したプリントやノートの持ち込みを認める。

その他
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453_14H14501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

書道Ａ 遠 藤 昌 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

実習（毛筆実技）を中心にした講座。一般教養「書道」と教職科目（中学校国語）「書
道」の受講生が混在した講座になっているため、春学期の書道Ａは毛筆の基礎（楷書・行
書）を学ぶ。

授業内容

01．講座の案内・書道の用具
02．楷書基礎（横画）「一二」
03．楷書基礎（点・縦画）「小川」
04．楷書基礎（永字八法）「永」
05．楷書基礎の応用「少女」
06．楷書基礎の応用「科学」
07．楷書課題の点検
08．行書基礎（横画）「一二」
09．行書基礎（点・縦画）「小川」
10．行書基礎（斜画・転折）「土木」
11．行書基礎（点画の連続）「風」
12．行書基礎の応用「科学」
13．行書課題の点検・春学期成績通知・個別面談
14．未修得課題の復習

履修上の注意

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
必ず第�回授業に出席して書道実技のための準備内容を確認してください、第�回目より
実技を行います。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

書道Ａ（春学期）は、書道の基礎を学びます。書道B（秋学期）は、書道の応用を学び
ます。また書道Ａを履修してから書道Bを履修することが望ましい展開です。
書道Ａと書道Bは、それぞれ履修できます。教養科目（書道）は、各�単位です。教職

科目（書道）は書道Ａ・書道Bの両方を合格しないと、教職�単位として認定されません。
毎回の作品の提出をもって出席とします。自分の書道用具を持参しない受講生は、欠席

とします。筆・半紙など、受講生のあいだの貸し借りは禁止します。
書道の経験・未経験は問いませんが、努力する態度が見受けられない受講生は、単位を
認定しません。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の毛筆実技は、Youtubeで視聴できます。
「遠藤」「書道」「課題の文字、一二など」の言葉を入力して検索し、予習・復習に役立
てること。

教科書

初回授業時に、課題プリントの配布を予定しています。
欠席の場合、友人などに依頼して必ず受け取ること。未入手の場合、�回目までに申し
出ること。
保管場所がありませんので、未受領のプリントは廃棄します。�回目以後は、受け取れ
ません。

参考書

『書道全集』全26冊 (平凡社、大学中央図書館蔵
『中国法書選』全60冊 （二玄社、大学中央図書館蔵）
『中国法書選ガイド』全60冊 （二玄社、大学中央図書館蔵）
『日本名筆選』全47冊 （二玄社、大学中央図書館蔵）
遠藤昌弘『もっと知りたい臨書の世界』（匠出版、大学中央図書館蔵）
『書跡名品叢刊』全208冊 （二玄社）
『書の宇宙』全24冊 （二玄社）
『新編書写指導』（萱原書房）

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題（半紙作品）について、毎回、個別に添削して返却します。
課題の再提出も受け付けています。

成績評価の方法

作品課題の得点÷課題数により算定する。
作品の評価、Ⓐ：90点・A：80点・B：70点・C：60点・D：不可。
評価のB・Cは、作品の再提出を受け付け、再評価する。再提出した作品は、評価が上

がらない場合ても復習したとみなして加点する。

その他

書道の用具については、初回の「講座の案内」で詳しく説明します。
すでに持っているものは、そのまま使用して下さい。また、持っていないものは、配布

する「購入案内書」で、購入することも可能です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
墨液・墨汁は使用しない。
硯は、石のものに限る。プラスチックなどの模造品は、墨が磨れないので使用しない。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（重要）�時限目と�時限目に同じ内容の講座を開講していますが、各時限とも40名を
越した場合は、人数の調整を行います。これは教室の水道設備の都合と、実技の個別指導
を受けることができるようにするためです。

教員への連絡方法、shoendo@meiji.ac.jp

454_14H14601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

書道Ｂ 遠 藤 昌 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

実習（毛筆実技）を中心にした講座。一般教養「書道」と教職科目（中学校国語）「書道」の受講生が混在した講座になって
いるため、秋学期の書道Bは一般教養「書道」と教職科目（中学校国語）「書道」で区分けして課題を設定する。
秋学期の書道Bの一般教養「書道」選択者は、篆書・隷書・草書・王朝仮名を学び書の基本書体を学ぶ。こののち受講生自身

が大学中央図書舘資料より選択して名筆・名跡を学ぶ（臨書）。補足：コロナ対応のため変更の場合あり
秋学期の書道Bの教職科目（中学校国語）「書道」選択者は、中学校書写で取り扱う楷書・行書課題の分析と、実技・添削と

進め、提出作品を完成させる。

授業内容

01．講座の展開について
02．一般教養：隷書�「洗心」
〃 教職科目：楷書�「天地」
03．一般教養：隷書�「無極」
〃 教職科目：楷書�「成功」
04．一般教養：篆書�「飛鳥」
〃 教職科目：楷書�「出発」
05．一般教養：篆書�「激流」
〃 教職科目：楷書�「いろは歌」
06．一般教養：草書�「青山」
〃 教職科目：楷書�「広がる世界」
07．一般教養：既習課題の確認
〃 教職科目：既習課題の確認
08．一般教養：草書�「話題」
〃 教職科目：行書�「初志」
09．一般教養：王朝仮名�高野切より
〃 教職科目：行書�「開花」
10．一般教養：王朝仮名�升色紙より
〃 教職科目：行書�「理想」
11．一般教養：古典臨書�（各自選択）
〃 教職科目：行書�「喜びの声」
12．一般教養：古典臨書�（各自選択）
〃 教職科目：行書�「美しい自然」
13．一般教養：既習課題の確認
〃 教職科目：既習課題の確認
14．秋学期課題の点検・秋学期成績通知・個別面談

履修上の注意

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
必ず第�回授業に出席して書道実技のための準備内容を確認してください、第�回目より実技を行います。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

書道Ａ（春学期）は、書道の基礎を学びます。書道B（秋学期）は、書道の応用を学びます。また書道Ａを履修してから書道
Bを履修することが望ましい展開です。
書道Ａと書道Bは、それぞれ履修できます。教養科目（書道）は、各�単位です。教職科目（書道）は書道Ａ・書道Bの両方

を合格しないと、教職�単位として認定されません。
毎回の作品の提出をもって出席とします。自分の書道用具を持参しない受講生は、欠席とします。筆・半紙など、受講生の
あいだの貸し借りは禁止します。
書道の経験・未経験は問いませんが、努力する態度が見受けられない受講生は、単位を認定しません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の毛筆実技は、Youtubeで視聴できます。
「遠藤」「書道」「課題の文字、一二など」を入力して検索し、予習・復習に役立てること。

教科書

初回授業時に、課題プリントの配布を予定しています。
欠席の場合、友人などに依頼して必ず受け取ること。未入手の場合、�回目までに申し出ること。
保管場所がありませんので、未受領のプリントは廃棄します。�回目以後は、受け取れません。

参考書

『書道全集』全26冊 （平凡社、大学中央図書館蔵）
『中国法書選』全60冊 （二玄社、大学中央図書館蔵）
『中国法書選ガイド』全60冊 （二玄社、大学中央図書館蔵）
『日本名筆選』全47冊 （二玄社、大学中央図書館蔵）
遠藤昌弘『もっと知りたい臨書の世界』（匠出版、大学中央図書館蔵）
『書跡名品叢刊』全208冊 （二玄社）
『書の宇宙』全24冊 （二玄社）
『新編書写指導』（萱原書房）

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題（半紙作品）について、毎回、個別に添削して返却します。
課題の再提出も受け付けています。

成績評価の方法

作品課題の得点÷課題数により算定する。
作品の評価、Ⓐ：90点・A：80点・B：70点・C：60点・D：不可。
評価のB・Cは、作品の再提出を受け付け、再評価する。再提出した作品は、評価が上がらなくても復習したとみなして加点

する。

その他

書道の用具については、初回の「講座の案内」で詳しく説明します。
すでに持っているものは、そのまま使用して下さい。また、持っていないものは、配布する「購入案内書」で、購入するこ
とも可能です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
墨液・墨汁は使用しない。
硯は、石のものに限る。プラスチックなどの模造品は、墨が磨れないので使用しない。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（重要）�時限目と�時限目に同じ内容の講座を開講していますが、各時限とも40名を越した場合は、人数の調整を行いま
す。これは教室の水道設備の都合と、実技の個別指導を受けることができるようにするためです。

教員への連絡方法、shoendo@meiji.ac.jp
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455_14B01307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 石 原 豪

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本史学専攻では卒業論文として日本に関する歴史を書くことが求
められる。しかし、当然ながら過去のできごとについて知っているだ
けでは歴史を書くことはできない。そこでこの授業では歴史を書くた
めに不可欠な史料批判の方法を学んでもらう。
徳川夢声という漫談家や俳優として活動した人物がアジア太平洋戦
争下に書いていた日記を題材にして、政治家や軍人、知識人の著作と
は違った角度から戦時下の日本について考察してほしい。なお、この
授業では徳川夢声自身よりも、彼が生きた戦時下の日本について考え
ることに重点を置いている。当時の政治や戦争、人びとの暮らしなど
各自の関心に沿って議論を進めてもらいたい。

授業内容

第�回：イントロダクション（�）（授業の内容・進行方法の説明）
第�回：イントロダクション（�）（報告方法の説明／テキスト『夢

声戦中日記』について）
第�回：まえがき・昭和16年12月〜昭和17年�月
第�回：昭和17年�月〜	月
第�回：昭和17年
月〜11月
第�回：昭和17年12月〜昭和18年�月
第�回：昭和18年�月〜
月
第	回：昭和18年10月〜12月
第
回：昭和19年�月〜�月
第10回：昭和19年�月〜�月
第11回：昭和19年�月〜
月
第12回：昭和19年10月〜11月
第13回：昭和19年12月〜昭和20年�月
第14回：昭和20年�月〜�月／まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成し、担当範囲の要約、補足説明や論点の提
示などを行ってもらう。また、参加者からの質問にも答えられるよう
に十分な準備をしてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業では参加者による議論が何よりも重要である。そのために
も全員が教科書を熟読しておくことはもちろんのこと、内容について
の疑問点や論点を出せるよう準備しておくことが望ましい。

教科書

徳川夢声『夢声戦中日記』（中公文庫、2015年）
※ 1977年版ではないので注意すること

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

第14回にてレポートを返却し、講評を行う。

成績評価の方法

授業での報告（40％）、レポート作成（20％）、授業への参加度
（40％）によって評価する。理由なく、報告やレポート提出がない場
合は評価の対象とならないので注意してほしい。

その他

456_14B01407

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 石 原 豪

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本史学専攻では卒業論文として日本に関する歴史を書くことが求
められる。しかし、当然ながら過去のできごとについて知っているだ
けでは歴史を書くことはできない。そこでこの授業では歴史を書くた
めに不可欠な史料批判の方法を学んでもらう。
アジア歴史資料センターが運営しているウェブサイトから閲覧でき

る史料を利用して、現代日本の政治・外交・軍事などに関する史料を
読解する経験を積んでもらう。利用する史料は基本的に公文書に分類
されるが、記述が正確ではない場合も念頭に置きながら読み進めてほ
しい。

授業内容

第�回：イントロダクション（�）（授業の内容・進行方法の説明）
第�回：イントロダクション（�）（報告方法の説明／アジア歴史資

料センターの利用方法について）
第�回：国内政治に関する史料（�）
第�回：国内政治に関する史料（�）
第�回：国内政治に関する史料（�）
第�回：国内政治に関する史料（�）
第�回：外交に関する史料（�）
第	回：外交に関する史料（�）
第
回：外交に関する史料（�）
第10回：外交に関する史料（�）
第11回：軍事に関する史料（�）
第12回：軍事に関する史料（�）
第13回：軍事に関する史料（�）
第14回：軍事に関する史料（�）／まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成し、担当範囲の要約、補足説明や論点の提
示などを行ってもらう。また、参加者からの質問にも答えられるよう
に十分な準備をしてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業では参加者による議論が何よりも重要である。そのために
も全員が当日利用する史料を熟読しておくことはもちろんのこと、内
容についての疑問点や論点を出せるよう準備しておくことが望まし
い。

教科書

アジア歴史資料センターのウェブサイトから指示した史料を各自で
ダウンロードあるいは印刷しておくこと。
利用方法はイントロダクションにおいて説明する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

第14回にてレポートを返却し、講評を行う。

成績評価の方法

授業での報告（40％）、レポート作成（20％）、授業への参加度
（40％）によって評価する。理由なく、報告やレポート提出がない場
合は評価の対象とならないので注意してほしい。

その他
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457_14B01306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 小 林 信 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

明治初年の東京府政に関する文書などを素材に、日本近代史に関する

史料の読解と分析を学ぶ。これによって、史料の発見・判読・分析の

技能を高め、その分析結果からオリジナルな論点を抽出する能力を獲

得することを到達目標とする。

授業内容

第�回 春学期演習のスケジュール作成とサンプル史料の提示。

第�回以降、第14回まで史料の輪読。

履修上の注意

演習は無遅刻・無欠席が原則であると考える。

やむをえず欠席する場合は事前の連絡をすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として、輪読する史料について、語句の意味調べなどを行って読

解を試みておくこと。復習として、輪読した史料について、関連する

研究文献などを入手してより深い分析を各自で行うこと。また、史料

から、論点を抽出してそれを文章化しておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート70％、授業への貢献度30％

その他

特になし。

458_14B01406

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 小 林 信 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近現代の東京の都市社会に関する文書や図像史料(地図・写真など)な

どの史料素材を学生が自由に探索して、日本近代史に関する史料の読

解と分析を学ぶ。これによって、史料の発見・判読・分析の技能を高

め、その分析結果からオリジナルな論点を抽出する能力を獲得するこ

とを到達目標とする。

授業内容

第�回 秋学期演習のスケジュール作成とサンプル史料の提示。

第�回以降、第14回まで史料の輪読。

履修上の注意

演習は無遅刻・無欠席が原則であると考える。

やむをえず欠席する場合は事前の連絡をすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として、輪読する史料についての語句調べなどを行い読解と試み

る。復習として、輪読した史料に関連する研究文献などを入手してそ

れを読み、史料理解を深めておく。また、史料から各自で論点を抽出

して文章化しておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート70％、授業への貢献度30％

その他

特になし。
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459_14B01308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 清 水 有 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習は、いろいろなタイプの史料、古文書・記録・文学的作品などを多
く読み、学生の皆さんに歴史的史料を自力で読める・理解できるようになっ
てもらうためのものです。
春学期の史料演習Aでは、関ケ原戦後に徳川将軍家と九州大名島津氏の間に
生じた交渉に関する古文書を読みます。秋学期の演習Bでは、島原・天草一
揆関連の記録とキリシタン版を読み解くことで、史料の読解能力をあげ、徳
川政権期の政治・宗教・社会についてより高度な知見を得ることをも目標と
しています。
演習であるから、履修者にはグループを形成してもらい、共同でグループ
ワークとして、それぞれが担当する史料を調査・発表してもらうことになり
ます。その具体的内容は、現代語訳、語句調べ、背景や筆者に関する調査、
関連する地図や参考文献の確認と表示などです。

授業内容

第�回 a.イントロダクション b.史料を読むための基本文献
第�回 a.古文書読解の基礎 b.テキストを読む前に
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第	回 グループ発表�回目
第
回 グループ発表�回目
第10回 グループ発表	回目
第11回 グループ発表
回目
第12回 グループ発表10回目
第13回 グループ発表11回目
第14回 a.全体のまとめ・総括 b.試験

履修上の注意

�年次の卒業論文において、戦国・織豊期や統一政権のテーマでそれを書き
たいと考えている学生は、この授業を、春秋学期共に必ず履修すること。な
お上の授業内容は予定であり、状況によっては変更されることもあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

高校修了程度の古文・漢文の知識が必要となるので、高校時代の教科書等で
復習しておくこと。史料に登場する漢字は多くが旧字体であり、それら漢字
の記憶が必要になるので、授業後の復習によってそうしたものを記憶してい
くこと。さらに音読みと訓読みが全ての漢字についてできるようにしておく
こと。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

佐藤進一『古文書学入門』(法政大学出版局、2003年)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習としてのグループ発表の内容、およびそれへの貢献度や質問への対応な
ど授業態度が50％、前期授業最後の時間に実施する予定の試験への回答内容
が50％。

その他

履修者の積極的な調査・発表と質疑への参加を期待します。

460_14B01408

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 清 水 有 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習は、いろいろなタイプの史料、古文書・記録・文学的作品な
どを多く読み、学生の皆さんに歴史的史料を自力で読める・理解でき
るようになってもらうためのものです。
秋学期の演習Bでは、島原・天草一揆関連の記録とキリシタン版を読み
解くことで、史料の読解能力をさらにあげ、徳川政権初期の政治・宗
教・社会についてより高度な知見を得ることを目標としています。
演習であるから、履修者にはグループを形成してもらい、共同でグ
ループワークとして、それぞれが担当する史料を調査・発表してもら
うことになります。その具体的内容は、現代語訳、語句調べ、背景や
筆者に関する調査、関連する地図や参考文献の確認と表示などです。

授業内容

第�回 a.イントロダクション b.秋学期の授業計画
第�回 a.古文書読解の基本 b.テキストを読む前に
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第�回 グループ発表�回目
第	回 グループ発表�回目
第
回 グループ発表�回目
第10回 グループ発表	回目
第11回 グループ発表
回目
第12回 グループ発表10回目
第13回 グループ発表11回目
第14回 a.全体のまとめ・総括 b.試験

履修上の注意

�年次の卒業論文において、戦国・織豊期や統一政権のテーマでそれ
を書きたいと考えている学生は、この授業を、春秋学期共に必ず履修
すること。なお上の授業内容は予定であり、状況によっては変更され
ることもあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

高校修了程度の古文・漢文の知識が必要となるので、高校時代の教科
書等で復習しておくこと。史料に登場する漢字は多くが旧字体であり、
それら漢字の記憶が必要になるので、授業後の復習によってそうした
ものを記憶していくこと。さらに音読みと訓読みが全ての漢字につい
てできるようにしておくこと。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

佐藤進一『古文書学入門』(法政大学出版局、2003年)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習としてのグループ発表の内容、およびそれへの貢献度や質問への
対応など授業態度が50％、前期授業最後の時間に実施する予定の試験
への回答内容が50％。

その他

履修者の積極的な調査・発表と質疑への参加を期待します。

─ 239─



461_14B01303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 高 橋 一 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本中世史の文献史料を精確に読み解くための基礎知識とスキルを身につけるこ
とを目標とします。史料のテキストには、政治史を中心として、中世社会の諸勢力
や中央・地域の双方にまたがる情報を有する戦国期の古記録（公家日記）をとりあ
げます。史料の一字一句にまで目配りしたリサーチと厳密な解釈を施し、その内容
をわかりやすく表現した適正なレジュメを作成・駆使して、報告と質疑を行う能力
の定着と向上をもめざします。
授業は対面授業（Face-to-Face class）で行います。
報告者が授業時にもちいるレジュメは、あらかじめクラスウェブにより配信しま

すので、必ずプリントアウトのうえ、履修学生各自が『政基公旅引付』の当該記事
とともに精読して授業に臨んでください。担当以外の記事についても毎回必ずしっ
かりと調べ、自分で意訳を試みておくことが、史料分析力を高める近道です。なお、
レポートなどの課題が提示された場合は、クラスウェブを活用して必ず期限内に提
出してください。

授業内容

15世紀後半に関白・藤氏長者をつとめた九条政基の日記『政基公旅引付』をテキ
ストとします。『政基公旅引付』は、九条政基が京都を離れて九条家の領有する和泉
国日根荘（現在の大阪府泉佐野市周辺）に滞在した際の記録で、文亀元年（1501）
�月から約�年弱の期間にわたる記事をもちます。当時の中央政界（朝廷・幕府）
に関する情報を有するほか、記主本人が居住した中世の日根荘をとりまく守護以下
の武士、有力寺院、住民たちの政治的・経済的・文化的動静についても、政基の見
聞きした内容が詳しく綴られています。日根荘に関する古文書や複数の荘園絵図な
どとあいまって、戦国期の和泉にとどまらない中世社会全体の諸特質を考えるうえ
で稀有な史料となっています。
授業では、『政基公旅引付』の冒頭をなす文亀元年（1501）�月条から輪読をはじ

めます。授業のすすめ方は、講読範囲ごと（各�〜�日条程度）の報告者を決めて、
事前にレジュメを作成・提出してもらい、その報告にもとづきながら質疑を行うか
たちで史料解釈を深めていきます。報告者は、担当箇所の読み下し、語句・人名・
地名などの説明とそれらにもとづく意訳、先行研究をふまえた論点の提示を中心に
報告してください。
授業の進行計画は以下の通りとします。

（�）古記録をはじめとする中世史料を読解するための基礎知識、参考文献、辞典・
事典類の紹介、『政基公旅引付』の概要説明。

（�）報告時にもちいるレジュメの例示と報告担当者の決定。
（�）〜（14）『政基公旅引付』担当箇所の報告とそれにもとづく詳細な検討。

履修上の注意

各授業時の報告者は、必ず事前にテキストの担当箇所に関するレジュメを作成・
提出し、授業当日も積極的に議論をリードしてください。もとより報告者の無断欠
席は許されません。また、報告者以外の履修学生も、毎回授業で検討するテキスト
の記事はあらかじめ内容を把握・読解し、授業時に疑問点などを積極的に発言する
ことがもとめられます。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当の有無にかかわらず授業で取り上げる範囲の箇所をある程度訳して授業に臨
んでください。また、その際、分からない箇所をはっきりとさせておき、質問等に
活かすようにしてください。

教科書

テキストは、図書寮叢刊『政基公旅引付』（宮内庁書陵部編、1962年）の講読箇所
をOh-o! Meijiからダウンロード・プリントアウトしてください。

参考書

小山靖憲・平雅行編『荘園に生きる人々─『政基公旅引付』の世界』（和泉書院、
1995年）。
廣田浩治「『政基公旅引付』の日記史料学」（『日本研究』48巻、2013年）。
そのほかの参考文献については授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績評価は、出席状況、授業時の報告内容および質疑に際しての発言内容によっ
て評価します。
評価点は、①レジュメの作りかた、②発表のしかた、③質疑への参加態度、以上を
総合した平常点…100%

その他

出席による加点はせず、欠席するたびに減点を行います。全14回の授業回数に対
して、�分の�以上の欠席は単位認定の可否にかかわるレベルで大きく減点します。
継続的な出席が強くもとめられます。

462_14B01403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 高 橋 一 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本中世史の文献史料を精確に読み解くための基礎知識とスキルを身につけるこ
とを目標とします。史料のテキストには、政治史を中心として、中世社会の諸勢力
や中央・地域の双方にまたがる情報を有する戦国期の古記録（公家日記）をとりあ
げます。史料の一字一句にまで目配りしたリサーチと厳密な解釈を施し、その内容
をわかりやすく表現した適正なレジュメを作成・駆使して、報告と質疑を行う能力
の定着と向上をもめざします。
授業は対面授業（Face-to-Face class）で行います。
報告者が授業時にもちいるレジュメは、あらかじめクラスウェブにより配信する

ので、必ずプリントアウトのうえ、履修学生各自が『政基公旅引付』の当該記事と
ともに精読して授業に臨んでください。担当以外の記事についても毎回必ずしっか
りと調べ、自分で意訳を試みておくことが、史料分析力を高める近道です。なお、
レポートなどの課題が提示された場合は、クラスウェブを活用して必ず期限内に提
出してください。

授業内容

15世紀後半に関白・藤氏長者をつとめた九条政基の日記『政基公旅引付』をテキ
ストとします。『政基公旅引付』は、九条政基が京都を離れて九条家の領有する和泉
国日根荘（現在の大阪府泉佐野市周辺）に滞在した際の記録で、文亀元年（1501）
�月から約�年弱の期間にわたる記事をもちます。当時の中央政界（朝廷・幕府）
に関する情報を有するほか、記主本人が居住した中世の日根荘をとりまく守護以下
の武士、有力寺院、住民たちの政治的・経済的・文化的動静についても、政基の見
聞きした内容が詳しく綴られています。日根荘に関する古文書や複数の荘園絵図な
どとあいまって、戦国期の和泉にとどまらない中世社会全体の諸特質を考えるうえ
で稀有な史料となっています。
授業では、『政基公旅引付』の冒頭をなす文亀元年（1501）�月条から輪読をはじ

めます。授業のすすめ方は、講読範囲ごと（各�〜�日条程度）の報告者を決めて、
事前にレジュメを作成・提出してもらい、その報告にもとづきながら質疑を行うか
たちで史料解釈を深めていきます。報告者は、担当箇所の読み下し、語句・人名・
地名などの説明とそれらにもとづく意訳、先行研究をふまえた論点の提示を中心に
報告してください。
授業の進行計画は以下の通りとします。

（�）古記録をはじめとする中世史料を読解するための基礎知識、参考文献、辞典・
事典類の紹介、報告時にもちいるレジュメの例示と報
告担当者の決定。

（�）〜（14）『政基公旅引付』担当箇所の報告とそれにもとづく詳細な検討。

履修上の注意

各授業時の報告者は、必ず事前にテキストの担当箇所に関するレジュメを作成・
提出し、授業当日も積極的に議論をリードしてください。もとより報告者の無断欠
席は許されません。また、報告者以外の履修学生も、毎回授業で検討するテキスト
の記事はあらかじめ内容を把握・読解し、授業時に疑問点などを積極的に発言する
ことがもとめられます。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当の有無にかかわらず授業で取り上げる範囲の箇所をある程度訳して授業に臨
んでください。また、その際、分からない箇所をはっきりとさせておき、質問等に
活かすようにしてください。

教科書

テキストは、図書寮叢刊『政基公旅引付』（宮内庁書陵部編、1962年）の講読箇所
をOh-o! Meijiからダウンロード・プリントアウトしてください。

参考書

小山靖憲・平雅行編『荘園に生きる人々─『政基公旅引付』の世界』（和泉書院、
1995年）。
廣田浩治「『政基公旅引付』の日記史料学」（『日本研究』48巻、2013年）。
そのほかの参考文献については授業時に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績評価は、出席状況、授業時の報告内容および質疑に際しての発言内容によっ
て評価します。
評価点は、①レジュメの作りかた、②発表のしかた、③質疑への参加態度、以上を
総合した平常点…100%

その他

出席による加点はせず、欠席するたびに減点を行います。全14回の授業回数に対
して、�分の�以上の欠席は単位認定の可否にかかわるレベルで大きく減点します。
継続的な出席が強くもとめられます。
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463_14B01309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 富 山 仁 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
この授業は、日本現代史に関する史料を読解する基礎的な力を身につけるた

めの演習である。史料の読み方や調べ方をよく理解し、史料の背景となる歴史
的状況とあわせて史料を読解することは、歴史学に必須のスキルと言える。授
業では、教育史・地域史に関する史料を取り上げて、有名人や大事件ではない、
ローカルな人物や地域の視点から歴史を考える。春学期は、京都府北部で学校
教員を務めた渋谷忠男（1926〜2020年）の著作を読解する。
【到達目標】
�．日本現代史に関する史料の読み方や調べ方について理解できる。
�．史料の背景となる歴史的状況を多面的に調べて日本現代史について理解を
深め、地域史像をみずから構築できる。

授業内容

第�回：授業の内容と進め方について
第�回：史料批判の方法について
第�回：渋谷忠男『郷土に学ぶ社会科』（1958年）①
第�回：渋谷忠男『郷土に学ぶ社会科』（1958年）②
第�回：渋谷忠男『郷土に学ぶ社会科』（1958年）③
第�回：渋谷忠男『郷土に学ぶ社会科』（1958年）④
第�回：渋谷忠男『郷土に学ぶ社会科』（1958年）⑤
第	回：渋谷忠男『郷土に学ぶ社会科』（1958年）⑥
第
回：渋谷忠男『学校は地域に何ができるか』（1988年）①
第10回：渋谷忠男『学校は地域に何ができるか』（1988年）②
第11回：渋谷忠男『学校は地域に何ができるか』（1988年）③
第12回：渋谷忠男『学校は地域に何ができるか』（1988年）④
第13回：渋谷忠男『学校は地域に何ができるか』（1988年）⑤
第14回：まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成して、テキストの要約、参考文献の調査、疑問点や論
点の提示など丁寧な報告を求めます。報告者は無断欠席をしないこと。受講者
はテキストに目を通し、討論に積極的に参加してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

すべての受講生はテキストを事前に精読し、語句の読みや意味を調べるなど、
討論の準備をして下さい。

教科書

授業で史料を配布します。

参考書

北河賢三『戦後史のなかの生活記録運動 : 東北農村の青年・女性たち』（岩波書
店、2014年）
小林千枝子『戦後日本の地域と教育 : 京都府奥丹後における教育実践の社会

史』（学術出版会、2014年）
須永哲思『桑原正雄の郷土教育 : 「資本の環」の中の私達』（京都大学学術出
版会、2020年）
仲田陽一『地域に根ざす学校づくり : “子どもが主人公”の学校改革を求めて』

（本の泉社、2016年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容（40％）、授業への貢献度（30％）、レポート（30％）によって総合的
に評価します。

その他

受講生の人数により内容を多少変更する場合があります。

464_14B01409

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 富 山 仁 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
この授業は、日本現代史に関する史料を読解する基礎的な力を身につけるた

めの演習である。史料の読み方や調べ方をよく理解し、史料の背景となる歴史
的状況とあわせて史料を読解することは、歴史学に必須のスキルと言える。授
業では、教育史・地域史に関する史料を取り上げて、有名人や大事件ではない、
ローカルな人物や地域の視点から歴史を考える。秋学期は、京都府北部で学校
教員を務めた池井保（1928〜2022年）らの著作を読解する。
【到達目標】
�．日本現代史に関する史料の読み方や調べ方について理解できる。
�．史料の背景となる歴史的状況を多面的に調べて日本現代史について理解を
深め、地域史像をみずから構築できる。

授業内容

第�回：授業の内容と進め方について
第�回：池井保『亡び村の子らと生きて』（1977年）①
第�回：池井保『亡び村の子らと生きて』（1977年）②
第�回：池井保『亡び村の子らと生きて』（1977年）③
第�回：池井保『亡び村の子らと生きて』（1977年）④
第�回：池井保『亡び村の子らと生きて』（1977年）⑤
第�回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）①
第	回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）②
第
回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）③
第10回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）④
第11回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）⑤
第12回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）⑥
第13回：『丹後ちりめん子ども風土記』（1977年）⑦
第14回：まとめ

履修上の注意

報告者はレジュメを作成して、テキストの要約、参考文献の調査、疑問点や論
点の提示など丁寧な報告を求めます。報告者は無断欠席をしないこと。受講者
はテキストに目を通し、討論に積極的に参加してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

すべての受講生はテキストを事前に精読し、語句の読みや意味を調べるなど、
討論の準備をして下さい。

教科書

授業で史料を配布します。

参考書

北河賢三『戦後史のなかの生活記録運動 : 東北農村の青年・女性たち』（岩波書
店、2014年）
小林千枝子『戦後日本の地域と教育 : 京都府奥丹後における教育実践の社会史』
（学術出版会、2014年）
須永哲思『桑原正雄の郷土教育 : 「資本の環」の中の私達』（京都大学学術出版
会、2020年）
仲田陽一『地域に根ざす学校づくり : “子どもが主人公”の学校改革を求めて』
（本の泉社、2016年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容（40％）、授業への貢献度（30％）、レポート（30％）によって総合的
に評価します。

その他

受講生の人数により内容を多少変更する場合があります。
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465_14B01304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本史学専攻の学生が卒業に必要なものは卒業論文です。
それを書くための基礎力を演習形式により培うことが目標となります。
日本古代史の史料は基本的に漢文的な史料ですが，その読解を中心にし，さ

まざまな事項に対して古代史の研究方法の基礎を押さえながら進めていきます。

授業内容

今年度は，日本古代史上の法律大宝令が施行され，浸透していく養老三年
（719）正月以降を読み進めていきます。
大宝令制定後，日本が法律をしっかりと整えた国家になっていく過程を正史

（国が編纂させた正式な歴史書）である『続日本紀』から読み説いていくことに
なります。
史料には多様な事件や案件が出てきますが，何かに興味・問題意識を見つけ

られるような論文執筆上のヒントをつかめるように内容にも注目していきます。
前期中には読み込みを中心に報告をしていただきます。

（�）演習形式と進め方について，また論文や史料の引き方などについての説明
を行います。

（�）史料の配布と『続日本紀』の解題（テキストの説明）。報告順の決定。
（�）手本として前年に当たる慶雲元年正月条を報告。
（�）〜（14）報告順に従い演習発表を行っていただきます。

前期の最後には，各自の報告において出された課題を夏期レポートにして提
出をしていただきます。

履修上の注意

欠席は事前連絡することが望ましい。
報告に当たってる際の無断欠席は成績以前の問題ですので，最低限のマナー

を守っていただくことを求めます。
レジュメについても，おおよそ体裁を揃えていただくようにしてもらいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

漢文史料のため，漢和辞典などを日常的に利用し，漢文の文法に通じるよう
努めること。
報告者は報告内容プラス質疑応答もあるので，幅広く勉強しておくこと，ま

た報告担当者でない者も積極的に質問を発し，参加者全員で議論し，理解を深
めていくように努める。

教科書

新日本古典文学大系『続日本紀』�（岩波書店）
テキストのコピーは授業時に配布します。

参考書

池田温編『日本古代史を学ぶための漢文入門』（吉川弘文館，2006）
栄原永遠男『天平の時代 日本の歴史�』（集英社，1991）
吉村武彦編『古代史の基礎知識』（角川書店，2005）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』（吉川弘文館，
2020）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』（吉川弘文館，
2020）
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史 �・�・�』（吉川弘文館，2022）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度60％ 報告40％
報告と期末の補足報告はセットとし，いずれも行っていただかなければ単位

となりません。
内容については最低限の必要事項をクリアしていれば問題ありません。
まずは出席し，報告をしっかりとするということが大事です。

その他

466_14B01404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本史学専攻の学生が卒業に必要なものは卒業論文です。
それを書くための基礎力を演習形式により培うことが目標となります。
日本古代史の史料は基本的に漢文的な史料ですが，その読解を中心に
し，さまざまな事項に対して古代史の研究方法の基礎を押さえながら進め
ていきます。

授業内容

今年度は，前期の続きを読み進めていきます。
大宝律令制定後，日本が法律をしっかりと整えた国家になっていく過程

を正史（国が編纂させた正式な歴史書）である『続日本紀』から読み説い
ていくことになります。
史料には多様な事件や案件が出てきますが，何かに興味・問題意識を見

つけられるような論文執筆上のヒントをつかめるように内容にも注目して
いきます。
前期中には読み込みを中心に報告をしていただきます。

（�）後期の演習形式と進め方について，手本として別条文を報告。
（�）〜（14）報告順に従い演習発表を行っていただきます。

履修上の注意

欠席は事前連絡することが望ましい。
報告に当たってる際の無断欠席は成績以前の問題ですので，最低限のマ
ナーを守っていただくことを求めます。
レジュメについても，おおよそ体裁を揃えていただくようにしてもらい

ます。

準備学習（予習・復習等）の内容

漢文史料のため，漢和辞典などを日常的に利用し，漢文の文法に通じる
よう努めること。
報告者は報告内容プラス質疑応答もあるので，幅広く勉強しておくこ
と，また報告担当者でない者も積極的に質問を発し，参加者全員で議論
し，理解を深めていくように努める。

教科書

新日本古典文学大系『続日本紀』�（岩波書店）
テキストのコピーは授業時に配布します。

参考書

池田温編『日本古代史を学ぶための漢文入門』（吉川弘文館，2006）
栄原永遠男『天平の時代 日本の歴史�』（集英社，1991）
吉村武彦編『古代史の基礎知識』（角川書店，2005）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』（吉川弘文
館，2020）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』（吉川弘文
館，2020）
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史 �・�・�』（吉川弘文館，

2022）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度60％ 報告40％
報告・補足報告と前期末のレポートはセットとし，いずれも行っていた

だかなければ単位となりません。
内容については最低限の必要事項をクリアしていれば問題ありません。
まずは出席し，報告をしっかりとするということが大事です。

その他
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467_14B01302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 長 沼 秀 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

一年次の授業で学んだように，歴史学は史料にもとづく学問です。史
料を吟味し，精読することによって，はじめて歴史叙述が可能になるの
です。そこで，この授業では，いわゆる史料批判を行ないながら，史料
を丹念に読み込んで，史料が意味するところを読み解いていく，という
作業を，みんなで根気強くすすめていくことにします。そして，あなた
が今後，自分の力で史料を読んで歴史像をつくりあげることができるよ
うになることを目標とします。

授業内容

第�回 「異国船渡来」（�）
第�回 「異国船渡来」（�）
第�回 「異国船渡来」（�）
第�回 「異国船渡来」（�）
第�回 「異国船渡来」（�）
第�回 「異国船渡来」（�）
第�回 「異国船渡来」（�）
第	回 幕末の多摩の村（�）
第
回 幕末の多摩の村（�）
第10回 幕末の多摩の村（�）
第11回 幕末の多摩の村（�）
第12回 幕末の多摩の村（�）
第13回 幕末の多摩の村（�）
第14回 a：試験

b：まとめ

履修上の注意

�）史料を正確に読み解いていくためには，史料を音読することがとて
も大切です。
�）仲間とともに研究をすすめていくことの厳しさとたのしさとを味
わってください。
�）「日本史概論A」および「日本史概論B」を必ず今年度までに履修し
てください。
�）授業時間は最大限に使います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、指定された課題に真剣に取り組んでください。

教科書

東大和市史編さん委員会編『里正日誌の世界』（『東大和市史資料編』

�）（東大和市，1997年）（本体価格2000円）

上記は基本史料です。毎回の授業に必ず持参してください。

参考書

伊藤好一監修『里正日誌』第�巻〜第10巻（東大和市教育委員会，
1994〜1996年、2014年）
上記は補助史料です（図書館に常備されています）。
その他，基本史料を読み解くための関連史料や必読文献などは授業で
適宜，指示または配付します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に授業の一環として伝えます。

成績評価の方法

毎回の授業の成果（60％），試験の得点（40％）を総合的に判定し，
厳正に行ないます。

その他

�）外国語科目をしっかりと学んでください。
�）情報関係科目を履修することをすすめます。
�）「Oh-o! Meiji システム」の最大限の活用をはかります。

468_14B01402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 長 沼 秀 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

一年次の授業で学んだように，歴史学は史料にもとづく学問です。史
料を吟味し，精読することによって，はじめて歴史叙述が可能になるの
です。そこで，この授業では，いわゆる史料批判を行ないながら，史料
を丹念に読み込んで，史料が意味するところを読み解いていく，という
作業を，みんなで根気強くすすめていくことにします。そして，あなた
が今後，自分の力で史料を読んで歴史像をつくりあげることができるよ
うになることを目標とします。

授業内容

第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第�回 幕末維新期の各地の史料（�）
第	回 戊辰戦争期の多摩の村（�）
第
回 戊辰戦争期の多摩の村（�）
第10回 戊辰戦争期の多摩の村（�）
第11回 戊辰戦争期の多摩の村（�）
第12回 戊辰戦争期の多摩の村（�）
第13回 戊辰戦争期の多摩の村（�）
第14回 a：試験

b：まとめ

履修上の注意

�）史料を正確に読み解いていくためには，史料を音読することがとて
も大切です。
�）仲間とともに研究をすすめていくことの厳しさとたのしさとを味
わってください。
�）「日本史概論A」および「日本史概論B」を必ず今年度までに履修し
てください。
�）授業時間は最大限に使います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、指定された課題に真剣に取り組んでください。

教科書

東大和市史編さん委員会編『里正日誌の世界』（『東大和市史資料編』

�）（東大和市，1997年）（本体価格2000円）

上記は基本史料です。毎回の授業に必ず持参してください。

参考書

伊藤好一監修『里正日誌』第�巻〜第10巻（東大和市教育委員会，
1994〜1996年、2014年）
上記は補助史料です（図書館に常備されています）。
その他，基本史料を読み解くための関連史料や必読文献などは授業で
適宜，指示または配付します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に授業の一環として伝えます。

成績評価の方法

毎回の授業の成果（40％），試験の得点（30％），夏季休業中のレポー
トおよび年度末レポートの内容（30％）を総合的に判定し，厳正に行な
います。

その他

�）外国語科目をしっかりと学んでください。
�）情報関係科目を履修することをすすめます。
�）「Oh-o! Meiji システム」の最大限の活用をはかります。
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469_14B01301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 野 尻 泰 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、日本近世史に関する史料を読解するため、基礎的な力
を身につけることを目的とする。
近世史料の読み方や調べ方を学び、当該分野に関する理解を深め

る。

授業内容

はじめに授業で使うテキストについて話し合う。
藩または村・町に関わる活字史料を使用する。
各回の報告者と分担を決める。報告者はレジュメを準備し、担当箇
所の史料の内容・用語を説明し、論点の提示を行う。

（�）授業計画および参考書・辞典類の説明
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（	）報告と検討�
（
）報告と検討	
（10）報告と検討

（11）報告と検討10
（12）報告と検討11
（13）報告と検討12
（14）まとめ

履修上の注意

報告・議論の蓄積によって史料への理解は深まるので、受講者全員
の積極的な参加を求める。
報告者はレジュメを作成し、遅刻・無断欠席をしないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの音読は、報告分担に関わらず、受講者全員の必須であ
る。
語句の読み・意味を予習すること。
音読と文意をとる練習を復習すること。

教科書

自治体史史料集等のプリントを配布する。

参考書

授業で適宜紹介する。
「特集／はじめて学ぶ日本近世史」（『歴史評論』813号、2018年）
歴史学研究会編『日本史年表』（岩波書店）
児玉幸多編『くずし字用例辞典』（東京堂出版）
児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容40％、授業態度40％、レポート20％などによって評価する。

その他

受講生の人数により内容を多少変更する場合がある。
くずし字を特に学びたい者は相談のこと。
節度ある態度を求める。

470_14B01401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 野 尻 泰 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、日本近世史に関する史料を読解するため、基礎的な力
を身につけることを目的とする。
活字史料の読み方や調べ方を学び、当該分野に関する理解を深める。

授業内容

はじめに授業で使うテキストについて話し合う。
秋学期は、史料輪読（活字史料）とともに、受講生が個々の関心に

基づく史料を提示し研究報告を行う。
各回の報告者と分担を決める。報告者はレジュメを準備し、担当箇

所の史料の内容・用語を説明し、論点の提示を行う。

（�）授業計画および参考書・辞典類の説明
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（�）報告と検討�
（	）報告と検討�
（
）報告と検討	
（10）報告と検討

（11）報告と検討10
（12）報告と検討11
（13）報告と検討12
（14）まとめ

履修上の注意

報告・議論の蓄積によって史料への理解は深まるので、受講者全員
の積極的な参加を求める。
報告者はレジュメを作成し、遅刻・無断欠席をしないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの音読は、報告分担に関わらず、受講者全員の必須である。
語句の読み・意味を予習すること。
音読と文意をとる練習を復習すること。

教科書

自治体史史料集等のプリントを配布する。

参考書

授業で適宜紹介する。
「特集／はじめて学ぶ日本近世史」（『歴史評論』813号、2018年）
歴史学研究会編『日本史年表』（岩波書店）
児玉幸多編『くずし字用例辞典』（東京堂出版）
児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告内容40％、授業態度40％、レポート20％などによって評価する。

その他

受講生の人数により内容を多少変更する場合がある。
くずし字を特に学びたい者は相談のこと。
節度ある態度を求める。
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471_14B01305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ａ 大 和 友紀弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習では大正・昭和初期（大戦間期）の主に政治史や政治思想に関わる史料
を講読する。
日本近現代史を研究するための重要史料には、翻刻され、手に入りやすくなって
いるものも多い。しかし我々の言葉遣いと比較的近い時代だからといって、ただ
読んでいるだけでは史料を読むことにはならない。まずは自ら関連文献を探索し、
歴史的文脈に即して当時の史料を吟味する経験を積んでもらう。最終的に自分自
身の問題関心に沿った研究課題を遂行できるようになるための基礎固めとしてほ
しい。
春学期は「民本主義」の言葉と共に大正期を象徴する政治学者・吉野作造の政治
評論を取り上げる。参加者に任意の史料を選んで内容を報告してもらい、当時の
人間による時代認識を通してその書かれた文脈や歴史的背景について議論してい
く。

授業内容

第�回：イントロダクション（�）授業内容の説明
第�回：イントロダクション（�）レジュメのつくり方／報告の仕方
第�回：「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」（�）
第�回：「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」（�）
第�回：「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」（�）
第�回：「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」（�）
第�回：「民本主義・社会主義・過激主義」
第	回：「帷幄上奏論」（�）
第
回：「帷幄上奏論」（�）
第10回：「護憲運動批判」
第11回：「現代政治上の一重要原則──民主主義は何故わるいか」
第12回：「憲法と憲政の矛盾」
第13回：蠟山政道「わが師吉野作造先生」
第14回：まとめ

但し参加者の人数や希望によって取り上げる史料の配置を変更することもあり得
る。

履修上の注意

演習は各人の議論への参加によって成り立つ。出席は評価の前提となるので、遅
刻や欠席には注意してもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各学期それぞれ�回は報告してもらうので、報告者は担当範囲の内容要約と疑問
点・論点をまとめたレジュメを必ず用意すること（つくり方の詳細は授業内で説
明する）。
演習は教員の一方的な講義の場ではないので、報告者以外の各参加者も当日の該
当範囲を熟読し、議論に加わる準備をしておくこと。

教科書

吉野作造『憲政の本義──吉野作造デモクラシー論集』（中公文庫、2016年）。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

授業内の質疑応答のほか、クラスウェブを用いてレポートにコメントを付ける予
定。

成績評価の方法

報告内容（40％）、授業への貢献度（40％）、学期末レポートの内容（20％）で評
価する。
但し、報告とレポート提出が為されていることが前提なので、これらが欠けてい
る場合は単位を認めない。

その他

472_14B01405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（日本史）Ｂ 大 和 友紀弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習では大正・昭和初期（大戦間期）の主に政治史や政治思想に関わる史料を
講読する。
日本近現代史を研究するための重要史料には、翻刻され、手に入りやすくなってい
るものも多い。しかし我々の言葉遣いと比較的近い時代だからといって、ただ読ん
でいるだけでは史料を読むことにはならない。まずは自ら関連文献を探索し、歴史
的文脈に即して当時の史料を吟味する経験を積んでもらう。最終的に自分自身の問
題関心に沿った研究課題を遂行できるようになるための基礎固めとしてほしい。
秋学期は、『現代史資料』（みすず書房）の中から、1935年に起きた「天皇機関説事
件」についての基本史料である「所謂「天皇機関説」を契機とする国体明徴運動」
（司法省刑事局、1940年）を取り上げる。大正から昭和への歴史過程を理解するに
は、自由主義陣営の視点だけでなく右派の「国体」論の果たした役割も考察する必
要がある。参加者の分担による報告を通して、その内容を批判的に検討することで、
当時の政治的・社会的情況についての理解を深めることを目指す。

授業内容

第�回：イントロダクション（授業内容の説明／「天皇機関説事件」について）
第�回：第三章
第�回：第四章第一節（一）〜（三）
第�回：第四章第一節（四）〜（七）
第�回：第四章第二節
第�回：第四章第三節〜第四節
第�回：第五章
第	回：第六章第一節〜第二節
第
回：第六章第三節
第10回：第六章第四節〜第五節
第11回：第七章
第12回：第八章
第13回：第九章（一）〜（四）
第14回：第九章（五）〜（六）／第十章

但し参加者の人数や希望によってページ配分を変更することもあり得る。

履修上の注意

演習は各人の議論への参加によって成り立つ。出席は評価の前提となるので、遅刻
や欠席には注意してもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各学期それぞれ�回は報告してもらうので、報告者は担当範囲の内容要約と疑問点・
論点をまとめたレジュメを必ず用意すること（つくり方の詳細は授業内で説明す
る）。
演習は教員の一方的な講義の場ではないので、報告者以外の各参加者も当日の該当
範囲を熟読し、議論に加わる準備をしておくこと。

教科書

今井清一／高橋正衛編『現代史資料（�） 国家主義運動（�）』（みすず書房、1963
年）。
大学図書館に所蔵されているほか、該当箇所のコピーを用意する予定。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

授業内の質疑応答のほか、クラスウェブを用いてレポートにコメントを付ける予定。

成績評価の方法

報告内容（40％）、授業への貢献度（40％）、学期末レポートの内容（20％）で評価
する。
但し、報告とレポート提出が為されていることが前提なので、これらが欠けている
場合は単位を認めない。

その他

─ 245 ─



473_14B12003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（アジア史）Ａ 奥 美穂子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

主に中東・イスラーム地域の研究領域を扱う学生を対象とし、英語
論文ならびに英訳された史料の講読を行う。本授業をとおして、外国
語による文献・史料を読むための力を養うと同時に、関連する歴史的
事柄への理解を深めることを目的とする。あわせて、受講者が各自の
テーマにしたがって、研究文献を収集・読解し、その進捗状況を適宜
報告することで、�年次以降の研究につながる土台作りを進める。

授業内容

17世紀におけるオスマン帝国およびその周辺諸国を周遊したエヴリ
ヤ・チェレビー Evliya Çelebiの『旅行記Seyâhat-nâme』の英訳を講読
する。テクストはDankoff, Robert & Sooyong Kim (eds.&trans.), An
Ottoman Traveller : Selections from the Book of Travels of Evliya Çelebi,
London, 2011. を用いる。

�（aのみ） イントロダクション：テクスト配布、受講生自己紹介
�〜� 邦文による関連文献の講読
�〜13 英文テクストの講読
14 春学期のまとめ

上記講読に加え、いくつかの課題の提出を求める。詳細については、
その都度授業内で説明する。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

講読の授業では、事前の入念な予習が不可欠となる。本文の読解（全
訳作成）だけでなく、関連用語についても意味を調べてから授業に臨
むこと。また、英和辞典を必ず用意すること。

教科書

テクストはコピーを配布する。

参考書

適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・平常点（授業への参加状況、予習、議論における積極性）70％
・課題提出（期限厳守）30％

その他

無断欠席・遅刻は厳禁とする。やもえず欠席する場合には必ず事前に
連絡を入れること。

474_14B21201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ａ 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

東ヨーロッパやロシアの近代に関する基礎的な知識の習得とその整理を行い
ながら，ヨーロッパ近代を理解する際に重要となる幾つかのポイントを探
し、それについて考えることが目標である。今年度は上記の地域に関連して
多国間の関係史をめぐる問題、あるいはロシアか東ヨーロッパの国に関する
英文史料を講読し、またそれに関係する発表を交えて授業を進める予定であ
る。

授業内容

テーマに即して参加者各人（グループ）が英文史料（副次的に邦語文献）の
講読と報告をする。講読，レジュメに基づいた口頭発表とそれに対する質問
や批判，さらには最後の小論文の提出に至るまでの一連のプロセスを通して
ヨーロッパ近代・近世史の基礎を養う。なお今年度のテーマは最初の授業の
ときに参加者との話し合いで決めるが，14回の授業は次のような構成で授業
を進める予定である。
（�）〜（�）導入：授業全体の年間テーマや演習の進め方，さらには教
材・参考書について参加者全員での討論。春学期報告者の決定。同時に，図
書館やインターネット検索の方法に関しても実習する。
（�）〜（14）講読と報告。講読は，初回の授業できめた年間テーマに沿っ
た内容の英文（場合によっては邦文）文献の講読を行う。報告の際には，報
告者は以下の要領に従って行う。
（ア）史料の書かれた社会的背景について様々な文献で調べる。
（イ）日本の研究状況（先行研究）を調べ，かつ文献リストを作成する。
（ウ）文献リストに沿って研究情況を追う。その上で何が分かり，何がわか
らないかを整理し，それをレポートにし，かつ口頭で報告する。
（エ）以上の内容をA4版�〜�枚程度に要約し，あらかじめ教員に提出す
る。
（オ）報告は夏休み前に集中して行う。

履修上の注意

演習という小人数授業では臆することなく積極的に自分の考えや意見を述べ
ることが大切である。その際，考え方を鍛えるというためにも，参加者から
の批判に耳を傾け，それに真摯に受け答えする努力が必要である。また講読
では毎回の予習は不可欠である。特別な理由を除いて遅刻・欠席は認めな
い。参加者は，報告に際して，必ず分担分のレジュメ（内容の正確な要約）
を作成し，論文で扱われている事項・史料について自ら調べること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、講読のための予習と復習は欠かせない。

教科書

授業中に配布予定。また、各自、ロシア・東欧の近現代史文献を読むこと。
ただし、参加者各人が作成する報告要旨・参考文献一覧も導きの糸となる。

参考書

中野隆生・中嶋毅共編『文献解説 西洋近現代史�・�・�』南窓社、
2011〜2012年

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

成績評価の内訳は次のとおりである。グループや個人による講読・報告・レ
ポートおよび小論文提出（70%），平常点となる授業への積極的参加の様子
も重要である（30％）。

その他

参加者は無断欠席をせず，根気よく取り組み、やる気（「気力」）を示すこ
と。
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475_14B12103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（アジア史）Ｂ 奥 美穂子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

主に中東・イスラーム地域の研究領域を扱う学生を対象とし、英語
論文ならびに英訳された史料の講読を行う。本授業をとおして、外国
語による文献・史料を読むための力を養うと同時に、関連する歴史的
事柄への理解を深めることを目的とする。あわせて、受講者が各自の
テーマにしたがって、研究文献を収集・読解し、その進捗状況を適宜
報告することで、�年次以降の研究につながる土台作りを進める。

授業内容

17世紀におけるオスマン帝国およびその周辺諸国を周遊したエヴリ
ヤ・チェレビー Evliya Çelebiの『旅行記Seyâhat-nâme』の英訳を講読
する。テクストはDankoff, Robert & Sooyong Kim (eds.&trans.), An
Ottoman Traveller : Selections from the Book of Travels of Evliya Çelebi,
London, 2011. を用いる。

�（aのみ）イントロダクション：テクスト配布、受講者による夏期
活動報告
�〜13 英文テクストの講読
14 秋学期のまとめ

上記講読に加え、いくつかの課題の提出を求める。詳細については、
その都度授業内で説明する。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

講読の授業では、事前の入念な予習が不可欠となる。本文の読解（全
訳作成）だけでなく、関連用語についても意味を調べてから授業に臨
むこと。また、英和辞典を必ず用意すること。

教科書

テクストはコピーを配布する。

参考書

適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・平常点（授業への参加状況、予習、議論における積極性）70％
・課題提出（期限厳守）30％

その他

無断欠席・遅刻は厳禁とする。やもえず欠席する場合には必ず事前に
連絡を入れること。

476_14B21301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ｂ 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

東ヨーロッパやロシアの近代に関する基礎的な知識の習得とその整理を行
いながら，ヨーロッパ近代を理解する際に重要となる幾つかのポイントを
探し、それについて考えることが目標である。今年度は上記の地域に関連
して多国間の関係史、あるいはロシアか東欧の国内問題について英文史料
を講読し、またそれに関係する発表を交えて授業を進める予定である。

授業内容

テーマに即して参加者各人（グループ）が英文史料（副次的に邦語文献）
の講読と報告をする。講読，レジュメに基づいた口頭発表とそれに対する
質問や批判，さらには最後の小論文の提出に至るまでの一連のプロセスを
通してヨーロッパ近代・近世史の基礎を養う。なお今年度のテーマは最初
の授業のときに参加者との話し合いで決めるが，14回の授業は次のような
構成で授業を進める予定である。
（�）〜（�）導入：授業全体の年間テーマや演習の進め方，さらには教
材・参考書について参加者全員での討論。春学期報告者の決定。同時に，
図書館やインターネット検索の方法に関しても実習する。
（�）〜（14）講読と報告。講読は，初回の授業できめた年間テーマに
沿った内容の英文（場合によっては邦文）文献の講読を行う。報告の際に
は，報告者は以下の要領に従って行う。
（ア）史料の書かれた社会的背景について様々な文献で調べる。
（イ）日本の研究状況（先行研究）を調べ，かつ文献リストを作成する。
（ウ）文献リストに沿って研究情況を追う。その上で何が分かり，何がわ
からないかを整理し，それをレポートにし，かつ口頭で報告する。
（エ）以上の内容をA4版�〜�枚程度に要約し，あらかじめ教員に提出す
る。
（オ）報告は夏休み前に集中して行う。

履修上の注意

演習という小人数授業では臆することなく積極的に自分の考えや意見を述
べることが大切である。その際，考え方を鍛えるというためにも，参加者
からの批判に耳を傾け，それに真摯に受け答えする努力が必要である。ま
た講読では毎回の予習は不可欠である。特別な理由を除いて遅刻・欠席は
認めない。参加者は，報告に際して，必ず分担分のレジュメ（内容の正確
な要約）を作成し，論文で扱われている事項・史料について自ら調べるこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、講読のための予習と復習は欠かせない。

教科書

授業中に配布予定。また、各自、ロシア・東欧の近現代史文献を読むこ
と。ただし、参加者各人が作成する報告要旨・参考文献一覧も導きの糸と
なる。

参考書

中野隆生・中嶋毅共編『文献解説 西洋近現代史�・�・�』南窓社、
2011〜2012年

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

成績評価の内訳は次のとおりである。グループや個人による講読・報告・
レポートおよび小論文提出（70%），平常点となる授業への積極的参加の様
子も重要である（30％）。

その他

参加者は無断欠席をせず，根気よく取り組み、やる気（「気力」）を示すこ
と。
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477_14B12001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（アジア史）Ａ 鈴 木 開

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アジア史研究の方法と史料読解の基礎を学ぶ。時代は中世から近
代、地域は中央ユーラシア、中国大陸、東南アジア、朝鮮半島、東ア
ジア海域などを想定している。基礎演習の内容を発展させて、参考文
献の読み方、研究発表の仕方、研究論文の書き方、史料読解と研究の
方法などを多角的に学ぶ。最終的に、みずから研究テーマを設定し、
必要な資料を収集し、分析する能力を身につけることを目指す。

授業内容

前半は研究論文の書き方、文献の調べ方についてレクチャーし、実際
に特定のテーマについて参考文献リストを作成してもらう。また参考
文献は、一般書、概説書、研究書に分けてその特徴やスタイルの違い
について学ぶ。後半は研究史料の講読として中国明清時代の漢文史料
を講読する。内容を検討するというよりは、様々な資料にふれること
で特徴的な表現や研究テーマとの関係などを学ぶ。

� 授業の進め方について説明
� 研究論文の書き方、文献の調べ方
� 参考文献リストの作成
� 参考文献の読解�（一般書）
� 参考文献の読解�（概説書）
� 参考文献の読解�（研究書）
�・	 研究史料の講読（正史類）
10・11 研究史料の講読（上奏文）
12・13 研究史料の講読（私撰書）
14 講読のまとめ

履修上の注意

�回以上欠席した場合、評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布された資料について必ず予習して授業に臨むこと。

教科書

使用しない。

参考書

史料講読では漢和辞典（角川新字源、全訳漢字海）、中国語辞典（中
日大辞典）などが必要となる。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％、期末レポート50％

その他

478_14B21202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ａ 本 間 美 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、西洋史の勉強に必要な史資料についての考え方を、Ａ）

欧文文献や史料の講読を通じて、Ｂ）履修者の選んだテーマでの発表

を通して、具体的に学んでゆくことを目的としている。履修者の事前

の授業準備（訳出や調査）と内容の報告が主体となる対面・演習形式

の授業である。欧文文献・史料の精読を通じて得た知見を、自分が選

択したテーマを深めるのに役立てることを目指している。

授業内容

春学期は、担当者が基本となる事項を説明したのち、Ａ）文献の講読

と、Ｂ）履修者による報告・課題の実践に入る。

第�回 ガイダンス、各履修者が関心をもつテーマの説明

第�回〜第	回 講読用文献・史料の設定 欧文文献・史料の講読

（Ａ�）

第
回〜第13回 履修者による報告（Ｂ�）

第14a回 春学期のまとめと夏期休暇の課題設定

履修上の注意

各人の報告は、本人はもちろんクラスのレベルアップにつながるた

め、クラスメートの報告にも関心をもって議論に参加してもらいた

い。

準備学習（予習・復習等）の内容

訳出、報告準備

教科書

なし

参考書

指定しない。参考文献を自分で探すことは、この授業の重要な課題の

ひとつである。クラス全体に有用な情報は、随時提供してもらって共

有していきたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

春学期の授業回（14回）の�分の�以上に出席することを原則とした

い。とはいえ健康状態や社会情勢などに応じて柔軟に対応するので、

何事もまず教員に相談・連絡してほしい。成績評価は、授業参加と作

業（訳出と報告）を総合的に判断して評価する（100％）。

その他

履修人数や授業の進捗状況によって、ペース配分などに変更もありう

る。
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479_14B12101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（アジア史）Ｂ 鈴 木 開

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アジア史研究の方法と史料読解の基礎を学ぶ。時代は中世から近代、地域は中央
ユーラシア、中国大陸、東南アジア、朝鮮半島、東アジア海域などを想定している。
基礎演習の内容を発展させて、参考文献の読み方、研究発表の仕方、研究論文の書き
方、史料読解と研究の方法などを多角的に学ぶ。最終的に、みずから研究テーマを設
定し、必要な資料を収集し、分析する能力を身につけることを目指す。

授業内容

夏休み課題をもとに各自の研究テーマを設定し発表する。『史学雑誌』「回顧と展望」
などを利用して関心のあるテーマについて研究動向を整理し、また関心のある研究論
文、史料について調べる。調べた内容をグループディスカッションなどを通じて紹介
する。研究論文・史料の読解を通じてえられた知見を研究発表にフィードバックさせ
て期末レポートを作成する。

� 夏休み課題の提出、研究発表の順番決定
� 研究発表�
� 研究発表�
� 研究発表�
� 研究発表�
� 研究発表�
� 研究動向の整理
	 研究論文の読解�

 研究論文の読解�
10 研究論文の読解�
11 研究史料の読解�
12 研究史料の読解�
13 研究史料の読解�
14 授業のまとめ

履修上の注意

�回以上欠席した場合、評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

研究論文・史料などは夏休み中に収集しておくことが望ましい。

教科書

使用しない。

参考書

以下の入門書を必要に応じて参照し、関心のあるテーマの研究状況を把握しておくこ
と。

『論点・東洋史学 アジア・アフリカへの問い158』（吉澤誠一郎監修，ミネルヴァ書
房）
『中国歴史研究入門』（砺波護，杉山正明，岸本美緒編，名古屋大学出版会）
『近代中国研究入門』（岡本 隆司， 吉澤 誠一郎編，東京大学出版会）
『海域アジア史研究入門』（桃木至朗編，岩波書店）
『アジア経済史研究入門』（水島司，加藤博，久保亨，島田竜登編，名古屋大学出版会）
『中央ユーラシア史研究入門』（小松久男，荒川正晴，岡洋樹編，山川出版社）
『朝鮮史研究入門』（朝鮮史研究会編，名古屋大学出版会）
『日明関係史研究入門』（村井章介編集代表，勉誠出版）
『台湾研究入門』（若林正丈・家永真幸編、東京大学出版会）

史料講読では漢和辞典（角川新字源、全訳漢字海）、中国語辞典（中日大辞典）などが
必要となる。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点30％、期末レポート70％

その他

480_14B21302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ｂ 本 間 美 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、西洋史の勉強に必要な史資料についての考え方を、Ａ）

欧文文献や史料の講読を通じて、Ｂ）履修者の選んだテーマでの発表

を通して、具体的に学んでゆくことを目的としている。履修者の事前

の授業準備（訳出や調査）と内容の報告が主体となる対面・演習形式

の授業である。欧文文献・史料の精読を通じて得た知見を、自分が選

択したテーマを深めるのに役立てることを目指している。

授業内容

秋学期は、最初に夏期休暇中に調査した成果レポートを提出する。ひ

きつづき、Ａ）文献の講読と、Ｂ）履修生による最終報告に向けて準

備を進める。

第�回 秋学期授業のガイダンス、課題の回収

第�回〜第�回 欧文文献・史料の講読（Ａ�）

第	回〜第13回 履修生による報告（Ｂ�）

第14a回 秋学期のまとめ、レポートについて

履修上の注意

各人の報告は、本人はもちろんクラスのレベルアップにつながるた

め、クラスメートの報告にも関心をもって議論に参加してもらいた

い。

準備学習（予習・復習等）の内容

訳出、報告準備

教科書

なし

参考書

指定しない。参考文献を自分で探すことは、この授業の重要な課題の

ひとつである。クラス全体に有用な情報は、随時提供してもらって共

有していきたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

秋学期の授業回（14回）の�分の�以上に出席することを原則とした

い。とはいえ健康状態や社会情勢などに応じて柔軟に対応するので、

まず教員に相談・連絡してほしい。成績評価は、授業参加と作業（訳

出と報告）（80％）、レポート（20％）を総合的に判断して評価する。

その他

履修人数や授業の進捗状況によって、ペース配分などを変更すること

もある。
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481_14B12002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（アジア史）Ａ 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
アジア史研究で必須となる漢文史料の読解能力を養うことを第一の目標とする。あ
わせて、研究テーマの設定の仕方、先行研究の調べ方、関連する史料の収集や分析の
方法を身につけてもらう。なお授業では主に中国・隋唐時代を扱う。当該時期の史料
を読むことを通して中国史学における基礎的な研究手法を学んでもらいたい。

【到達目標】
・標点付きの漢文史料を訓読し現代語訳をできるようにする。
・特定のテーマを設定し論文・史料を収集・分析する手法を身に付ける。

授業内容

春学期では石見清裕「玄武門の変前夜の突厥問題」（同著『唐の北方問題と国際秩
序』汲古書院、1998年）の輪読を通して、論文の読み方、史料を収集し分析する方法
などをレクチャーする。

第�回：授業の概要や方針について。輪読するテキストの紹介。受講者の自己紹介、
興味関心を把握するための簡単なアンケートを実施。

第�回〜13回：テキストの輪読。
第14回：a期末試験（出題内容はテキストより抽出した漢文の訓読を課す予定）。bテス

トの解説と本講義の総括。

履修上の注意

・履修にあたっては毎回必ず漢和辞典を持参すること。
・中国語を学習していることが望ましい。
・やむを得ない理由で欠席・遅刻をする場合は担当教員に連絡すること。
・授業では意欲的に課題史料を読み、、積極的に発言することを期待したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料読解力を養う科目であるので、漢和辞典や工具書を積極的に活用し必ず所定のテ
キストを訓読したうえで授業に臨むこと。

教科書

特になし。輪読するテキストについては配布する。

参考書

辞典
戸川芳郎監修、佐藤進・濱口富士雄編『全訳漢辞海』（三省堂）
諸橋轍次著『大漢和辞典』（大修館書店）
羅竹風主編『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社）

入門書
礪波護・岸本美緒・杉山正明編『中国歴史研究入門』（名古屋大学出版会、2006年）

隋唐時代を扱った概説書
氣賀澤氣賀澤保規著『中国の歴史06 絢爛たる世界帝国 隋唐時代』（初版2005年、

改訂版、講談社、2020年）
森安孝夫著『興亡の世界史 シルクロードと唐帝国』（初版2007年、改訂版、講談

社、2016年）

隋・唐初期を扱った概説書
宮崎市定『隋の煬帝』（初版1965年、中央公論社、1987年）
布目潮渢著『隋の煬帝と唐の太宗 暴君と明君、その虚実を探る』（初版1961年、清水
書院、2018年）
布目潮渢著『「貞観政要」の政治学』（岩波書店、1997年）

やや専門的な概説書として、アーサー・F・ライト著、布目潮渢・中村努訳『隋代
史』（法律文化社、1982年）がある。『隋書』の抄訳として中林史朗・山口謡司監修
『現代語訳 隋書』（勉誠出版、2017年）がある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業態度、発言）70％、期末試験30％

その他

482_14B21203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ａ 山 田 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、�年次の学習を前提にしつつ、�、�年次につなげるこ
とを意識しながら、文献や史料などの分析方法を学習する。
授業の前半では、近現代ヨーロッパ史に関する英語文献を講読し、
「注」の重要性や史料の分析方法などを学ぶ。また、後半では、受講
者が関心のあるテーマを選び、史料集などを用いてレポートを作成
し、グループ（受講者数によっては個人）で報告を行う。

授業内容

第�回 授業のすすめ方について
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 グループ報告にむけてのテーマ設定とその準備
第	回 英文講読と分析
第
回 英文講読と分析
第10回 英文講読と分析
第11回 グループまたは個人報告
第12回 グループまたは個人報告
第13回 グループまたは個人報告
第14回 まとめと反省

受講者の人数その他、状況に応じて授業内容の変更もありうる。

履修上の注意

英文講読では、担当者を決めて精読する。担当者は、和訳をするだけ
でなく、内容についての説明ができるように準備すること。担当者以
外も必ず予習、復習をし、疑問点を明確にしてくること。グループ報
告では、各自レポートを作成してから報告に臨み、レジュメを準備し
て発表すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

英文講読では、必ず予習をしてくること。報告を聞く時も、あらかじ
めそのテーマについて簡単な下調べをしてくること。

教科書

テキストは授業開始時に配布する。

参考書

テキストの内容や報告のテーマに従って、適宜、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に、課題に応じて指示する。

成績評価の方法

報告の内容、予習や質問など授業に取り組む姿勢と（70％）、レポー
トやレジュメなどの提出物（30％）によって決定する。欠席回数が三
分の一以上の場合は、成績評価の対象としない。

その他

史料演習Bを続けて受講することが望ましい。
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483_14B12102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（アジア史）Ｂ 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
アジア史研究で必須となる漢文史料の読解能力を養うことを第一の目標と

する。あわせて、研究テーマの設定の仕方、先行研究の調べ方、関連する史
料の収集や分析の方法を身につけてもらう。なお授業では主に中国・隋唐時
代以前を扱う。当該時期の史料を読むことを通して中国史学における基礎的
な研究手法を学んでもらいたい。

【到達目標】
・標点付きの漢文史料を訓読し現代語訳をできるようにする。
・特定のテーマを設定し論文・史料を収集・分析する手法を身に付ける。

授業内容

秋学期は受講者の関心に応じて政治史だけでなく民族・社会・文化など
様々なジャンルの史料も扱う。またプレゼンの機会も積極的に設けたい。

第�回：ガイダンス。輪読史料の相談。
第�回〜13回：テキストの輪読。
第14回：a期末試験（出題内容はテキストより抽出した漢文の訓読を課す予

定）。bテストの解説と本講義の総括。

履修上の注意

・履修にあたっては毎回必ず漢和辞典を持参すること。
・中国語を学習していることが望ましい。
・やむを得ない理由で欠席・遅刻をする場合は担当教員に連絡すること。
・授業では意欲的に課題史料を読み、積極的に発言することを期待したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料読解力を養う科目であるので、漢和辞典や工具書を積極的に活用し必ず
所定のテキストを訓読したうえで授業に臨むこと。

教科書

特になし。輪読するテキストについては配布する。

参考書

辞典
戸川芳郎監修、佐藤進・濱口富士雄編『全訳漢辞海』（三省堂）
諸橋轍次著『大漢和辞典』（大修館書店）
羅竹風主編『漢語大詞典』（漢語大詞典出版社）

入門書
礪波護・岸本美緒・杉山正明編『中国歴史研究入門』（名古屋大学出版会、

2006年）

隋唐時代の全般を扱った概説書
氣賀澤氣賀澤保規著『中国の歴史06 絢爛たる世界帝国 隋唐時代』（初
版2005年、改訂版、講談社、2020年）
森安孝夫著『興亡の世界史 シルクロードと唐帝国』（初版2007年、改訂

版、講談社、2016年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業態度、発言）70％、期末試験30％

その他

484_14B21303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ｂ 山 田 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、�年次の学習を前提にしつつ、�、�年次につなげるこ
とを意識しながら、文献や史料の分析方法などを学習する。そのため
に授業の前半では、近現代ヨーロッパ史に関する英語文献を講読し、
「注」の重要性や史料の分析方法などを学ぶ。後半では、受講者が関
心のあるテーマを選び、史料集などを用いてレポートを作成し、グ
ループ（または個人）報告を行う。

授業内容

第�回 授業のすすめ方について
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 英文講読と分析
第�回 グループ報告にむけてのテーマ設定とその準備
第	回 英文講読と分析
第
回 英文講読と分析
第10回 英文講読と分析
第11回 グループまたは個人報告
第12回 グループまたは個人報告
第13回 グループまたは個人報告
第14回 まとめと反省

受講者の人数その他、状況に応じて授業内容の変更もありうる。

履修上の注意

英文講読では、担当者を決めて精読する。担当者は、和訳をするだけ
でなく、内容についての説明ができるように準備すること。担当者以
外も必ず予習、復習をし、疑問点を明確にしてくること。グループま
たは個人の報告では、各自レポートを作成してから報告に臨み、レ
ジュメを準備して発表すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

英文講読では、必ず予習をしてくること。報告を聞く時も、そのテー
マについて下調べをしてくること。

教科書

テキストは授業中に配布する。

参考書

テキストの内容や報告の内容に従い、適宜、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に、課題に応じて説明する。

成績評価の方法

報告、あるいは予習や質問など授業に取り組む姿勢と（70％）、レ
ポートやレジュメなどの提出物（30％）によって決定する。欠席回数
が三分の一以上の場合は、成績評価の対象としない。

その他

史料演習Aを受講しておくことが望ましい。
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485_14B21204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ａ 山 本 耕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習は、一年次の学習を踏まえ、西洋史を学ぶ上で必要な基本的技

術を確実に習得し、各受講者がこれまでに研究してきたテーマについ

て理解をさらに深めることにある。そのため授業では主に各自の関心

に基づいた研究報告を行うが、受講者の人数と学習状況を考慮し、文

献要約などを実施する場合もある。

授業内容

第�回 授業説明と自己紹介

第�回 報告準備（レジュメ、参考文献一覧や史料批判などに関し

て）

第�〜13回 研究報告

第14回 春学期のまとめ

履修上の注意

課題提出期限の厳守。議論への参加といった、授業への積極的姿勢。

準備学習（予習・復習等）の内容

各履修者の関心に基づいた演習を行うため、入念な事前準備を行うこ

と。

教科書

特になし

参考書

授業の進行に合わせ、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業内で行う。

成績評価の方法

平常点（議論への参加姿勢など）40％，報告あるいは中間課題30％，

レポート30％

その他

486_14B21304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

史料演習（西洋史）Ｂ 山 本 耕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習は、一年次の学習を踏まえ、西洋史を学ぶ上で必要な基本的技

術を確実に習得し、各受講者がこれまでに研究してきたテーマについ

て理解をさらに深めることにある。そのため授業では主に各自の関心

に基づいた研究報告を行うが、受講者の人数と学習状況を考慮し、文

献要約などを実施する場合もある。

授業内容

第�回 授業説明、春学期の復習

第�〜13回 研究報告

第14回 秋学期のまとめ

履修上の注意

課題提出期限の厳守。議論への参加といった、授業への積極的姿勢。

準備学習（予習・復習等）の内容

各履修者の関心に基づいた演習を行うため、入念な事前準備を行うこ

と。

教科書

特になし

参考書

授業の進行に合わせ、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業内で行う。

成績評価の方法

平常点（議論への参加姿勢など）40％，報告あるいは中間課題30％，

レポート30％

その他
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487_14G06701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

神経・生理心理学 川 島 義 高

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本授業では、神経心理学および生理心理学の概要を説明したうえで、脳と心の
関係について、失語症・失認症・半側空間無視・記憶障害・精神疾患などの事
例研究・臨床試験・基礎実験を紹介しながら解説する。また、神経心理学的ア
セスメントの方法と解釈について、ロールプレイを通して学ぶ。

＜到達目標＞
神経心理学および生理心理学の概要を理解し、さらに、脳神経系の構造とその
機能、記憶・感情等の生理学的反応の機序、高次脳機能障害に関する知識を習
得することを目標とする。最終的には、本授業で学んだことを、日常生活や臨
床実践の中でどのように活用できるかを考えられるようになることを目指す。

授業内容

第�回 イントロダクション（神経心理学および生理心理学の概説）
第�回 脳神経系の構造および機能
第�回 言語と脳神経系
第�回 感覚・知覚と脳神経系
第�回 記憶と脳神経系
第�回 感情と脳神経系
第�回 動機づけ・遂行機能と脳神経系
第	回 ミニテスト�と解説／高次脳機能障害と脳神経系
第
回 認知症と脳神経系
第10回 精神疾患と脳神経系
第11回 神経心理学的アセスメントの概要
第12回 学習・記憶に対する神経心理学的アセスメント
第13回 注意・遂行機能に対する神経心理学的アセスメント
第14回 ミニテスト�と解説

履修上の注意

本授業で得られる知識や体験を自身の日常生活へどのようにつなげるかを意識
しながら、好奇心を持って学習を深めてほしい。また、ロールプレイの時間は、
積極的に参加してほしい。授業中に関連のない作業をしている学生、私語など
周りに迷惑をかける学生には退室を求めることがある。単位修得には、授業内
に行うミニテストを�回必ず受け、さらに期末レポートを提出する必要がある。
なお、やむを得ず遅刻あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝え
ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業を履修するにあたっては、事前に基礎心理学の知識を得ておくことが望
ましい。また、各回のテーマを確認し、そのテーマに対するイメージや自身と
の関連について考えてから授業に参加するようにしてほしい。そして、授業後
は、各テーマについて理解を深めるために、授業時の配布資料や板書を振り返
る時間を設けてほしい。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

必要に応じて参考となる書籍などを紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。
ミニテストについては、受験直後にフィードバック（解説）を行う。

成績評価の方法

各回で実施する授業内レポートおよび講義・演習への参加態度・積極性（30%）、
ミニテスト�回（各20%）、期末レポート（30%）

その他

特記事項なし

488_14G03201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

深層心理学 水 野 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

深層心理学は、人の無意識のメカニズムに焦点を当てる。神経症など不
適応な状態に関する理解や臨床実践を行うための心理学の総称である。
本講義では、主としてフロイト、アードラー、ユングの心理学理論を比
較しながら進めていく。また深層心理学のルーツについても深く探って
いく。

フロイトまでの流れと、フロイト・アードラー・ユングの理論のポイ
ントを理解してもらうことを目的とする。

授業内容

（�） 深層心理学の概観
（�） フロイト以前� メスメルの動物磁気論
（�） フロイト以前� メスメルとガスナー
（�） フロイト以前� シャーマニズム
（�） フロイト以前� メスメル以降の流れ
（�） フロイトの生涯
（�） 精神分析理論
（	） 転移、夢、コンプレックス
（10） アードラーの心理学
（11） アードラーとフロイト
（12） ユングのタイプ論
（13） 神経症論、元型論
（14） a:期末試験（もしくは期末レポートについて）

b:講義全体の振り返りと正答解説（もしくはレポートへのコメン
ト）

履修上の注意

深層心理学は、自らの心と切り離して考えることは出来ない。したがっ
て、自らのことについて振り返る作業を必然的に伴うため、自己の責任
において受講されることを条件とする。また、講義途中の入室・退出は
原則として認めない。私語が甚だしい場合など、退席してもらうことが
ある。レポートに関しては自身と向き合う課題になることもあり得るの
で、それが可能であること。

準備学習（予習・復習等）の内容

視聴する動画は授業の振り返りとして活用し、分からないところなどは
アンケート機能の自由記述欄にて質問する。また、レポートでは自らの
興味を抱いた理論や事柄などを自ら調べることが求められる。様々な文
献に当たることを通して予習し、視野を広げていただきたい。

教科書

特定のテキストは使用せず。

参考書

アンリ・エレンベルガー著『無意識の発見（上）・（下）』（弘文堂、1980
年）
森谷寛之・竹松志乃編著『はじめての臨床心理学』（北樹出版、1996年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は授業への貢献度（40％）、中間レポート（30％）、期末テストもし
くはレポート（30％）、に基づいて評価する。

その他

毎回、何らかの質問や感想をリアクションペーパーもしくはアンケート
機能を活用してフィードバックして頂く。
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489_14C02401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

身体と社会 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

身体は自己調整的にホメオスタシスを保つ自律的なシステムだが、社会や時代の
影響を深く受けてもいる。現代は、とりわけ急速に情報社会化が進行して、身体は
従来とは違う影響を受けて変容し、またグローバル化が進んで異なった社会的影響
を受けた身体たちが行き交う時代であり、社会現象も、身体が社会からどのような
影響を受けているかを理解してはじめて、充分読み解けるものが多い。
この授業では、異なった時代や社会において、身体がどのような影響をうけて作
られているかを具体的にたどる。他の時代や社会を身体の側面から見ることで、人
間の生き方の幅広さに視野を広げることになるだろう。他方でそれを通じて、現代
日本社会における身体の特徴を相対化しながら認識できる力を養う。
学期後半では、前半で養った認識力を用いて、現代日本における性的身体の特徴
に焦点を当てて理解する。妊娠、不妊治療、避妊、中絶、出産、生殖医療、また性
的活動、性的成長、性的コミュニケーションなどの現象を取り上げる。
到達目標として、現代日本社会の身体現象は、たとえば10年前、30年前、50年前、

100年前、500年前とどのように異なるのか、他のいくつかの社会と比べてどのよう
に異なるのか、そしてそれは何の違いに由来するのかの概要を理解し、語れるよう
になること。上掲の性的身体の現象が日本では他の国々と比べてどのような違いが
あるのかを語れるようになることを掲げたい。

授業内容

第一回 この授業では何を問うか 授業概要 人類の誕生、人間身体の他の動物身
体との違い
第二回 狩猟採集社会の身、農耕社会の身体、牧畜社会の身体、自己家畜化
第三回 身体の暴力性とその統御、宗教と身体観、宗教における身体修行
第四回 前近代日本の身体観、身体文化、身体コミュニケーション
第五回 医療と健康と身体
第六回 工業社会の身体、サービス・消費社会の身体
第七回 情報化と身体
第八回 身体の美
第九回 伝統的避妊法と近代的避妊法
第十回 不妊治療、出産と妊娠中絶の現代的変化
第十一回 性的少数者の権利拡張
第十二回 日本人の性意識、性行動の現代的変化
第十三回 情報化と性的身体
第十四回 21世紀の身体と身体文化の行方

履修上の注意

準備学習については、そのつど指示し、Oh-o!Meiji上でも掲示する。

準備学習（予習・復習等）の内容

前半については、身体文化を記録した動画を見るなど、授業の進行に合わせて取り
組み、小レポートを書いてもらう予定。
後半については、教科書を使うが、教科書の項目のすべてを取り上げる時間はない
ので、取り上げられなかったことについては自習を求める。

教科書

マーゴ・デメッロ『ボディ・スタディーズ 性、人種、階級、エイジング、健康/病
気の身体学への招待』 晃洋書房 2017

参考書

三浦雅士『身体の零度─何が近代をつくったか』講談社メチエ
ノルベルト・エリアス『文明化の過程（上、下）』法政大学出版会
ジャレド・ダイヤモンド『銃、病原菌、鉄（上、下）』草思社
渡辺京二『逝きし世の面影』平凡社ライブラリー
川村邦光『性家族の誕生』ちくま学芸文庫
マーゴ・デメッロ『ボディ スタディーズ』

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回授業の最後で、リアクションペーパーに、提示した課題について、または自由
な考察の小文を書いてもらう。学期末には資料持ち込み不可で期末試験をおこなう。
リアクションペーパーの内容40％、期末試験60％の比重の、総合評価を、成績とす
る。
もしコロナ禍のために期末試験をおこなえない場合は、オンラインでのテストを�
回おこなう。オンラインのテストはテスト期間を限定しているので、テスト期間に
よく注意していてください。

その他
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490_14B40101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人文地理学概論Ａ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

下記に示すようないくつかのテーマをトピック的にとりあげ，人文地
理学の諸分野の取り組みを紹介していく。人文地理学の方法論を学ぶ
というよりも，日本の文化や社会に対する地理学的なアプローチを示
すことで，グローバル化する現代社会の諸問題に関心を持ってもら
い，今後の学習に対する興味を喚起することを主眼とする。

授業内容

�．地理学への招待
第�回 地理学の世界
第�回 地図の思想
第�回 地図の力

�．環境としての自然
第�回 人間と環境のかかわり
第�回 日本の自然と日本人の感性
第�回 日本の風土と文化
第�回 地球環境問題と国際社会

�．産業活動と地理空間
第	回 農業の立地と土地利用
第
回 日本の農業・農村の変貌
第10回 工業の立地と集積
第11回 戦後日本の工業の展開
第12回 グローバル化と日本の製造業
第13回 流通の発展と小売業の展開
第14回 情報化の進展と小売業の再編

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用するPPTスライドを，授業開始までにクラスウェブにアッ
プロードするので，各自ダウンロードして授業に臨むとよい。
授業中の資料配布は行わない。

教科書

使用しない

参考書

授業時間中に随時紹介する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�回程度のレポート課題を課す。すべての課題を提出するのが合格の
必要条件となる。
ちなみに過年度の評価は，S（15.0%)，A（23.9%)，B（29.2%)，C
（24.8%)，F（7.1%）

その他

491_14B40201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人文地理学概論Ｂ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

人文地理学は間口の広い学問と言われるが，奥行きも実は深い。本
講義ではそうした人文地理学の地平の概要を把握することを目標とす
る。
また，基礎的なトピックスを押さえて行くことで，初歩的ではある
が，社会と空間の関係を理解する斯学の方法をすこしづつ学んでい
く。

授業内容

� 空間と時間のなかの地理学 ■人文地理学の立ち位置
� 進化しつづける都市 ■都市地理学
� 現代社会における農村 ■農村地理学
� 人と地域を結ぶランドスケープ ■景観論
� 経済活動のグローバル化とローカル化 ■経済地理学（�）
� キャリア形成と労働の空間 ■経済地理学（�）
� 企業の立地戦略と消費生活 ■経済地理学（�）
	 地域文化への地理学の視点 ■文化地理学

 危険に対する空間的実践 ■政治地理学
10 地図から読み解く歴史 ■歴史地理学（�）
11 景観復元とその応用 ■歴史地理学（�）
12 政策論としての地理学の可能性 ■公共政策の地理学
13 地理空間情報と未来の社会 ■GIS論
14 レジリエンスから考える防災 ■防災と地理学

（複数回でひとつのトピックを取り上げることが多いので，このす
べてを網羅するわけでは無い）

履修上の注意

教科書を毎回持参し，必要な箇所ではノートをとること。
デジカメでスライドを映しそれでて安心する受講生もいるが，手を動
かすことで記憶を確実にしていく作業に取り組んだ方がよりベター。
板書については，わざわざ書くわけであるから，それらが各種のヒン
トとなるはずである。メモを取ることをお薦めする。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書を事前に読んで授業に臨むこと。

教科書

『人文地理学のパースペクティブ』，竹中克行編，（ミネルヴァ書房），
2022年

参考書

上記教科書には各章ごとの「文献案内」が掲載されるので一読された
い。
他に必要な文献については講義の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の成績（85％）に，講義時に数度作業予定の提出物（平常
点：15％）を加えて行う（予定）。

その他
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492_14F61101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人文地理学特説Ⅰ 中 窪 啓 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
この授業は、日本や欧米の人文地理学において関心が高まり、学問領域として確立しつつある「食の地理学」をテーマとする。
食は経済、政治、環境、社会、文化といった複合的な側面を有し、経済学、社会学、人類学、生態学などの各学問分野で重要
な研究対象となってきた。そうした中でも地理学は食の諸側面を総合して扱い、各分野を橋渡しし統合する位置にある。これ
を踏まえて、授業ではまず「食の地理学の基礎」（第�部）となる概念やアプローチを捉えた上で、主に政治・経済・環境が交
差する「政治経済・政治生態」（第�部）、社会・文化・経済を中心とする「文化経済・文化政治」（第�部）について検討す
る。
授業は主に講義形式で行うが、受講者の数に応じてディスカッションやグループワーク等も適宜取り入れる。

【到達目標】
私たちは日々食物と関わり、その生産・流通過程を通して様々な主体や場所と関係を結んでいる。授業を通じて、人々の生活
が地理的諸関係の中で再生産されていることを理解し、その仕組みや、他の地域・主体への影響、食をめぐる応答責任につい
て調査し考察し議論する力を身につける。

授業内容

【第�部 食の地理学の基礎】
第�回 イントロダクション
第�回 食と〈場所〉

【第�部 政治経済・政治生態】
第�回 食料生産とアグロエコシステム
第�回 フードレジーム
第�回 低・中所得国の食料問題
第�回 高所得国の食料問題
第�回 フードシステムの金融化
第	回 オルタナティブフードネットワーク

【第�部 文化経済・文化政治】
第
回 アイデンティティと差異
第10回 食と現代都市
第11回 アルコール消費
第12回 身体の美学・栄養学
第13回 キッチンとジェンダー
第14回 肉食主義・倫理的消費、まとめ

履修上の注意

食の地理学に関わる専門書・一般書・新聞記事・報告書などを自発的に渉猟し、講義やディスカッションに備えること。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講に際して、人文地理学の基礎概念を事典やテキストで確認しておく。
授業中に紹介した文献や関連する文献を読む。以下の「参考書」欄には、主に各回の授業内容の発展的学修に際してガイドと
なる文献を掲げる。
食に関わるさまざまな実践の現場にも積極的に赴いて学んでいただきたい。

教科書

特に指定しない。

参考書

『アルコールと酔っぱらいの地理学─秩序ある/なき空間を読み解く─』ジェイン，Mほか（明石書店）2019年
『「おふくろの味」幻想─誰が郷愁の味をつくったのか─』湯澤規子（光文社）2023年
『現代思想』（特集 肉食主義を考える─ヴィーガニズム・培養肉・動物の権利…人間−動物関係を再考する─）第50巻�号（青
土社）2022年
『食と農の社会学─生命と地域の視点から─』桝潟俊子ほか編（ミネルヴァ書房）2014年
『食と農の政治経済学─国際フードレジームと階級のダイナミクス─』バーンスタイン，H（桜井書店）2012年
『食の社会学─パラドクスから考える─』グプティル，Aほか（NTT出版）2016年
『食料経済─フードシステムからみた食料問題─［第�版］』清水みゆき編（オーム社）2022年
『食料の地理学の小さな教科書』荒木一視編（ナカニシヤ出版）2013年
『食べものから学ぶ世界史─人も自然も壊さない経済とは？─』平賀緑（岩波書店）2021年
『地理学事典』公益社団法人日本地理学会編（丸善出版）2023年
『農と食の新しい倫理』秋津元輝ほか編（昭和堂）2018年
『フードスタディーズ・ガイドブック』安井大輔編（ナカニシヤ出版）2019年
『文化地理学講義─<地理>の誕生からポスト人間中心主義へ─』森正人（新曜社）2021年
『Food and Place : A Critical Exploration』Joassart-Marcelli, P. and Bosco, F. J. eds.（Rowman & Littlefield）2018
『Food Geographies : Social, Political, and Ecological Connections』Joassart-Marcelli, P.（Rowman & Littlefield）2022
『Geographies of Food : An Introduction』Kneafsey, M. et al.（Bloomsbury Academic）2021
『International Encyclopedia of Human Geography［2nd］』Kobayashi, A. eic.（Elsevier）2020
『The Dictionary of Human Geography［5th］』Gregory, D. et al. eds.（Wiley Blackwell）2009

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート50％、授業への参加度（コメントペーパー、ディスカッション等）50％

その他

以上の内容は受講者数等に応じて調整する可能性がある。調整があれば適宜授業中に連絡する。
受講生からの質問等は授業後に受け付ける。

493_14F61201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人文地理学特説Ⅱ 平 川 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「洋上の楽園」と呼ばれるハワイは世界有数の観光地であるが，また文化
の多様性を持つところとしても知られる。それは民族の多様性から来るも
ので，19世紀後半から世界各地よりハワイに移民が来たことに起因する。
この講義では特に日本人の移民について，その発生から展開，送出地と移
民地・居住地との関係，移民地内での再移動，居住地でのコミュニティ形
成，生活文化の様相などについて，複眼的な見方，検証的な方法によって
考察し，北太平洋のハワイにおけるもうひとつの日本史，もうひとつのア
メリカ史というトランスナショナルなもうひとつの世界史を知ることを目
的とする。

授業内容

第�回 イントロダクション−観光のハワイの素顔とは
第�回 Hawaiʻiの誕生−自然と文化
第�回 西洋文化との接触とハワイ文化の変容−キリスト教とハワイ人
第�回 移民が運んできた文化とハワイ文化の融合−「砂糖革命」がもた

らした移民の文化
第�回 日本人移民の歴史とその生活の実際�−歌で知るその暮らし
第�回 日本人移民の歴史とその生活の実際�−映像で知るその暮らし
第�回 ハワイ島コナ地域と移民の移動−アジール性とコーヒー産業に惹

かれて
第	回 ハワイ日本人移民の時代区分からみる移動と定着の実際
第
回 ハワイ日系人と日系仏教のかかわりの歴史（映像）
第10回 ハワイにおける日系宗教信仰の諸相−移民地での「故国」の生活

文化
第11回 日本人墓地からみた移民コミュニティの形成−ハワイ島コナ地域

の日本人墓地の悉皆調査から
第12回 世界大恐慌が与えたハワイ島コナのコーヒー農家への影響
第13回 ハワイ移民の死と葬送−ハワイ島コナ地域の墓地調査から
第14回 日系二世の音楽活動を育んだロスアンゼルスの日本人社会

履修上の注意

講義の内容や進行は，さらなる理解を求めるために一部変更する場合があ
る。
適宜，リアクションペーパーの提出を求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，事前に授業内容のレジュメのPDFを資料としてアップするので，必
ず目を通しておくこと。
準備学習として，下にあげた参考書の該当箇所を読んでおくこと。復習と
して，講義した内容の関連事項の文献などを調べること。

教科書

特定の教科書は指定しない。

参考書

山中速人. 1993.『ハワイ』. 岩波新書．
矢口祐人. 2002.『ハワイの歴史と文化』. 中公新書．
その他，授業の進捗に応じて適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内でのコメント，もしくはメールでの対応とする。

成績評価の方法

平常点（出席，リアクションペーパー，小課題など 50%），期末試験
（50%）

その他
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494_14G08001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理演習 川島 義高・高橋 道子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本授業は、具体的な場面を想定したロールプレイや事例検討を通して、公認心理師
に必要とされる基礎知識及び技能について学ぶ。

＜到達目標＞
公認心理師に必要とされる次の（ア）から（オ）に関する基礎知識及び技能の習得
を目指す。
(ア)心理に関する支援を要する者等に対するコミュニケーション、心理検査、心理
面接、地域支援等について適切に説明できるようになる。
(イ)心理に関する支援を要する者等のニーズを把握し、支援計画を作成できるよう
になる。
(ウ)心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチにつ
いて適切に説明できるようになる。
(エ)多職種連携及び地域連携について適切に説明できるようになる。
(オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務について適切に説明できるようにな
る。

授業内容

第�回 公認心理師の業務・心得・職業倫理・法的義務
第�回 心理検査（PFスタディ）の演習
第�回 心理検査（PFスタディ）の解釈
第�回 心理検査（描画テスト）の演習
第�回 心理検査（描画テスト）の解釈
第�回 心理検査（症状評価）の演習と解釈
第�回 心理検査の結果に基づいた支援計画立案（発達障害）
第	回 心理検査の結果に基づいた支援計画立案（認知症）
第
回 心理面接におけるコミュニケーションの基本技術
第10回 心理面接のロールプレイ（教育分野）
第11回 心理面接のロールプレイ（産業・労働分野）
第12回 事例検討（現実生活を視野に入れたチームアプローチ）
第13回 事例検討（多職種による地域連携）
第14回 ふりかえり

履修上の注意

本授業は、公認心理師試験の受験資格取得を希望している学生のみ履修可能である。
授業では、治療者、支援者としての自分をイメージしながら、好奇心を持って学習
を深めてほしい。また、ロールプレイやグループワークの時間は積極的に自身の意
見を述べて議論の活発化を目指してほしい。授業中に関連のない作業をしている学
生、私語など周りに迷惑をかける学生には退室を求めることがある。なお、ロール
プレイやグループワークを主とする授業のため、原則遅刻や早退は認めない。やむ
を得ず遅刻や早退あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝えること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回のテーマを確認し、これまでの公認心理師関連必修科目で学んできたことを振
り返り、それらと関連付けながら本授業に参加するようにしてほしい。そして、授
業後は、各テーマについて理解を深めるために、授業時の配布資料や板書を振り返
る時間を設けてほしい。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

必要に応じて参考となる書籍などを紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。

成績評価の方法

各回で実施する授業内レポート（20%）、講義やグループワークへの参加態度・積極
性（40%）、期末レポート（40%）

その他

特記事項なし

495_14G08101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理実習 川島 義高・高橋 道子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本授業は、保健医療、福祉、教育等の分野の施設において見学等による実習を行い、
当該施設の実習指導者又は本学教員による指導を受けながら、公認心理師として臨
床実践を行う際に必要とされる基礎知識及び技能を学ぶ。

＜到達目標＞
公認心理師として臨床実践を行う際に必要とされる次の（ア）から（ウ）に関する
基礎知識及び技能を習得することを目指す。
（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチの実践について具体的に説
明できる
（イ）多職種連携及び地域連携の実践について具体的に説明できる
（ウ）公認心理師としての職業倫理及び法的義務について具体的に説明できる

授業内容

第�回 イントロダクション／グループ分け、実習の留意点など／エキスパート
ミーティング

第�回 事前学習①（保健医療分野）
第�回 事前学習②（教育分野等）
第�回 事前学習③（福祉分野等）
第�回 大学病院実習
第�回 総合病院実習
第�回 診療所実習
第	回 福祉施設実習
第
回 学校実習
第10回 司法施設実習
第11回 事後学習①とグループスーパービジョン
第12回 事後学習②とグループスーパービジョン
第13回 事後学習③とグループスーパービジョン
第14回 事後学習④とグループスーパービジョン

履修上の注意

本授業は、公認心理師試験の受験資格取得を希望している学生のみ履修可能である。
施設見学の事前・事後学習では、実践を意識して、好奇心を持って学習を深めてほ
しい。また、発表やディスカッションの時間は積極的に自身の意見を述べて議論の
活発化を目指してほしい。なお、本授業の単位を修得するためには、全14回全ての
授業に参加する必要がある。感染症予防を含めた自身の健康管理には十分に注意す
ること。万が一、感染症等に罹患した可能性がある場合は、速やかに実習担当教員
へ報告し、定められた手順に従って医療機関等を受診すること。また、授業中及び
施設見学中に関連のない作業をしている学生、私語など周りに迷惑をかける学生に
は退室あるいは見学中止を求めることがある。原則遅刻や早退は認めない。やむを
得ず遅刻や早退あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝えること。ま
た、施設見学の時間で見聞きした施設内情報は口外厳禁とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回のテーマを確認し、これまでの公認心理師関連必修科目で学んできたことを振
り返り、それらと関連付けながら本授業に参加するようにしてほしい。そして、授
業後は、各テーマについて理解を深めるために、授業時の配布資料や板書を振り返
る時間を設けてほしい。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

必要に応じて参考となる書籍などを紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。

成績評価の方法

各発表の内容（40%）、講義・見学・グループスーパービジョンへの参加態度及び積
極性（40%）、期末レポート（20%）

その他

特記事項なし
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496_14H06101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学概論Ａ 早 川 貴 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

心理学は、人間の行動や心の働きを探求する学問である。本講義で
は、心理学の成り立ちと人間の精神機能の基本的な仕組み及び働きに
ついて概説する。本講義を通して、さまざまな専門を学ぶ上での基礎
となる「科学的な人間理解」のための知識と考えを身につけることを
目指す。

授業内容

第�回 a：イントロダクション
b：心理学への招待

第�回 ： 心理学の成り立ち
第�回 ： 心理学の方法と統計
第�回 ： 行動の生物学的基盤
第�回 ： 感覚と知覚
第�回 ： 注意と記憶
第�回 ： 認知と思考
第	回 ： 情動と学習
第
回 ： 社会
第10回 ： 動機付け
第11回 ： 発達
第12回 ： パーソナリティ
第13回 ： 健康と臨床
第14回 a：まとめ

b：試験

履修上の注意

心理学の歴史、成り立ちなどに目をむけつつ、心理学の基礎知識を学
ぶことで、他者や自分の行動など、人間理解を深めてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布するレジュメを印刷し、内容を確かめておくこと。また、
授業および授業で使用したプリントを振り返り、授業内容について復
習すること。不明な部分があれば授業で質問すること。

教科書

特に定めない。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度10％、期末試験90％で評価する。

その他

497_14H06201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学概論Ｂ 諸 富 祥 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

心理学は，こころについて考え，探求し，体験する学問です。人生のさ
まざまな問題を考え，自分自身の内面を見つめることが，この学問の基本
になります。
この授業では，カウンセリングのさまざまな理論を学ぶことで、人間の

心の基本的な仕組みとその働きについて理解を深めていきます。。「自分を
見つめる」「人生を考える」「自分を語る」ことを基本に進めていきたいと
思っています。

授業内容

「自分を見つめる」「人生を考える」「自分を語る」ことを基本に進めてい
く。
一方向的な講義のみでなく，さまざまなエクササイズ（実習）や集団討

論，発表などを入れながら，主体的な姿勢を求めていく。
「自分を語る勇気」をもって参加してほしい。

（�） イントロダクション・リレーションづくり
（�） コミュニケーションワーク①
（�） コミュニケーション・ワーク②
（�） カウンセリングとは何か
（�） 広義のカウンセリング、狭義のカウンセリング
（�） カウンセリングの�つの次元
（�） カウンセリングと近接領域
（	） カウンセリングのプロセス
（
） カウンセリングの�つのアプローチ
（10） 自己成長論①
（11） 自己成長論②
（12） 精神力動論
（13） 認知行動論・システム論
（14） カウンセリング諸理論の比較

履修上の注意

さまざまなエクササイズや集団討論，発表などを組み込みながら授業を
進めていく。傍観者的な気分での参加は許されない。
「自分を語る勇気」「他者にこころを開く姿勢」をもって参加してほし
い。
その姿勢がないものは，受講しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

「自分を語る勇気」「他者にこころを開く姿勢」をもって参加してほしい

教科書

諸富祥彦著『カウンセリングの理論 上』（誠信書房）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）授業への参加度（60％），（�）レポート（30％），（�）発表など
への主体的な参加（10％）などを総合的に評価する

その他
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498_14C10401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学実験Ａ 高 瀬 由 嗣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

臨床心理学を修得するためには，座学による学習だけでなく，調査や実験等によ
る実証的なデータの収集法や心理アセスメントの技法，カウンセリングの技法など，
体験を通してさまざまな技能を身につける必要がある。心理学実験Aでは，調査法や
心理アセスメント法を通して，実際にテータを収集するスキルおよびそれを統計的
に分析するスキル，得られた結果から結論を導き出すスキルを習得することを目標
とする。

授業内容

本実験実習は以下のような順序で実施する。

第�回 実験実習全体のイントロダクション
実験実習の進め方，テーマと担当教員についての説明を行なう。実験実習は受講者
に課せられる課題が多いので，必ず全員が出席し，その内容やスケジュールについ
て確認すること。

第�回〜第�回 自己評定尺度の作成と調査データの収集および分析
人間の態度や認知，情動を測定するための自己評定尺度を作成し，実際にデータ

を収集して，平均値や標準偏差等の基礎統計量の算出の方法，群間差の検定の方法，
相関分析に基づく尺度の信頼性や妥当性の検討の方法，それらをレポートにまとめ
る方法等について学ぶ。

第�回〜第11回 ウェクスラー成人知能検査
さまざまな臨床心理アセスメント技法の中でも特に重要な心理テストについて，

その基本的な理論，実施者に必要な姿勢および倫理，そして分析や解釈の方法など
の基礎を体験的に学ぶ。ここでは，国内外のいずれにおいても，もっとも信頼され，
もっともよく使用されているウェクスラー成人知能検査について，実施，分析，解
釈を体験的に学ぶ。

第12回〜第14回 ロールシャッハ・テスト
投映法の代表格であり，国内外のいずれにおいても使用頻度が高く，かつ研究論
文数の多いロールシャッハ・テストについて，実施，分析，解釈を体験的に学ぶ。

履修上の注意

この授業は，臨床心理学専攻の必修科目であり，原則として�年次の学生のみが
受講できる。時間割に割り当てられた時間・教室以外に調査実習や補習等が実施さ
れる場合もあるため，教員による指示や掲示などには常に注意を払うこと。この授
業は，本専攻でもっとも力点を置いている「体験型授業」であり，原則として「全
出席」が単位取得の基本条件である。遅刻も厳しく評定される。

準備学習（予習・復習等）の内容

各実習の前に，それぞれの実習内容（調査研究法と心理統計法，心理アセスメン
ト法）の基本的な理論や方法についてあらかじめ学習しておくこと。

教科書

教科書は使用しない。

参考書

心理アセスメント実習では，下記の文献を参考書として使用する。
（�）高瀬由嗣・関山徹・武藤翔太（2020)．心理アセスメントの理論と実践：テス
ト・観察・面接の基礎から治療的活用まで．岩崎学術出版社．
（�）藤田和弘・大六一志・山中克夫編（2011）．日本版WAIS-Ⅲの解釈事例と臨床
研究，日本文化科学社．
（�）片口安史（1987）．改訂 新・心理診断法：ロールシャッハ・テストの解説と研
究，金子書房．ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

体験型の科目なので，毎回の授業における実習への取り組みの態度（60％）を重視
する。さらにそこにレポートの内容（40％）を加味し，総合的に評価する。

その他

499_14C10501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学実験Ｂ 竹 松 志 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

臨床心理学の実践的な活動に関する体験学習を行う。
加藤・竹松・濱田・佐々木・川島が担当する。授業は�グループに分かれて、

（�）試行カウンセリング体験（加藤・佐々木・川島担当）、
（�）イメージ表現技法体験（竹松・濱田担当）のいずれかを選択して受講する。

授業内容

＜第�回＞ イントロダクションおよびグループ分け
「試行カウンセリング体験グループ」（担当：加藤・佐々木・川島）または「イ
メージ表現技法体験グループ」（担当：竹松・濱田）のいずれかを選択する。グルー
プ分けを行う初回には、「全員が必ず出席」すること。

＜第�回〜第14回＞
（�）「試行カウンセリング体験グループ」（担当：加藤・佐々木・川島）
第�回〜第�回 クライエント中心療法に関する講義および具体的オリエンテー

ション
第�回〜第14回 カウンセリング実習および担当教員によるスーパーヴィジョン
受講生は、クライエント中心療法に基づくカウンセリングの体験学習を行う。そ
のなかで、受講生は自らがカウンセラーとクライエントの双方の役割を体験し、担
当教員よりカウンセリングの進め方に関するスーパーヴィジョンを受ける。

（�）「イメージ表現技法体験グループ」（担当：竹松・濱田）
第�回〜第10回 箱庭制作実習
グループに分かれ、「箱庭療法」の制作を体験する。制作しないメンバーはフロア
で観察する。制作終了後、箱庭表現から伝わってくるイメージを『率直かつ配慮の
こもった言葉』で互いに交換し合う体験を通して、参加者全員がカウンセリングマ
インドを深化させることを目指す。基本文献のブックレポートやビデオなどの視聴
覚教材による学習時間も設ける。
第11回〜第13回 コラージュ制作実習
”持ち運びのできる簡便な箱庭”といえる「コラージュ療法」の制作も体験する。制

作後に箱庭との比較に関するグループディスカッションなどを通して、カウンセリ
ングマインドの真髄について触れる。
第14回 まとめ

履修上の注意

この授業は、臨床心理学専攻の必修科目であり、原則として�年次の学生のみが
受講できる。時間割に割り当てられた時間・教室以外に実施される場合もあり、教
員による指示や掲示などには、常に十分に注意を払うこと。本専攻で最も力点を置
いている「体験型授業」であり、基本的に「全出席」が単位取得の基本条件である。
遅刻も厳しく評定される。

準備学習（予習・復習等）の内容

カウンセリングに関する基礎理論，及びカウンセリング技法に関する基本書，箱
庭療法に関する基本書を精読すること。復習として，体験をふまえて，あらためて
「カウンセリング理論／技法」と「箱庭療法など、イメージ表現技法」に関する文献
を精読すること。

教科書

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

授業内で適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

口頭または加筆の形で、必要に応じてフィードバックを行う。

成績評価の方法

「授業への貢献度」を70％、
「レポート評価」を30％として、総合評価する。

その他
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500_14H14302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学特論 会 沢 信 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

代表的なカウンセリング、心理療法の理論や技法について学ぶこと

で、自己及び他者に対する理解を深める。

授業内容

�．カウンセリングとは

�．カウンセリング理論概説

�．精神分析

�．ユング心理学

�．アドラー心理学

�．交流分析

�．来談者中心療法

	．フォーカシング


．認知行動療法

10．応用行動分析

11．解決志向ブリーフセラピー

12．箱庭療法

13．内観法

14．リラクセーション演習

履修上の注意

特段の理由の無い限り出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義で学んだ内容を、積極的に日常の人間関係で活用すること。

教科書

資料を配付する。

参考書

会沢信彦（編）『教師・保育者のためのカウンセリングの理論と方法』

（北樹出版）

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業終了時に書くリアクションペーパーの一部について、次回

授業で教員のコメントとともに紹介する。

成績評価の方法

授業への参加度90点＋期末レポート10点

その他

501_14H14301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学特論 諸 富 祥 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

心理学は，こころについて考え，探求し，体験する学問です。人生のさまざ
まな問題を考え，自分自身の内面を見つめることが，この学問の基本になりま
す。
この授業では，人間の心の基本的な仕組みとその働き、心理学の成り立ちな

どをふまえ、現代人の心の諸問題について人間性心理学をベースに考えていき
ます。「自分を見つめる」「人生を考える」「自分を語る」ことを基本に進めてい
きたいと思っています。

授業内容

「自分を見つめる」「人生を考える」「自分を語る」ことを基本に進めていく。
一方向的な講義のみでなく，さまざまなエクササイズ（実習）や集団討論，

発表などを入れながら，主体的な姿勢を求めていく。
「自分を語る勇気」をもって参加してほしい。
（�） イントロダクション
（�） リレーションづくり
（�） カウンセリングの祖 カールロジャーズ
（�） カウンセリングとは
（�） ムスターカスの孤独論
（�） フォーカシング こころの声を聴く
（�） 構成的グループエンカウンター 自分を見つめる語る①
（	） フランクル 生きる意味を求めて
（
） フランクルの収容所体験 夜と霧
（10） トランスパーソナル心理学とは
（11） 構成的グループエンカウンター 自分を見つめる語る②
（12） こころの成長の究極モデル ウィルバー
（13） 死から自分を見つめる キューブラーロス
（14） 運命と自分 ヒルマン

評価基準
（�）授業への参加度（閲覧状況など）（30％），
（�）レポート（70％）

履修上の注意

さまざまなエクササイズや集団討論，発表などを組み込みながら授業を進め
ていく。傍観者的な気分での参加は許されない。
「自分を語る勇気」「他者にこころを開く姿勢」をもって参加してほしい。
その姿勢がないものは，受講しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

「自分を語る勇気」「他者にこころを開く姿勢」をもって参加してほしい

教科書

諸富祥彦著『自己成長の心理学』（コスモスライブラリー）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）授業への参加度（60％），（�）レポート（30％），（�）発表などへの主
体的な参加（10％）などを総合的に評価する

その他
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502_14G07001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学的支援法Ⅰ 浅 井 健 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
本科目では、心理学的支援の基本的発想と主な実践方法を学ぶ。心の専門
家による支援を理解するだけでなく、日常生活で身近な他者をケアした
り、自分自身の心の健康をマネジメントする力を養うことも目的とする。
動画資料や事例検討などの体験学習を多く取り入れる。

到達目標
・他者の心理を理解し、ケアすることができる。
・自分自身の心をケアし、精神的健康を維持・増進できる。
・カウンセリングの基本概念と進め方を理解する。
・臨床心理学の視点から、人々が生きやすい社会のあり方を構想できる。

授業内容

以下の内容を予定している。

� ストレス・マネジメント�：ストレスの概念、コーピング
� ストレス・マネジメント�：認知行動療法、自律訓練法
� ストレス・マネジメント�：マインドフルネス瞑想、アサーション
� 心理アセスメントの基本的発想
� カウンセリング概説
� カウンセリングのプロセス
� カウンセリングの初回面接
	 コミュニティへの心理的支援�：コミュニティ支援の発想

 コミュニティへの心理的支援�：コラボレーション、危機介入
10 コンサルテーション
11 グループアプローチによる心理的支援
12 ピアサポートによる心理的支援�
13 ピアサポートによる心理的支援�
14 ピアサポートによる心理的支援�

履修上の注意

体験学習的なワークを重視するため、講義を受身的に聞くのではなく、能
動的に考える姿勢が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回の授業で提示する文献リストと各回で提示する参考文献をもとに、予
習と復習に努めること。

教科書

教科書は指定しない。

参考書

各回で参考書を紹介するので、それらを活用して関心を持ったテーマを掘
り下げ、学期末レポートに結実させてほしい。

課題に対するフィードバックの方法

希望者に対して、リアクションペーパーおよび学期末レポートへのフィー
ドバックを行う。

成績評価の方法

学期末レポート（70％）と各回のリアクションペーパーの内容(30％)で総
合的に評価する。
学期末レポートは、テーマについて掘り下げた考察がなされているか
(50%)、自己の意見が明確に述べられているか(50%)を評価する。

その他

質問や連絡は浅井のメールアドレスまで。
aae19090@gmail.com

503_14G07101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理学的支援法Ⅱ 諸 富 祥 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期集中 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、将来、カウンセラー、子育て支援、教師などの対人援助職に従
事する志を持つ者のための実践的なトレーニングを集中的におこなう。代表的な
カウンセリングの概念、意義、適応及び限界などにふれながらも、心の健康教育
の方法であり、かつ、カウンセラー・トレーニングのもっとも代表的な方法の一
つとしておこなわれてきたベーシック・エンカウンター・グループを中心に、ア
クティヴ・リスニングなどの方法を交えながら、実際の「グループ体験」をしな
がら、体験的な学習をおこなっていく。カウンセラー、子育て支援、教師などの
対人援助職に従事する者に必要な「人間関係の基礎力」を体験的に学んでいく。
良好な人間関係を築くためのコミュニケーションの方法を学び、体得していく。
プライバシーへの配慮の重要性や、 心理に関する支援を要する者の関係者に対す
る支援の重要性についても触れる。

授業内容

この授業では、カウンセラー・トレーニングのもっとも代表的な方法の一つと
しておこなわれてきたベーシック・エンカウンター・グループを中心に、アク
ティヴ・リスニングなどの方法を交えながら、体験的な学習をおこなっていく。
�）エンカウンター・グループとは
�）代表的なカウンセリング方法の概念、意義、適応及び限界
�）ロジャーズ「出会いへの道」について語り合う
�）ペア・リスニングのトレーニング その�
�）ペア・リスニングのトレーニング その�
�）グループ体験 その�
�）グループ体験 その�
	）グループ体験 その�

）ペア・リスニング体験 その�
10）グループ体験 その�
11）グループ体験 その�
12）グループ体験 その�
13）ペア・リスニング体験 その�
14）グループ体験 その�

履修上の注意

この授業では、将来、カウンセラー、子育て支援、教師などの対人援助職に従
事する志を持つ者のための実践的なトレーニングを集中的におこなう。
自分を見つめる、自分を語る、他者を聴く、他者にかかわる、といったリアル

な体験を積み重ねていく。こうした体験をかなり集中的におこなっていくので、
その覚悟ができていない者、プロフェッショナルな対人援助者になる志を持って
いない者は、受講しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

心を開く姿勢で参加すること

教科書

なし

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�）授業への参加度30％
�）体験学習への集中度50％
�）自己の体験の認識20％

その他


月�日（火）�日（水）�日（木）の�日間の集中講義
将来、臨床心理士、公認心理師、カウンセラー、子育て支援、教師などの対人援
助職に従事する志を持つ者はぜひ参加してください
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504_14F02801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理言語学 桃 生 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本授業では、心理言語学の中でも主に言語獲得という研究分野を取り上げる。生
成文法と呼ばれる言語理論では、ヒトには言語獲得に固有の生得的仕組みが与えら
れていると仮定し、その生得的仕組みが外的情報を選択的に取り込むことより、言
語獲得が達成されると考える。本授業では、生成文法に基づく第一言語および第二
言語獲得研究の成果の一部を解説する。

【到達目標】
・言語獲得を取り巻く諸問題を知り、生成文法が仮定する言語獲得のモデルを理解
する。
・言語獲得に関する実証的研究の手法について理解する。
・身近な言語現象を客観的に観察できるようになる。

授業内容

第�回 心理言語学とは
第�回 子どもが第一言語を身につける環境
第�回 「刺激の貧困」の問題
第�回 子どもによるwh疑問文の獲得（�）
第�回 子どもによるwh疑問文の獲得（�）
第�回 子どもによる省略構文の獲得
第�回 第一言語獲得と第二言語獲得の違い
第	回 第二言語獲得における「刺激の貧困」の問題
第
回 日本語学習者による自動詞の獲得（�）
第10回 日本語学習者による自動詞の獲得（�）
第11回 日本語学習者よる省略構文の獲得
第12回 中国語学習者による省略構文の獲得
第13回 関連分野の概要
第14回 a. 試験 b. 正答解説

履修上の注意

・授業は講義形式で行うが、授業内容の理解度を確認する小課題・議論を適宜行う。
・受講にあたり前提となる専門知識はないが、生成文法に関する基礎知識があるこ
とが望ましい。
・受講者の関心や理解度に応じ、授業内容を変更する場合がある。
・教員への質問・相談窓口として、専用メールアドレスを受講者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布する資料や参考文献を活用し、疑問点をまとめておくこと。

教科書

特に指定しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

大津由紀雄ら（監修）・杉崎鉱司ら（編集）（2022）『言語研究の世界：生成文法から
のアプローチ』（研究社）
杉崎鉱司（2015）『はじめての言語学得：普遍文法に基づくアプローチ』（岩波書店）
鈴木孝明・白畑知彦（2015）『ことばの習得：母語獲得と第二言語獲得』（くろしお
出版）
Patsy M. Lightbown and Nina Spada.（2013）”How Languages are Learned” Oxford
University Press.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

1. �回以上の無断欠席は成績評価の対象外とする。
2. 以下の基準により、総合的に評価する。
・試験50%
・平常点（課題提出、授業への貢献度、出席状況）50%

その他

特になし。
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505_14C02702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＡ 浅 井 健 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「心のあり方や精神的健康を、私たちが暮らす生活環境や集団・社会と関連づけて
考察すること」を中核テーマに置く。臨床心理学とコミュニティ心理学の領域を中
心に文献を講読する。専門的な学習を進めるために不可欠な知識を身につけるとと
もに、データベースなどを活用した文献調査のスキルを養う。

授業内容

基礎的な知識や発想を学びながら、発表とグループディスカッションを通して
「筋道立てて考える姿勢」「複眼的に物事を捉える姿勢」「自己の考えを伝えながら、
他者の意見にも耳を傾ける姿勢」を養う。

進め方は、主に教員が用意した学術誌に所収の候補文献から、受講者と協議して
講読文献を選定していく。私たちの生活に身近な問題をもとに、心理学的発想や考
察を深める。あわせて映像資料の視聴、体験学習的なエクササイズ、グループワー
クも随時取り入れ、実感に照らした心理学の理解を促進したい。さらに受講者は、
各自が読んだ書籍や論文をもとに、A4用紙�枚程度の「学習報告」を毎月初めに提
出する。
上記の過程を通して受講者は自身の問題意識を掘り下げ、学期末レポートに結実

させる。

各回は以下の内容を予定している。

第�回：演習の進め方、仲間づくりのグループワーク
第�回：大学生のアイデンティティに関する文献
第�回：大学生のメンタルヘルスに関する文献
第�回：大学生の学習意欲に関する文献
第�回：ほめ・叱りに関する文献
第�回：カウンセリングの社会的意義に関する文献
第�回：アスリートの心理に関する文献
第	回：援助要請に関する文献
第
回：ジェンダーの心理に関する文献
第10回：熟達化に関する文献
第11回：犯罪心理に関する文献
第12回：思春期に関する文献
第13回：ソーシャルスキルに関する文献
第14回：振り返りとまとめ

履修上の注意

発表とグループディスカッションが演習授業の中心になるので、受講者には自ら
探求する姿勢と、主体的なコミットメントが求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回で紹介する参考文献、および文献データベースを活用し、各自が予習と発展的
学習に努めること。

教科書

指定しない。

参考書

各自が発展的な学習につなげられるよう、毎回の授業で関連文献を紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

希望者に対して、学習報告と学期末レポートに関するフィードバックを行う。

成績評価の方法

期末レポート(60%)、授業への参加度(40%)により評価する。授業への参加度は、
出席状況、発表、学習報告の提出状況、授業に取り組む姿勢により配点される。

その他

演習授業は受講者全員の能動的で誠意あるコミットメントにより創られる。その一
員としての自覚と責任を持って取り組み、欠席・遅刻のないよう留意すること。

506_14C02802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 浅 井 健 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「心のあり方や精神的健康を、私たちが暮らす生活環境や集団・社会と関連づけて
考察すること」を中核テーマに置く。臨床心理学とコミュニティ心理学の領域を中
心に文献を講読する。専門的な学習を進めるための基礎知識を学ぶとともに、文献
データベースや図書館を活用した調査スキルを養うことを目的とする。

授業内容

心理学の基礎的な知識や発想を学びながら、発表とグループディスカッションを
通して「筋道立てて考える姿勢」「複眼的に物事を捉える姿勢」「自己の考えを伝え
ながら、他者の意見にも耳を傾ける姿勢」を養う。

進め方は、主に教員が用意した学術書・学術誌に所収の候補文献から、受講者と
協議して講読文献を選定していく。メンタルヘルスと心理的支援に関する諸問題に
ついて、心理学的発想や考察を深める。あわせて映像資料の視聴、体験学習的なエ
クササイズ、グループワークも随時取り入れ、自身の実感に照らした心理学の理解
を促進したい。さらに受講者は、読んだ書籍や論文をもとに、A4用紙�枚程度の
「学習報告」を毎月初めに提出する。
上記の過程を通して受講者は自身の問題意識を掘り下げ、学期末レポートに結実

させる。

各回は以下の内容を予定している。

第�回：演習の進め方、読書課題の発表
第�回：子どもの発達障害に関する文献
第�回：成人の発達障害に関する文献
第�回：不登校・ひきこもりに関する文献
第�回：自傷行動に関する文献
第�回：異文化適応に関する文献
第�回：ストレス・マネジメントに関する文献
第	回：当事者研究に関する文献
第
回：アンガー・マネジメントに関する文献
第10回：学生相談に関する文献
第11回：カウンセリング面接に関する文献
第12回：カウンセリング初回面接の演習(�)
第13回：カウンセリング初回面接の演習(�)
第14回：コンサルテーション面接の演習

履修上の注意

発表やグループディスカッションが中心になるので、受講者には自ら探求する姿
勢と、主体的なコミットメントが求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で提示した参考文献リスト、および文献データベースを活用し、各自が予習
と発展的学習に努めること。

教科書

指定しない。

参考書

各自が発展的な学習につなげられるよう、毎回の授業で関連文献を紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

希望者に対して学習報告と学期末レポートに関するフィードバックを行う。

成績評価の方法

期末レポート(60%)、授業への参加度(40%)により評価する。授業への参加度は、
出席状況、発表、学習報告の提出状況、授業に取り組む姿勢により配点される。

その他

演習授業は受講者全員の能動的で誠意あるコミットメントにより創られる。その一
員としての自覚と責任を持って取り組み、欠席・遅刻のないよう留意すること。
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507_14C02701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＡ 桶 谷 雅 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

508_14C02801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 桶 谷 雅 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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509_14C02713

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＡ 鈴 木 久美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業で出会う皆さんは、社会を生きるということ、社会と向き合うとい
うことを、今後それぞれの関心あるテーマを通して学んでいくだろう。しか
し、そもそも社会とは何か。多くの人にとって、対象化しにくくイメージし
づらい、とらえどころのないものとして感覚されているのではないだろうか。
そこで、この曖昧な社会と対峙する「社会学」との最初の出会いとして、第
Ⅰ部では、「自分と向き合う」「他者と向き合う」なかで、「社会と向き合う」
ための方法論を知り、実践していくことになる。その作業を経て、第Ⅱ部は、
キーワードに「子ども」「子育て」を掲げ、ここを出発点として、現代社会の
さまざまな現実にそれぞれの視点で切り込んでもらいたい。
大学生として、社会学を志す者として、思考する、見る、探す、調べる、読
む、書く、語る、聴く、語り合う、表現する、動く、出会う、関わる等々の
様々な行為を積み上げていくなかで、さらに思考を深めていくといった能力
を身につけることが、この授業における到達目標である。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 アイスブレイク〜心ほぐしと自己覚知（�）
第�回 アイスブレイク〜心ほぐしと自己覚知（�）
第�回 社会へのまなざし〜フィールドワーク・レッスンの成果物発表（�）
第�回 社会へのまなざし〜フィールドワーク・レッスンの成果物発表（�）
第�回 相互インタビュー（�）
第�回 相互インタビュー（�）
第	回 第Ⅰ部のふりかえりから第Ⅱ部に向けて
第
回 「子ども」「子育て」から見る現代社会〜映像を通しての自由討議
第10回 各自のテーマについての発表と討議（�）
第11回 各自のテーマについての発表と討議（�）
第12回 各自のテーマについての発表と討議（�）
第13回 各自のテーマについての発表と討議（�）
第14回 「子ども」「子育て」から見る現代社会を語り尽くそう

履修上の注意

この授業の主役は学生の皆さん一人ひとりである。発表に向けての準備はも
ちろんのこと、授業内でどのような自分として、その場に存在するのか。こ
の時間をより有益な時間にすることができるように自分の個性を十分に発揮
してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

フィールドワーク・レッスンの成果物の作成、相互インタビュー記録の作成、
課題インタビュー記録の実施及び記録の作成、テーマ発表に向けての準備な
ど、そのつど相応の授業外学習が必要である。

教科書

特に定めない

参考書

適宜紹介する

課題に対するフィードバックの方法

活動の振り返りワークへのコメントや発表内容についての講評を行う

成績評価の方法

課題①：フィールドワーク・レッスンの成果物15％、課題②：相互インタ
ビュー記録（授業内実施）15％、課題③：課題インタビュー記録（授業外実
施）15％、担当発表25％、授業への参加度・貢献度30％

その他

510_14C02813

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＢ パッハー，アリス Ｌ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では、文献講読・学び方・グループワークの�本立てで行う。まず、
家族・親密性・恋愛・セクシャリティなどに関する基本文献を輪読する。輪
読文献は授業において参加者と相談のうえで決定する。秋学期では、主に各
自の関心テーマについて発表・討論し、フィードバック形式を身に付けるこ
とを目指す。

授業内容

第�回：夏休みの読書と調査報告。授業計画の決定
第�回：各自の関心に基づくテーマを紹介し、�分の小スピーチを行う。そ

れぞれの発表についてブレインストーミングをする。
第�回：第14回に小レポートを提出してもらうため、この回では詳細に課題

の説明をする。レポートの書き方（引用の方法、レポートの構造な
ど）についての講義を行う。

第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論①
第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論②
第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論③
第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論④
第	回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論⑤
第
回：中間まとめ
第10回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論①
第11回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論②英語、または日本語での要旨作成を宿題に出す。
第12回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論③英語、または日本語での要旨作成を宿題に出す。
第13回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論④英語、または日本語での要旨作成を宿題に出す。
第14回：レポート提出とまとめ

履修上の注意

演習では学生に積極的に参加することが強く求められる。秋学期では、日本
語だけではなく、英語圏の論文・記事なども取り組むことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

常日頃の出来事から社会学に関心を持ち、考えていくこと。発表の準備の時
間を演習外に割いてほしい。

教科書

授業において適宜紹介する。

参考書

授業において適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

積極的な参加度50%、学期末のレポートなどの成果50%により総合的に評価
する。

その他

英語の文献を用いることもある。受講者の関心によって内容を変える場合も
ある。詳細は演習参加者と相談の上で決める。
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511_14C02711

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＡ 内 藤 朝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本を深く読み、何が書いてあるかを要約し、それについてオリジナルな自説を論
文として書き、発表し、ディスカッションする技能を習得する。テキストは、小笠
原喜康『新版 大学生のためのレポート・論文術』(講談社現代新書)、金子毅『企業
とヤスクニ』（高文研）、植垣康博『改訂増補版 兵士たちの連合赤軍』（彩流社）、
内藤朝雄『いじめの構造』（講談社現代新書）。これらの本にとりくむことで、心理
社会学科で勉強するうえでの基本となる思考能力を身につけることができる。
大学�年生が、書物の精読、要約、それをもとにした論文作成、発表、ディス
カッション等の基本を習得しつつ、自分で思考を深めていく能力を身につけること
が本授業の到達目標である。

授業内容

まず小笠原喜康『新版 大学生のためのレポート・論文術』(講談社現代新書)を用
いて、参考文献を用いて論文を書く基本を勉強する。
次に、学生が順番に教科書の担当箇所について要約をつくり、それと関連づけて
自分なりにテーマを設定して論文を書いてきて発表する。それについて、全員で活
発な議論をする。

第�回 レポートや論文の書き方・図書館の使い方・議論の作法・その他
第�回 学生による発表と質疑応答（『兵士たちの連合赤軍』はじめに第�章第�章

第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『兵士たちの連合赤軍』第�章第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『兵士たちの連合赤軍』第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『兵士たちの連合赤軍』第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『兵士たちの連合赤軍』第	章、学生によるグ

ループ発表）
第�回 学生による発表と質疑応答（学生によるグループ発表）
第	回 学生による発表と質疑応答（『企業のヤスクニ』はじめにと第�章）
第
回 学生による発表と質疑応答（『企業のヤスクニ』第�章）
第10回 学生による発表と質疑応答（『企業のヤスクニ』第�章）
第11回 学生による発表と質疑応答（『企業のヤスクニ』第�章）
第12回 学生による発表と質疑応答（『企業のヤスクニ』第�章とおわりに）
第13回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』はじめにと第�章）
第14回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』第�章）

履修上の注意

積極的に参加し、論文を作成し、ディスカッションをすることを要求される。発
表レポートは感想文ではなく，論文であること。毎回、教科書を使用する。全員、
教科書を読んでくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員教科書を読んでくること。そして、全員が質問や発言をするためのノートを
つくってくること。授業で紹介した内容については、文献等でしらべてくること。
次回の授業範囲については、文献等で調べておくこと。また、授業後に理解したこ
との要約をすること。
初回授業までに、受講条件として、『新版 大学生のためのレポート・論文術』小笠原
喜康(講談社現代新書)をかならず読んでくること。

教科書

『新版 大学生のためのレポート・論文術』小笠原喜康(講談社現代新書)
『企業のヤスクニ』金子毅（高文研）
『改訂増補版 兵士たちの連合赤軍』植垣康博（彩流社）
『いじめの構造』内藤朝雄（講談社現代新書）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックに関しては、適時Oh-o!Meijiを通じて配信するので、確
認すること。

成績評価の方法

参加度50パーセント、担当発表50パーセント

その他

512_14C02811

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 内 藤 朝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

前期に続き、 教科書を深く読み、何が書いてあるかを要約し、それに
ついてオリジナルな自説を論文として書き、発表し、ディスカッションす
る技能を習得する。
大学�年生が、書物の高度な精読、要約、それをもとにした論文作成、
発表、ディスカッション等の基本を習得しつつ、自分で思考を深めていく
能力を身につけることが本授業の到達目標である。

授業内容

前期に引き続き、教科書を用いて学生が順番に要約と論文を発表する。。
各分担部分の学生発表について、全員で活発な議論をしてもらう。

第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』第�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの構造』第�章とおわりに）
第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』まえがきと第

�章）
第�回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章77ペー

ジまで）
第	回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章78ペー

ジから103ページまで）
第
回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章）
第10回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章）
第11回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章）
第12回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章）
第13回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第�章）
第14回 学生による発表と質疑応答（『いじめの社会理論』第	章と第


章）

履修上の注意

積極的に参加し、論文を作成し、ディスカッションをすることを要求さ
れる。発表レポートは感想文ではなく，論文であること。毎回、教科書を
使用する。全員、教科書を読んでくること。授業後に理解したことを要約
すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員教科書を読んでくること。そして、全員が質問や発言をするための
ノートをつくってくること。授業で紹介した内容については、文献等でし
らべてくること。次回の授業範囲については、文献等で調べておくこと。

教科書

『いじめの構造』内藤朝雄（講談社現代新書）
『いじめの社会理論』内藤朝雄（柏書房）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックに関しては、適時Oh-o!Meijiを通じて配信す
るので、確認すること。

成績評価の方法

参加度50パーセント、担当発表50パーセント

その他
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513_14C02703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＡ 二階堂 千 絵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の目標：

今後学んでいくさまざまな心理的課題の基礎となる、人のライフサイ

クルについて文献を購読する。

文献の内容紹介とその発表を通して、調査の基礎、レジュメ作成とレ

ポート作成、研究発表の基礎を学ぶ。

発表者としてレジュメを作成し発表すること，聞き手としてディス

カッションに参加することを通して専門的な学習を進める上での基礎

力と論理的思考力を育成する。

授業内容

教科書の内容について、参加者はあらかじめ購読し、発表者はレジュ

メを作成する。

授業では発表をもとにディスカッションを行う。

第�〜�回：授業の進め方についての説明，講師による模擬発表。発

表担当の決定

第�回〜第14回：発表及びディスカッション

履修上の注意

演習形式の授業であるので，ディスカッション，発表には主体的かつ

積極的に取り組むこと。

発表者以外の受講生も文献を事前によく読んでおくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

複数人のグループで春学期の間，複数回の発表を担当する。

発表のために，グループでの話し合い，個人で資料を読み，レジュメ

としてまとめるなどのの準備を行う必要がある。

教科書

岡本祐子 シリーズ生涯発達心理学 � エピソードでつかむ生涯発

達心理学（2013）

戸田山 和久 NHKブックス 1272 最新版 論文の教室: レポートか

ら卒論まで (2022)

参考書

授業内で都度紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーにて寄せられた質問・疑問は次回の授業にて再

度ゼミ全体で考察する。

成績評価の方法

授業，ディスカッションへの参加態度（55％）及び最終レポート

（45％）によって総合的に評価する。

その他

514_14C02803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 二階堂 千 絵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に学んだ、各ライフサイクルにおける臨床心理学的課題につい

て、より深い知識を習得し，理解を深める。

発表者がレジュメを作成し，その発表を踏まえて受講生でディスカッ

ションを行う。

レジュメを作成し，発表すること，ディスカッションに参加すること

を通して専門的な学習を進める上での基礎力を育成することを目標と

する。

授業内容

各ライフサイクルにおける臨床心理学的課題に関するテーマについ

て、発表者が学術論文，書籍等の文献を調べ，レジュメを作成する。

授業では発表をもとにディスカッションを行う。

第�回：授業の進め方についての説明，担当の決定

第�回〜第14回：発表及びディスカッション

履修上の注意

演習形式の授業であるので，ディスカッション，発表には主体的かつ

積極的に取り組むこと。

発表者以外の受講生も購読する資料を事前によく読んでおくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

�〜�名のグループで秋学期の間，複数回の発表を担当する。

発表のために，グループでの話し合い，個人で資料を読み，レジュメ

としてまとめるなどのの準備を行う必要がある。

教科書

特に指定しない。

参考書

戸田山和久 最新版 論文の教室: レポートから卒論まで (NHKブック

ス 1272)（2022）

岡本祐子 シリーズ生涯発達心理学 � エピソードでつかむ生涯

発達心理学（2013）

そのほか都度紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業，ディスカッションへの参加態度（50％）及び最終レポート

（50％）によって総合的に評価する。

その他
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515_14C02712

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＡ 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この学科を志望して入学した学生は，現代社会に生きることに，漠然とであっ
ても何らかの疑問を抱いている人が多いだろう。
この演習は，学生一人一人が，その疑問を明確にし，深め，またいろいろな側
面から疑問を捉えなおし，先行研究に学んだり，調査したり，考察することで，
疑問について探求していけることを目的とし，それらの実習をしていく。たくさ
ん試行錯誤をしてみよう。
発表，討論，先行研究の探索，資料の探索，調査，体験，執筆，他の学生との

共同作業など，大学で学ぶのに必要な能力の基礎を身につけることも，到達目標
である。

授業内容

第�回 イントロダクション。よく知りあうためのワーク。
第�回 �分間スピーチ
第�回 現代社会を捉えたドキュメンタリー番組録画を見て、ディスカッション。
第�回 現代の社会現象について各自の関心に基づいてひとつのテーマを決め、

新聞、雑誌、ネット記事等を持ち寄り発表（�）
第�回 現代の社会現象について各自の関心に基づき、新聞、雑誌、ネット記事

等を持ち寄り発表（�）
第�回 現代の社会現象について各自の関心に基づき、新聞、雑誌、ネット記事

等を持ち寄り発表 (�)
第�回 現代の社会現象について各自の関心に基づき、新聞、雑誌、ネット記事

等を持ち寄り発表 (�)
第	回 現代の社会現象について各自の関心に基づき、新聞、雑誌、ネット記事

等を持ち寄り発表 （�） ディベートのテーマと準備。
第
回 読書案内。検索と入手の案内。輪読の場合のレジュメの書き方。「自分の

お勧めする本」発表。
第10回 ディベート（第12回 レポートの書き方 のための短いレポートを宿題

として書いてくる。宿題の詳細はこの回で。）
第11回 ディベート（�）
第12回 レポートの書き方実習。
第13回 調査法について インタビュー法、観察法、参与観察法のお薦め研究。
第14回 夏休みの課題（読書、体験・調査）についてなど。まとめ。

履修上の注意

演習は，講義科目以上に，学生のみなさんが主人公なので，欠席は極力しないこ
と。学生の発表の機会を多く設けるが，そのための準備が必要である。たとえば
テキストの輪読では担当部分についてレジュメを書いてくるなど。一年の最後に
は，個人のテーマについての探求の成果を論文の形にして発表してもらう。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表準備、ディベートの準備など、そのつど多くの準備学習を必要とする。

教科書

そのつど指定する。

参考書

そのつど指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度�割，論文などの成果の全体を�割とし、合わせて成績評価とする。

その他

�年生、�年生の基礎演習は、何をするかの自由度がとても高いので、みんなで
研究してみたいこと、活動してみたいことをいろいろ提案して下さい。それによ
り、一部スケジュール変更も可能です。この自由を生かしていきましょう。

516_14C02812

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅠＢ 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この学科を志望して入学した学生は，現代社会に生きることに，漠然とであって
も何らかの疑問を抱いている人が多いだろう。
この演習は，学生一人一人が，その疑問を明確にし，深め，またいろいろな側面
から疑問を捉えなおし，先行研究に学んだり，調査したり，考察することで，疑問
について探求していけることを目的とし，それらの実習をしていく。たくさん試行
錯誤をしてみよう。
発表，討論，先行研究の探索，資料の探索，社会調査，体験，論文執筆（アカデ

ミックライティング），他の学生との共同作業など，大学で学ぶのに必要な能力の基
礎を身につけることも，到達目標である。
秋学期は具体的には，社会学分野の多少の専門的な本を読むことに慣れること，
フィールドワークか社会調査をおこない記録、分析を書くことも目標とする。
秋学期は学術的な内容と形式の基礎ゼミ論文を書いてもらう。

授業内容

秋学期（ただし学生と相談のうえ変更することもありうる）

第�回 夏休みの読書，体験・調査の報告（�）
第�回 夏休みの読書，体験・調査の報告（�）
第�回 論文の輪読（�）
第�回 論文の輪読（�）
第�回 問いをたてることを学ぶ 見学，観察，社会調査などの実習内容について

の話し合い
第�回 ディベートのテーマについて話し合い
第�回 基礎ゼミ論文の問いをたてる
第	回 見学， 観察， 参与観察， インタビューなどの実習
第
回 基礎ゼミ論文の構想発表（�）
第10回 基礎ゼミ論文の構想発表（�）
第11回 ディベート（�）
第12回 ディベート（�）
第13回 基礎ゼミ論文発表（�）
第14回 基礎ゼミ論文発表（�） まとめ

履修上の注意

演習は，講義科目以上に，学生のみなさんが主人公なので，欠席は極力しないこと。
学生の発表の機会を多く設けるが，そのための準備が必要である。たとえばテキス
トの輪読では担当部分についてレジュメを書いてくるなど。フィールドワーク（見
学，観察，参与観察など）は，曜日時間を変更して学外でおこなう可能性が高いの
で，了承してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

「夏休みの読書，体験・調査」は夏休み中にするべきこととして，課題を設定する。
論文の輪読では，全員が決められた論文をよく読み，考察することが予習として求
められる。発表者に当たった人は，レジュメを用意してくる。
ディベートは，チームに分かれて準備をするが，準備時間は予習としてグループ
ワークと個人学習の形でおこなう必要がある。
見学，観察，参与観察，インタビューなどの報告も各自用意する。

教科書

相談の上決める。

参考書

そのつど指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度�割，論文などの成果を合わせて�割の総合評価。
基礎ゼミ論文を書くことは、単位取得のための最低条件。

その他

�年生、�年生の基礎演習は、何をするかの自由度がとても高いので、みんなで研
究してみたいこと、活動してみたいことをいろいろ提案して下さい。この自由を生
かしていきましょう。フィールドワークの内容もぜひ提案してください。
フィールドワークの過去の例：JICAで途上国の教育を考えるワークショップに参加,
東京地裁の裁判傍聴,各国の留学生との文化紹介の交流会開催,映画上映会主催，ジェ
ンダーまたはセクシュアリティに関する個人またはグループでのインタビュー調査
など。
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517_14C02913

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 王 詩 琪

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

518_14C03013

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ パッハー，アリス Ｌ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では、文献講読・学び方・グループワークの�本立てで行う。まず、
家族・親密性・恋愛・セクシャリティなどに関する基本文献を輪読する。輪
読文献は授業において参加者と相談のうえで決定する。秋学期では、主に各
自の関心テーマについて発表・討論し、フィードバック形式を身に付けるこ
とを目指す。

授業内容

第�回：夏休みの調査報告。授業計画の決定
第�回：各自の関心に基づくテーマを紹介し、�分の小スピーチを行う。そ

れぞれの発表についてブレインストーミングをする。
第�回：第14回に小レポートを提出してもらうため、この回では詳細に課題

の説明をする。論文の書き方（引用の方法、論文の構造など）につ
いての講義を行う。

第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論①
第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論②
第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論③
第�回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論④
第	回：各自のレポート内容に基づき、発表と討論⑤
第
回：中間まとめ
第10回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論①
第11回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論②英語、または日本語での要旨作成を宿題に出す。
第12回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論③英語、または日本語での要旨作成を宿題に出す。
第13回：現代社会現象についての英語圏・日本語圏の記事・雑誌・文献など

の輪読と討論④英語、または日本語での要旨作成を宿題に出す。
第14回：小論文提出

履修上の注意

演習では学生に積極的に参加することが強く求められる。秋学期では、日本
語だけではなく、英語圏の論文・記事なども取り組むことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

常日頃の出来事から社会学に関心を持ち、考えていくこと。発表の準備の時
間を演習外に割いてほしい。

教科書

授業において適宜紹介する。

参考書

授業において適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

積極的な参加度50%、学期末のレポートなどの成果50%により総合的に評価
する。

その他

英語の文献を用いることもある。受講者の関心によって内容を変える場合も
ある。詳細は演習参加者と相談の上で決める。
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519_14C02903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 加 藤 尚 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

基礎演習の目的は，臨床心理学の基礎的知識を習得すると共に卒業論文
を到達点とする研究における基礎的な力を養うことである。そのためにこ
の演習では，臨床心理学領域の基礎的な文献の講読を行いそれを発表する
ことを通して，文献や論文を読み解く力，文献や論文をまとめて発表する
力，問題点を発見し批判的検討を加える力および学術的な議論をする力を
養うことを目指す。また，グループワークを通して，臨床実践を行う上で
必要とされる，異なる視点をとらえる力，自己の価値観の検討，自己のコ
ミュニケーションの特性の振り返り，などを行い，臨床心理学の理論と体
験を立体的に修得することを目指す。

授業内容

初回の授業では，授業内で取り扱う臨床心理学諸領域のテーマおよび文
献を検討し，発表の担当者を決める。全員がいずれかのテーマを選択し，
グループ発表することとする。発表の際にはパワーポイントを使用し，全
員に資料を配布すること。活発なディスカッションが行われるよう工夫す
ることも発表者の責務とする。発表終了後は，全員が発表テーマについて
考えたこと，疑問，意見などをレポートにまとめ，発表者と教員に対して
提出する。
グループワークでは，履修者全員または小グループにわかれ，カウンセ

リングの知識と実践的技術を高める体験的学習を行う。

第�回 文献研究のテーマの設定と担当者の決定
第�回 文献検索の方法と学術論文の読み方・まとめ方
第�回〜12回 発表とディスカッション
第13回〜14回 グループワーク

履修上の注意

毎回必ず出席すること。発表時にはパワーポイントによる資料を必ず用
意し，全員に資料を配布すること。担当テーマについて責任を持ち，準備
から発表，当日のディスカッションのファシリテーションも含め，主体的
に行うこと。指定討論者を設ける，スモールグループによるディスカッ
ションタイムを取るなど，受講者が積極的に議論に参加できる工夫を行う
こと。ディスカッションにおいては，全員の積極的参加を期待する。

準備学習（予習・復習等）の内容

臨床心理学に関する基本書，入門書を読んでおくこと。発表にあたって
は，当該テーマの専門書や学術的な文献を多数購読し，その内容をまとめ
ておくことが求められる。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業時間に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学習態度・ディスカッションへの積極性（40%)，発表内容（40%)，レ
ポート（20%）に基づき総合的な評価を行なう。

その他

特になし。

520_14C03003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 加 藤 尚 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

基礎演習の目的は，臨床心理学の基礎的知識を習得すると共に卒業論
文を到達点とする研究における基礎的な力を養うことである。そのた
めにこの演習では，受講生自らが選んだ臨床心理学領域の文献・論文
の講読を行い，それを発表することを通して，文献や論文を読み解く
力，文献や論文をまとめて発表する力，問題点を発見し批判的検討を
加える力および学術的な議論をする力を養うことを目指す。
また，グループワークを通して，臨床実践を行う上で必要とされる，
異なる視点をとらえる力，自己の価値観の検討，自己のコミュニケー
ションの特性の振り返り，などを行い，臨床心理学の理論と体験を立
体的に修得することを目指す。

授業内容

初回の授業で発表の担当者を決める。発表の際にはパワーポイントを
使用し，全員に資料を配布すること。活発なディスカッションが行わ
れるよう工夫することも発表者の責務とする。発表終了後は，全員が
発表テーマについて考えたこと，疑問，意見などをレポートにまと
め，発表者と教員に対して提出する。
グループワークでは，履修者全員または小グループにわかれ，カウ

ンセリングの知識と実践的技術を高める体験的学習を行う。

第�回 イントロダクション：担当者の決定
第�回〜10回 発表とディスカッション
第11回〜14回 グループワーク

履修上の注意

毎回必ず出席すること。発表時にはパワーポイントによる資料を必ず
用意し，全員に資料を配布すること。担当テーマについて責任を持
ち，準備から発表，当日のディスカッションのファシリテーションも
含め，主体的に行うこと。指定討論者を設ける，スモールグループに
よるディスカッションタイムを取るなど，受講者が積極的に議論に参
加できる工夫を行うこと。ディスカッションにおいては，全員の積極
的参加を期待する。

準備学習（予習・復習等）の内容

臨床心理学に関する基本書，入門書を読んでおくこと。発表にあたっ
ては，当該テーマの専門書や学術的な文献を多数購読し，その内容を
まとめておくことが求められる。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業時間に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学習態度・ディスカッションへの積極性（40%)，発表内容（40%)，
レポート（20%）に基づき総合的な評価を行なう。

その他

特になし。
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521_14C02902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 佐々木 掌 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

担当教員が指定したジェンダーやセクシュアリティの和論文の精読を
行う。基礎的知識を習得し，論文を読みこなす力を養い，その上で批
判的に検討をし，ディスカッション能力を高めることを目的とする。

授業内容

第�回：イントロダクション：担当者の決定
第�回：論文や文献の検索の仕方
第�回：論文の読み方
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第	回：発表とディスカッション
第
回：発表とディスカッション
第10回：発表とディスカッション
第11回：発表とディスカッション
第12回：発表とディスカッション
第13回：発表とディスカッション
第14回：まとめ

履修上の注意

グループでの発表となるため，メンバーそれぞれが主体的に調べて
ディスカッションを繰り返しながらひとつのレジュメを作成し，それ
を発表することを求める。非発表担当者も，各自批判的疑問を携えて
授業に臨む必要があるため，全員参加型の授業となる。
欠席は認めないが，事情があり欠席せざるを得ない場合は，前もって
Eメールなどで連絡を入れること。

準備学習（予習・復習等）の内容

文献や論文を精読するためには，その周辺の文献を多く読みこなして
おく必要がある。

教科書

指定しない

参考書

僕らの世界を作りかえる哲学の授業（土屋 陽介著／青春出版社）
福澤一吉 (著)「議論のレッスン (生活人新書) 」，その他は適宜紹介
する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

①授業内での発表の内容，②非発表の際の批判的疑問の内容，③授業
での発言内容により評価する（①50％，②25%，③25％）。

その他

なし

522_14C03002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 佐々木 掌 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

担当教員が指定したジェンダーやセクシュアリティの和論文の精読を
行う。基礎的知識を習得し，論文を読みこなす力を養い，その上で批
判的に検討をし，ディスカッション能力を高めることを目的とする。

授業内容

第�回：イントロダクション：担当者の決定
第�回：論文や文献の検索の仕方
第�回：論文の読み方
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第	回：発表とディスカッション
第
回：発表とディスカッション
第10回：発表とディスカッション
第11回：発表とディスカッション
第12回：発表とディスカッション
第13回：発表とディスカッション
第14回：まとめ

履修上の注意

グループでの発表となるため，メンバーそれぞれが主体的に調べて
ディスカッションを繰り返しながらひとつのレジュメを作成し，それ
を発表することを求める。非発表担当者も，各自批判的疑問を携えて
授業に臨む必要があるため，全員参加型の授業となる。
欠席は認めないが，事情があり欠席せざるを得ない場合は，前もって
Eメールなどで連絡を入れること。

準備学習（予習・復習等）の内容

文献や論文を精読するためには，その周辺の文献を多く読みこなして
おく必要がある。

教科書

指定しない

参考書

僕らの世界を作りかえる哲学の授業（土屋 陽介著／青春出版社）
福澤一吉 (著)「議論のレッスン (生活人新書) 」，その他は適宜紹介
する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

①授業内での発表の内容，②非発表の際の批判的疑問の内容，③授業
での発言内容により評価する（①50％，②25%，③25％）。

その他

なし
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523_14C02911

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 昔 農 英 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では、人種・民族・エスニシティ、グローバリゼーションのほ
か、家事や育児の男女の分担、家事と仕事の両立の問題などのジェン
ダーの問題などに関する基本文献を輪読する。その際に、授業や輪読
文献で扱う基本概念を理解できる基礎力を養う。輪読文献は初回授業
において参加者と相談のうえで決定する。輪読に際しては、各自にレ
ジュメに基づいて報告してもらい、全体でディスカッションを行う。

授業内容

第�回 授業計画の決定
第�回 春学期テーマについての基礎知識の習得、担当報告の割り当

て決定
第�回 資料の収集の仕方・論文の執筆等についての講義
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第	回 指定文献についての報告と討論（�）
第
回 中間的まとめ
第10回 指定文献についての報告と討論（�）
第11回 指定文献についての報告と討論（�）
第12回 指定文献についての報告と討論（	）
第13回 指定文献についての報告と討論（
）
第14回 指定文献についての報告と討論（10）

履修上の注意

報告担当者は詳細な報告レジュメを作成し、必ずコメントも付け加え
ること。授業では、毎回、参加者全員が積極的に発言することが強く
求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告担当者以外の授業参加者も必ず報告予定箇所を読んでから授業に
参加すること。

教科書

参考書

授業において適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に提出してもらう①レポートの中身（30％）、ならびに②授業
への参加度（20％）、③担当報告の内容（30％）、④授業内での発言内
容（20％）により総合的に評価する。

その他

524_14C03011

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 昔 農 英 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では、人種・民族・エスニシティ、グローバリゼーションのほ
か、家事や育児の男女の分担、家事と仕事の両立の問題などのジェン
ダーの問題などに関する基本文献を輪読する。その際に、授業や輪読
文献で扱う基本概念を理解できる基礎力を養う。輪読文献は初回授業
において参加者と相談のうえで決定する。輪読に際しては、各自にレ
ジュメに基づいて報告してもらい、全体でディスカッションを行う。

授業内容

第�回 授業計画の決定
第�回 春学期テーマについての基礎知識の習得、担当報告の割り当

て決定
第�回 資料の収集の仕方・論文の執筆等についての講義
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第�回 指定文献についての報告と討論（�）
第	回 指定文献についての報告と討論（�）
第
回 中間的まとめ
第10回 指定文献についての報告と討論（�）
第11回 指定文献についての報告と討論（�）
第12回 指定文献についての報告と討論（	）
第13回 指定文献についての報告と討論（
）
第14回 指定文献についての報告と討論（10）

履修上の注意

報告担当者は詳細な報告レジュメを作成し、必ずコメントも付け加え
ること。授業では、毎回、参加者全員が積極的に発言することが強く
求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告担当者以外の授業参加者も必ず報告予定箇所を読んでから授業に
参加すること。

教科書

参考書

授業において適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に提出してもらう①レポートの中身（30％）、ならびに②授業
への参加度（20％）、③担当報告の内容（30％）、④授業内での発言内
容（20％）により総合的に評価する。

その他
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525_14C02901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 高 瀬 由 嗣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

臨床心理学領域の基礎的な文献の講読を行ない，臨床心理学の現状，最近の
知見などを学ぶ。この演習では，文献を読む力だけではなく，それをまとめ
て発表する力，学問的な議論をする力を養うことを目指す。

授業内容

【授業内容】
まず，授業内で取り扱う臨床心理学諸領域のテーマを確認し，発表の担当者
を決める。担当者は自らに与えられたテーマについて，さまざまな文献にあ
たり，内容をまとめる。発表の際には，担当者は内容を要約したレジュメを
作成し，参加者全員に配布する。なお，発表においては，発表者以外に指定
討論者などをもうけて，参加者全員で活発な議論を行なうことを目指す。
発表がすべて終了したら，すべての参加者は自らの発表したテーマについ

て考えたこと，疑問，意見などをレポートにまとめて提出する。具体的な授
業の進め方は以下のとおりである。

（�）概要と計画
（�）文献検索・プレゼンテーションに関する諸注意
（�）発表−心理査定�（概論・質問紙法など）
（�）発表−心理査定�（投映法・面接法など）
（�）発表−心理療法�（人間性心理学）
（�）発表−心理療法�（精神分析）
（�）発表−心理療法�（行動療法）
（	）発表−心理療法�（認知行動療法）
（
）発表−心理療法�（家族療法など）
（10）発表−精神科疾患�（統合失調症）
（11）発表−精神科疾患�（パーソナリティ障害）
（12）発表−精神科疾患�（その他の疾患）
（13）発表−非行・犯罪
（14）発表−心理臨床家の仕事（学校臨床・病院臨床・司法矯正の領域など）

履修上の注意

演習は，受身的に参加するのではまったく意味がない。何事にも疑問を持つ
こと，そして積極的な姿勢で発表，ならびにディスカッションに臨むことが
求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

臨床心理学領域の基礎的な文献（入門書，概論書等）をよく読んでおくこ
と。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業時間内に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学修態度・ディスカッションの姿勢（50％），発表内容（30％），レポート
（20％）に基づき総合的な評価を行なう。

その他

特になし。

526_14C03001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 高 瀬 由 嗣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

臨床心理学領域の基礎的な文献の講読を行ない，臨床心理学の現状，最近
の知見などを学ぶ。この演習では，文献を読む力だけではなく，それをま
とめて発表する力，学問的な議論をする力を養うことを目指す。

授業内容

まず，授業内で取り扱う臨床心理学諸領域のテーマを確認し，発表の担当
者を決める。担当者は自らに与えられたテーマについて，さまざまな文献
にあたり，内容をまとめる。発表の際には，担当者は内容を要約したレ
ジュメを作成し，参加者全員に配布する。なお，発表においては，発表者
以外に指定討論者などをもうけて，参加者全員で活発な議論を行なうこと
を目指す。
発表がすべて終了したら，すべての参加者は自らの発表したテーマにつ

いて考えたこと，疑問，意見などをレポートにまとめて提出する。具体的
な授業の進め方は以下のとおりである。

（�）概要と計画
（�）プレゼンテーションに向けての諸注意と準備
（�）発表−発達の問題とその支援�
（�）発表−発達の問題とその支援�
（�）発表−発達の問題とその支援�
（�）発表−学校内のいじめをめぐる問題と対策
（�）発表−不登校をめぐる問題と対策
（	）発表−社会的引きこもりをめぐる問題と対策
（
）発表−児童虐待をめぐる問題と支援
（10）発表−母子関係、家族トラウマ等をめぐる問題と支援
（11）発表−犯罪被害者をめぐる問題と支援
（12）発表−高齢者をめぐる問題と支援
（13）発表−臨床心理学領域におけるその他の重要なトピックス
（14）発表−臨床心理学領域におけるその他の重要なトピックス

履修上の注意

演習は，受身的に参加するのではまったく意味がない。何事にも疑問を持
つこと，そして積極的な姿勢で発表，ならびにディスカッションに臨むこ
とが求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

臨床心理学領域の基礎的な文献（入門書，概論書等）をよく読んでおくこ
と。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業時間内に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学修態度・ディスカッションの姿勢（50％），発表内容（30％），レポート
（20％）に基づき総合的な評価を行なう。

その他

特になし。
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527_14C02904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 竹 松 志 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「教育と心理・社会」「児童期・思春期・青年期」を中心テーマに，臨床心理学的
観点から学生自身が「研究テーマ」を設定し、単独または共同発表を行う。演習を
通して繰り返される「レジュメをまとめる作業」「自分の意見を発表するプレゼン
テーション経験」「他者の意見を尊重・傾聴する姿勢」「お互いの意見を交換する
ディスカッション経験」「レポートを書く作業」などを通して，�年次演習からの学
びをさらに深め、�年次以降の専門ゼミでの学習において必要不可欠な専門的な研
究姿勢や発表力などを培うことを目的としている。

授業内容

本演習では受講生自身が「研究テーマ」を主体的に探し出し、類似テーマの仲間
たちとグループを形成して、毎回�グループずつ、演習内で共同発表してもらう予
定である。（または、�回につき、個人�名の単独発表形式などもありうる。）
詳しくは，初回の講義時に集まったメンバーと相談して決めたい。ビデオなど，
視聴覚教材を用いた授業も想定される。
なお，以下のような領域のテーマが候補に考えられるが、基本的に学生が自由に選
んだ研究テーマでの発表希望が認められる。

・児童期から青年期までの子どもたちと学校との関係を巡る諸問題
・親や兄弟姉妹など，家族関係を巡る諸問題
・友人や異性など，対人関係を巡る諸問題
・青年期のアイデンティティ形成や精神衛生を巡る諸問題
・反社会的問題行動や災害など、社会・コミュニティとの関係を巡る問題
・障害やハラスメント、マイノリティなど、人権に関わる問題
・子どもたちの表現するイメージについて，など。

第�回：イントロダクションと簡単な自己紹介。研究テーマの選択・研究テーマ別
のグループの構成など、発表形式・発表順番の決定。
第�〜第�回：発表までの準備期間（演習時間内では、教員が講義、ビデオ学習、
体験学習などを用意して行う。）
第�回〜第13回：個人あるいはグループ別の研究発表とディスカッション。発表者
は発表要旨をパワーポイントや配布資料にまとめて発表する。その後、全体による
質疑応答やディスカッション・分かち合い。毎回の気づきを簡単にまとめた感想文
を、次週のゼミ時に提出。
第14回：全体のまとめ。

履修上の注意

少人数による演習形式なので，何よりも自分がグループ構成員であることの自覚
を持った，自分の発表時だけでなく、他のゼミ構成員の発表に対しても、質疑応答・
ディスカッション時などに、主体的かつ積極的な受講姿勢が強く求められる。
なお、基本的に「全授業への貢献」が単位取得の条件である。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表を終えての振り返りや、他のゼミ構成員（グループ）の発表に対する
感想文を、「毎回簡単にまとめて、次週のゼミで提出してもらう」ことが、必須の学
習作業として課されている。

教科書

特になし。プリントを配布する。

参考書

世界思想社編集部「大学生 学びのハンドブック」世界思想社。ほか、随時紹介す
るので，出来るだけ自発的に目を通していってほしい。

課題に対するフィードバックの方法

口頭および加筆などの形で、必要に応じてフィードバックを行う。

成績評価の方法

「研究発表」を50％、「期末レポート」を30％、「毎回の感想文」を10％、「授業に
臨む姿勢」を10％として，総合的に評価する。
なお、基本として「全授業への貢献」が単位取得の必須条件である。

その他

クラスを半期で入れ替えるため、「心理社会研究基礎演習ⅡB」と同内容である。

528_14C03004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 竹 松 志 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「教育と心理・社会」「児童期・思春期・青年期」などを中心テーマに，臨床心理
学的観点から学生自身が「研究テーマ」を設定し、単独または共同発表を行う。演
習を通して繰り返される「レジュメをまとめる作業」「自分の意見を発表するプレゼ
ンテーション経験」「他者の意見を尊重・傾聴する姿勢」「お互いの意見を交換する
ディスカッション経験」「レポートを書く作業」などを通して，�年次演習からの学
びをさらに深め、�年次以降の専門ゼミでの学習において必要不可欠な専門的な研
究姿勢や発表力などを培うことを目的としている。

授業内容

本演習では受講生自身が「研究テーマ」を主体的に探し出し、類似テーマの仲間
たちとグループを形成して、毎回�グループずつ、演習内で共同発表してもらう予
定である。（または、�回につき、個人�名の単独発表形式などもありうる。）
詳しくは，初回の講義時に集まったメンバーと相談して決めたい。ビデオなど，
視聴覚教材を用いた授業も想定される。
なお，以下のような領域のテーマが候補に考えられるが、基本的に学生が自由に選
んだ研究テーマでの発表希望が認められる。

・児童期から青年期までの子どもたちと学校との関係を巡る諸問題
・親や兄弟姉妹など，家族関係を巡る諸問題
・友人や異性など，対人関係を巡る諸問題
・青年期のアイデンティティ形成や精神衛生を巡る諸問題
・反社会的問題行動や災害など、社会・コミュニティとの関係を巡る問題
・障害やハラスメント、マイノリティなど、人権に関わる問題
・子どもたちの表現するイメージについて，など。

第�回：イントロダクションと簡単な自己紹介。研究テーマの選択・研究テーマ別
のグループの構成など、発表形式・発表順番の決定。
第�〜第�回：発表までの準備期間（演習時間内では、教員が講義、ビデオ学習、
体験学習などを用意して行う。）
第�回〜第13回：個人あるいはグループ別の研究発表とディスカッション。発表者
は発表要旨をパワーポイントや配布資料にまとめて発表する。その後、全体による
質疑応答やディスカッション・分かち合い。毎回の気づきを簡単にまとめた感想文
を、次週のゼミ時に提出。
第14回：全体のまとめ。

履修上の注意

少人数による演習形式なので，何よりも自分がグループ構成員であることの自覚
を持った，自分の発表時だけでなく、他のゼミ構成員の発表に対しても、質疑応答・
ディスカッション時などに、主体的かつ積極的な受講姿勢が強く求められる。
なお、基本的に「全授業への貢献」が単位取得の条件である。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表を終えての振り返りや、他のゼミ構成員（グループ）の発表に対する
感想文を、「毎回簡単にまとめて、次週のゼミで提出してもらう」ことが、必須の学
習作業として課されている。

教科書

特になし。プリントを配布する。

参考書

世界思想社編集部「大学生 学びのハンドブック」世界思想社。ほか、随時紹介す
るので，出来るだけ自発的に目を通していってほしい。

課題に対するフィードバックの方法

口頭および加筆などの形で、必要に応じてフィードバックを行う。

成績評価の方法

「研究発表」を50％、「期末レポート」を30％、「毎回の感想文」を10％、「授業に
臨む姿勢」を10％として，総合的に評価する。
なお、基本として「全授業への貢献」が単位取得の必須条件である。

その他

クラスを半期で入れ替えるため、「心理社会研究基礎演習ⅡA」と同内容である。
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529_14C02912

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 野 澤 淳 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習では障害をめぐる現象を切り口として、福祉や教育、環境、
ジェンダー、動物など幅広い領域の文献を講読することを通して、社会
学ならび障害学に関する基礎知識や思考力を養うことを目的とする。同
時に、大学で学ぶ上で必須のリテラシー能力（読む・書く・発表する、
議論するなど）の向上を図っていく。
前期は「肉食主義（カーニズム）」を主題にして年間の演習を進めてい
く予定である。

授業内容

第�回：イントロダクション：演習の目的と到達点の説明、自己紹介な
ど

第�回：文献の紹介と報告者決め
第�回：前提となることがらについての講義
第�回：文献講読（�）
第�回：文献講読（�）
第�回：文献講読（�）
第�回：文献講読（�）
第	回：文献講読（�）
第
回：中間討論
第10回：文献講読（�）
第11回：文献講読（�）
第12回：文献講読（	）
第13回：文献講読（
）
第14回：総合討論

履修上の注意

演習を円滑に進めていくためには、受講生一人ひとりの積極的関わりが
不可欠となる。報告者は事前の準備を、それ以外の参加者は必ず該当の
論文を読んだ上で各回の演習に出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

社会学や障害額の概念や歴史を理解する上では、その背景にあるさまざ
まな歴史的・社会的事象の理解が欠かせない。しかしながら、各回 の演
習でその説明に割ける時間は多くない。そこで、必要に応じて理解の補
助としての必読文献や記事、映像などを紹介するので、それらを予習の
参考にすること。復習として、演習で配布されたレジュメ(毎回ではな
い)やノートを振り返ることで翌週の議論へとつなげていくこと。

教科書

メラニー・ジョイ（2022）『私たちはなぜ犬を愛し、豚を食べ、牛を身
にまとうのか』青土社．
スナウラ・テイラー（2020）『荷を引く獣たちー動物の解放と障害者の
解放』洛北出版．
のどちらか、あるいはどちらも。

参考書

その都度紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度40点
学期末レポート60点

その他

授業内容や計画に変更が生じることがある。

530_14C03012

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 野 澤 淳 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この演習では障害をめぐる現象を切り口として、福祉や教育、環境、
ジェンダー、動物など幅広い領域の文献を講読することを通して、社
会学ならび障害学に関する基礎知識や思考力を養うことを目的とする。
同時に、大学で学ぶ上で必須のリテラシー能力（読む・書く・発表す
る、議論するなど）の向上を図っていく。
後期は「肉食主義（カーニズム）」を主題に、各自が学期末レポートを
作成していくことが主な内容となる。

授業内容

第�回：イントロダクション：秋学期の構成、報告者決めなど
第�回：学期末レポートの作り方（�）研究し、論文（レポート）を

書くとはどういうことか
第�回：文献講読（�）
第�回：文献講読（�）
第�回：文献講読（�）
第�回：文献講読（�）
第�回：学期末レポートの作り方（�）「答えなき問い」の探し方
第	回：学期末レポートの作り方（�）事実に基づいて意見を言う
第
回：学期末レポートの作り方（�）先行研究とは何か
第10回：学期末レポートの作り方（�）剽窃を防ぐ
第11回：学期末レポートを執筆する（�）
第12回：学期末レポートを執筆する（�）
第13回：学期末レポート報告会（�）
第14回：学期末レポート報告会（�）

履修上の注意

演習を円滑に進めていくためには、受講生一人ひとりの積極的関わり
が不可欠となる。報告者は事前の準備を、それ以外の参加者は必ず該
当の論文を読んだ上で各回の演習に出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

社会学や障害額の概念や歴史を理解する上では、その背景にあるさま
ざまな歴史的・社会的事象の理解が欠かせない。しかしながら、各回
の演習でその説明に割ける時間は多くない。そこで、必要に応じて理
解の補助としての必読文献や記事、映像などを紹介するので、それら
を予習の参考にすること。復習として、演習で配布されたレジュメ(毎
回ではない)やノートを振り返ることで翌週の議論へとつなげていくこ
と。

教科書

小熊英二（2022）『基礎からわかる論文の書き方』講談社．

参考書

その都度紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度40点
学期末レポート60点

その他

授業内容や計画に変更が生じることがある。
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531_14C02914

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＡ 濱 田 祥 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

児童期，思春期の臨床心理学に関する問題についての知識を習得し，

理解を深める。

発表者がレジュメを作成し，その発表を踏まえて受講生でディスカッ

ションを行う。レジュメを作成し，発表すること，ディスカッション

に参加することを通して専門的な学習を進める上での基礎力を育成す

ることを目標とする。

授業内容

児童期，思春期の臨床心理学に関するテーマについて、発表者が学術

論文、書籍等の文献を調べ、その内容をまとめ，レジュメを作成す

る。

テーマは児童期，思春期の臨床心理学的な問題を予定している。授業

では発表をもとにディスカッションを行う。

第�回：授業の進め方についての説明，担当の決定

第�回：体験学習

第�回〜第14回：発表・ディスカッション

履修上の注意

演習形式の授業であるので，ディスカッション，発表には主体的かつ

積極的に取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

�〜�名のグループで春学期の間，複数回の発表を担当する。

発表のために，グループでの話し合い，個人で資料を読み，レジュメ

としてまとめるなどのの準備を行う必要がある。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業中に適宜，紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業，ディスカッションへの参加態度（50％）及び最終レポート

（50％）によって総合的に評価する。

その他

532_14C03014

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究基礎演習ⅡＢ 濱 田 祥 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

児童期，思春期の臨床心理学に関する問題についての知識を習得し，

理解を深める。

発表者がレジュメを作成し，その発表を踏まえて受講生でディスカッ

ションを行う。レジュメを作成し，発表すること，ディスカッション

に参加することを通して専門的な学習を進める上での基礎力を育成す

ることを目標とする。

授業内容

児童期，思春期の臨床心理学に関するテーマについて、発表者が学術

論文、書籍等の文献を調べ、その内容をまとめ，レジュメを作成す

る。

テーマは児童期，思春期の臨床心理学的な問題を予定している。授業

では発表をもとにディスカッションを行う。

第�回：授業の進め方についての説明，担当の決定

第�回：体験学習

第�回〜第14回：発表・ディスカッション

履修上の注意

演習形式の授業であるので，ディスカッション，発表には主体的かつ

積極的に取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

�〜�名のグループで春学期の間，複数回の発表を担当する。

発表のために，グループでの話し合い，個人で資料を読み，レジュメ

としてまとめるなどのの準備を行う必要がある。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業中に適宜，紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業，ディスカッションへの参加態度（50％）及び最終レポート

（50％）によって総合的に評価する。

その他
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533_14C01301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究入門Ａ 浅 井 健 史

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業概要】
人間の多面性と活動領域の広さを反映し、心理学の研究・実践領域はきわめて広範囲にわた
る。本科目では、大学生の生活に身近なトピックを用いて、心理学の理論・概念を習得す
る。動画資料や自ら考える「ワーク」を活用し、体験学習的に理解を深める。同時に、自ら
心理学の論文を読み、「学習報告」にまとめる作業を通して、問題意識を掘り下げる姿勢と
スキルを養う。

【到達目標】
・心理学における研究と実践の方法を理解する。
・身近な問題や事象を心理学的な視点から考察する力を養う。
・文献調査の方法を理解し、関心を持った心理学のテーマを自ら調べ、探求する力を養う。

質問や連絡は浅井のメールアドレスまで。
aae19090@gmail.com

授業内容

各回の内容は以下を予定している。

� 心理学の研究領域と文献の調べ方
� 心理学論文の読み方�(学術論文の作法)
� 心理学論文の読み方�(量的研究)
� 心理学論文の読み方�(質的研究)
� 大学生期とアイデンティティ形成
� 集団心理の基本原理
� 集団意思決定の心理
	 群衆行動の心理

 災害時の心理
10 リーダーシップの心理
11 マインドコントロールと説得の心理
12 非倫理的行為の心理
13 パーソナリティの心理
14 犯罪への心理学的アプローチ

履修上の注意

授業についての質問や意見はリアクションペーパーまたはクラスウェブで受け付ける。双方
向性の高い授業を目指したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回授業で提示する文献調査の課題に取り組むとともに、各回のプリントに記載された参考
文献を用いて、授業の予習と復習に努めること。

教科書

教科書は指定しない。

参考書

各回のプリントでテーマごとの参考書を紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

希望者に対して、リアクションペーパーおよび学期末レポートへのフィードバックを行う。

成績評価の方法

・「学期末レポート」の得点（60％）
・「学習報告(計�回)」の提出状況（20％）
・「各回のリアクションペーパーの内容」(20％)

上記により、総合的に評価する。

・「学期末レポート」は、各自が関心を持った心理学のテーマを選んで考察する形式を予定
している。テーマについて掘り下げた考察がなされているか、自己の意見が明確に述べられ
ているかを評価する。
・「学習報告」では、各自が関心を持った心理学文献を読んで内容紹介と考察を行う。文献
調査のスキルを習得するとともに、問題意識を掘り下げて学期末レポートに結実させてほし
い。「読みたい文献のリスト」を含めて、計�回提出する。

その他

534_14C01401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究入門Ｂ 内 藤 朝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

グループをつくってフィールドワークや文献調査を行い、それにつ
いて各グループで論文を作成しつつ、学会発表のように発表し、全員
で質疑応答、ディスカッションをする。
学生がフィールドワークや文献調査を行い、それについての報告や

自説発表の基本的な技能を身につけることが授業の目標である。

授業内容

グループをつくり、グループで調査計画をつくり、調査を実行し、グ
ループごとに発表をする。

（�）グループづくり。フィールドワークや文献調査と論文づくり、発
表についてのレクチャー。

（�）フィールドワークと論文づくり、発表についてのレクチャー。グ
ループでの調査計画づくり。

（�）フィールドワークについてのグループでの準備作業
（�）フィールドワークについてのグループでの準備作業
（�）グループによる発表とディスカッション
（�）グループによる発表とディスカッション
（�）グループによる発表とディスカッション
（	）グループによる発表とディスカッション
（
）グループによる発表とディスカッション
（10）グループによる発表とディスカッション
（11）グループによる発表とディスカッション
（12）グループによる発表とディスカッション
（13）グループによる発表とディスカッション
（14）グループによる発表とディスカッション

履修上の注意

積極的にディスカッションをすること。意識的に発表とディスカッ
ションのスタイルを探求しつつ実践すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

グループで、フィールドワークを行い、発表の準備をしてくること。
グループのテーマについて文献を読んでくること。

教科書

参考書

使用しない

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックに関しては、適時Oh-o!Meijiを通じて配
信するので、確認すること。

成績評価の方法

発表論文の内容50パーセント、授業への参加度50パーセント

その他
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535_14C10101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会研究入門Ｃ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

学問にはそれぞれ歴史がある。心理学、社会学が哲学との関連でど
のように成立したかを学び、自らの学問的位置づけを行うことを目指
す。
古代の霊魂論から霊魂論の歴史、社会契約論の歴史を提示し、特に
19世紀における人間の科学誕生の文脈のなかに心理学、社会学を位置
づける。

授業内容

第�回：講義の概要と進め方
第�回：古代の霊魂論
第�回：古代の霊魂論
第�回：ユダヤ‐キリスト教の世界
第�回：ユダヤ‐キリスト教の世界
第�回：新プラトン主義の系譜、
第�回：16、17世紀哲学における心身問題、国家問題
第	回：社会契約論の諸相
第
回：メーヌ・ド・ビランと心理学
第10回：オーギュスト・コントと社会学
第11回：シャルル・ルヌヴィエの批判的心理学
第12回：空想的社会主義からマルクスへ
第13回：ジャン＝マルタン・シャルコーとピエール・ジャネ
第14回：ガブリエル・タルドとエミール・デュルケム
定期試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の必要はないが、講義で紹介された著書や作品についてみずから
図書館などで調べ、その一部だけでも読書、鑑賞することが望まれ
る。

教科書

プリントなどで配布する。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加20パーセント、学期末の論述式テスト80パーセ
ント

その他
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536_14C10201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会調査研究法Ａ（心理学統計法） 齊 藤 和 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では，心理学や社会学における（量的研究法を中心とした）実証
的な研究の考え方を理解し，統計に関する基礎的な知識を身につけること
を目的とする。また，データ分析に用いられる統計ソフトの基本的な操作
方法を習得することで，心理学で用いられる統計手法の中でも，特に量的
なデータを分析できるようになることも目標としている。これらの講義と
実践を通して，先行研究で行われている分析がある程度理解できる力を身
につけていく。

授業内容

�．イントロダクション
�．研究とデータ
�．集団をまとめる：記述統計
�．集団を考える：推測統計
�．質的変数の分析
�．相関係数の検定
�．a：中間まとめ，b：中間テスト
	．ｔ検定�

．ｔ検定�
10．分散分析�
11．分散分析�
12．分散分析�
13．回帰分析
14．まとめ

履修上の注意

成績評価のために課題を設定するので，期日までに提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時間外にも学習内容を実践することが，復習・予習となり重要であ
る。特に，分析にかかわる統計ソフトの操作ができるようになるため，反
復的な実践を行ってほしい。

教科書

特に使用しない。授業でプリントを配布するので，まとめるバインダー
かファイルを用意しておくとよい。

参考書

西村純一・井上俊哉『これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計法』
ナカニシヤ出版（2016）
浦上昌則・脇田貴文『心理学・社会科学研究のための 調査系論文の読み
方』東京図書（2008）
高野陽太郎・岡隆（編）『心理学研究法 心を見つめる科学のまなざし』有
斐閣アルマ（2004）
吉田寿夫『本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の
統計の本』北大路書房（1998）
小塩真司『SPSSとAmosによる心理・調査データ解析［第�版］』東京図書
（2011）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題（50%），授業への参加度（30%），中間テスト（20%）

その他

特になし

537_14C10301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理社会調査研究法Ｂ（心理学研究法） パッハー，アリス Ｌ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

臨床心理学と現代社会の学生を対象とした授業です。本授業では、社会調査
のうち質的調査法に焦点を当て、質的調査の技法・諸方法について学びま
す。到達目標は質的研究法・分析方法の諸方法の基本知識を理解することで
す。卒業論文の執筆の上で、自身で調査計画を立て、質的研究を実施できる
ことを目指します。

授業内容

�. 質的調査法とは（質的研究法と量的研究法、混合研究法、質的調査はな
ぜ必要なのか）

�. 質的調査法の種類と特徴
�. フィールドワーク①
�. フィールドワーク②
�. 聞き取り（インタビュー）調査の種類と設計
�. 聞き取り（インタビュー）調査の事例
�. グラウンデッド・セオリー
	. 参与観察法

. エスノグラフィー
10. データー分析
11. 質的調査法と倫理
12. 論文執筆について
13. リサーチ計画の発表①
14. リサーチ計画の発表②

履修上の注意

本授業では学生に積極的に参加することを強く求めます。教員からの授業内
容の説明の後に毎回グループ・ディスカッションやブレイン・ストーミング
を取り組みます。 小課題を出すこともあるので、その際には指定した期限
内での提出してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容に関連した小課題を出すこともあります。

教科書

レジュメ、資料をoh-o!meiji機能を通じてアップロードします。

参考書

岸政彦・石岡丈昇・丸山里美『質的社会調査の方法−他者の合理性の理解社
会学』有斐閣2016年
谷富夫・山本努編著『よくわかる質的社会調査法 プロセス編』ミネルヴァ
書房 2010年 藤田結子・北村文編著『現代エスノグラフィー 新しいフィール
ドワークの理論と実践』ワードマップ2013年
Marvasti, A.B. (2004). Qualitative Research In Sociology. Sage Publications.
Reavey, P. A. (2021). Handbook of Visual Methods in Psychology. Using and
Interpreting Images in Qualitative Research (Second Edition). Routledge.
K irchmair , R . (2022). Qua l itative Forschungsmethoden .
Anwendungsorientiert : vom Insider aus der Marktforschung lernen.
Springer.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での発言、発表 30%
授業でのグループ・ディスカッション 20%
小課題・期末レポート50%

その他
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538_14C10601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

心理的アセスメント 高 瀬 由 嗣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

臨床心理学業務の重要な柱の�つである心理的アセスメントについて，その考え
方，目的，対象，方法等の基礎を学ぶことを目的とする。授業形態は講義を主とす
るが，知識を定着させるために必要に応じて体験的な学習も取り入れる予定である。

授業内容

以下の内容で授業を進める。

�．心理的アセスメントとは−授業の目的，心理的アセスメントの基本的な考え方，
歴史えを学ぶ。

�．心理的アセスメントの方法−アセスメントの具体的な方法としての，面接法・観
察法・心理テストを学ぶとともに，それぞれのメリット・デメリットを考える。

�．心理テストの科学性−心理テストの成立要件である信頼性・妥当性，および標準
化の概念を学ぶ。さらに心理尺度の作成方法を実例に基づいて学習する。

�．質問紙法(�)−わが国における代表的な質問紙検査であるYG性格検査を体験的に
受検し，その信頼性・妥当性・標準化の概念について学ぶ。

�．質問紙法(�)−世界的にもっとも有名な質問紙法であるMMPIを体験的に受検し，
その分析・解釈法を学ぶ。

�．知能検査(�)−知能に関する基礎的な理論を学ぶ。
�．知能検査(�)−わが国でもっとも使用頻度の高い知能検査であるウェクスラー式
（WISC）を体験し，その基本的な考え方を学ぶ。

	．知能検査(�)−WISCの事例に基づき，その分析および解釈方法を学習する。

．神経心理学検査−神経心理学検査とは何か？ 具体的に何を行なうのかを学ぶ
10．投映法心理検査(�)−投映法心理検査の基本的な考え方，方法を学ぶ。
11．投映法心理検査(�)−本邦でよく用いられる文章完成法（SCT）を体験的に学ぶ。
12．心理的アセスメントのフィードバック法(�)−アセスメント結果を依頼者に
フィードバックするための方法，すなわち報告書の作成について学習する。

13．心理的アセスメントのフィードバック法(�)−アセスメント結果を対象者に伝達
する際の留意点や，治療的な意味を持つ結果の返し方を学ぶ。

14．総括−授業全体を振り返る。特に，心理的アセスメントにおける量的方法と質的
方法という�つのアプローチに焦点を当て，両者の意義と関係性について学ぶ。

履修上の注意

この科目は臨床心理学専攻の学生のみに開かれた必修科目である。他学科・他専
攻の学生は受講できないことを留意願いたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

心理的アセスメントの理論を学ぶにあたっては，統計学の基礎知識が必要となる。
各自，�年次に学んだ研究法の基礎をよく復習したうえで授業に臨むこと。さらに，
授業を終えてからは，授業時間内に配布した資料を読み返すことが大切である。体
験学習から得た知識は，事後の復習によって定着するからである。

教科書

『心理アセスメントの理論と実践』．高瀬由嗣・武藤翔太・関山徹．（岩崎学術出版
社）．2020年．

参考書

①『心理アセスメントハンドブック』．上里一郎 監修．（西村書店）．2001年．
②『臨床心理学の実践−アセスメント・支援・研究』．八尋華那雄（監修）・高瀬由
嗣・明翫光宜（編）．（金子書房）．2013年．
③『心理テスト−理論と実践の架け橋』．P. ホーガン著，繁桝算男・椎名久美子・石
垣琢磨共訳（培風館）．2010年．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

実際のアセスメント法に臨む熱意（40％），学期末の試験（60％）を総合的に評価
する。

その他

539_14G07701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人体の構造と機能及び疾病 西 山 晃 好

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

心と身体は自然科学の世界では別々に探求されてきた歴史があるが，臨床で出会
う個々の人間が抱えた心の問題を理解し解決に向けて取り組んでいくとき，身体の
理解を抜きにしてアプローチすることはできない。本講義では，その心と身体の密
接な関わりおよびその病態化のメカニズムについて，歴史的展望を含めて概説する
と共に，病態の診断および治療について，臨床的実例を交えながら心療内科医の視
点から解説する。生体機能調整系として身体システムを支えている神経系・免疫系・
内分泌系の絶妙なバランスの上でこそ身体は環境に適応すべく機能している。何ら
かの心身の不調を生じた対象（自分も含めて）に対して、個人的にも職業的にも有
益な関わりができるように、心と身体の構造・機能とそこに密接に息づいている心
身関係について基本的な評価・理解ができるようになることを本講義の目標とした
い。

授業内容

以下の項目に沿って，臨床的実例を交えながら講義する予定である。
�．イントロダクション−心と身体のつながり
�．ストレスと疾患の関係：フロイトのヒステリー論・不安発作等価理論とアレキサ
ンダーの学説

�．心身機能と身体構造�：ストレスと神経系，内分泌系，免疫系の相関
�．心身機能と身体構造�：循環器系・呼吸器系と疾患
�．心身機能と身体構造�：消化器系と疾患
�．心身機能と身体構造�：悪性腫瘍および難病性疾患
�．心身医学的評価�：ストレスおよび心理社会的環境の評価・疾患に及ぼす影響
	．心身医学的評価�：うつ・トラウマなど心身に影響を与える精神症状

．心身医学的評価�：人格特性および発達障害について
10．心身医学的治療論�：治療総論（心理社会的な様々な治療法）
11．心身医学的治療論�：精神療法（精神分析的精神療法を中心に）
12．心身医学臨床の実際�：うつ病・パニック障害の治療
13．心身医学臨床の実際�：オンコサイコロジー（悪性腫瘍を患った患者さんへの関
わり方・治療的態度）とターミナルケア

14．心身医学臨床の実際�：心身症およびまとめ

履修上の注意

心と身体の構造と機能の関係に関しては、心身関係を中心に広い領域が広がって
いる。本講義で触れることができ、得られるものは、その内のほんの一部である。
この背後には魅力的で奥深い領域が広がっている。このような領域の存在を知り，
その興味深さに触れ，人間理解の奥行きを広げていってほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は特に必要ないが、復習では授業で配布するレジュメの内容を振り返り、各自
の理解や関心に伴い関連した書物に当たること。

教科書

特定のテキストは使用せず，講義毎にレジュメを配布する。

参考書

「心療内科」久保木富房他編、星和書店
「ストレスに負けない生活−心・身体・脳のセルフケア」熊野昭宏著、ちくま新書
「対象喪失」小此木啓吾著、中公新書
「新訂 方法としての面接」土居健郎著、医学書院
「リラクセーション反応」ハーバート ベンソン著、中尾陸宏ら訳、星和書店
「脳と心的世界」マーク・ソームズ、オリヴァー・ターンブル著、平尾和之訳、星和
書店
「脳科学と心の臨床」岡野憲一郎著、岩崎学術出版社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（a）で95点分，平常点（b）として45点分，を配分し，a+bを評価点とす
る。
ただしa+b＞60の場合は60＋（a+b−60）×�/�，を評価点（少数は切捨て）とす

る。

その他

心および身体の構造・機能を理解するときに自己の体験も貴重なサンプルになりう
る。本講義を受講することが副産物として自己理解を深めるきっかけとなれば幸い
である。
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540_14H12101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スポーツ文化論Ⅰ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

541_14F65701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スラヴ語圏の歴史 山 田 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉
スラヴ語圏の民族というと、ロシア人を念頭に浮かべる者が多いが、ポーランド人
やウクライナ人、チェコ人、スロヴァキア人、セルビア人、クロアチア人、スロ
ヴェニア人なども含まれる。彼らはそれぞれ独自の歴史や文化を有し、19世紀には
ドイツやオーストリア、ロシアなどの大国の支配下で民族運動を展開していた。そ
の動きは汎スラヴ主義と汎ゲルマン主義の対立を深め、第一次世界大戦の勃発に繋
がった。その結果、彼らは大戦後に独立国家を設立し、ヨーロッパの政治地図を大
きく塗り替えるに至る。講義では、ポーランド人をはじめとするスラヴ系の人々の
動きを中心に、独墺露の民族政策や社会問題の特徴を浮き彫りにする。
〈到達目標〉
複雑な民族問題を抱える中東欧地域の歴史を理解することを目的とする。

授業内容

18世紀末から第一次世界大戦までのドイツとオーストリア、ロシアの三帝国の民族
政策や社会問題を、ポーランド人をはじめとするスラヴ系の人々の動きを中心に考
察する。

第�回 はじめに
第�回 ロシア、プロイセン、オーストリアとポーランド分割
第�回 ナポレオンと諸民族の動き
第�回 ウィーン体制下の諸民族
第�回 1848年革命と民族問題
第�回 ウィーン体制下のポーランド人
第�回 1848年革命とポーランド人
第	回 オーストリア・ハンガリー二重君主国の成立
第
回 二重帝国体制下の諸民族①
第10回 二重帝国体制下の諸民族②
第11回 独露の民族政策
第12回 第一次世界大戦前夜の国際情勢
第13回 第一次世界大戦と独立国家の樹立
第14回 まとめと反省

時間の関係上、以上の順番や内容を若干変更することもあり得る。

履修上の注意

質問や意見は随時受け付ける。講義途中の入室・退出は原則として認めない。欠席
した時は参考文献で内容を確認しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

近代の主要ヨーロッパ諸国における政治・経済・社会状況を把握しておくこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。歴史地図や資料は必要に応じてコピーで配布する。

参考書

若尾祐司、井上茂子編『近代ドイツの歴史』ミネルヴァ書房、伊東孝之編『ポーラ
ンド・ウクライナ・バルト史』山川出版社、南塚信吾編『ドナウ・ヨーロッパ史』
山川出版社、イェジ・ルコフスキ、フベルト・ザヴァツキ『ポーランドの歴史』創
土社。その他、適宜、授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に、課題に応じて説明する。

成績評価の方法

授業内試験60％、レポート20％、平常点20％（質問など）。ただし、感染状況の変化
など、場合によっては、Oh-o！Meijiを通じての小テストやレポートなどに変更する
こともありうる。

その他
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542_14G09301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

政治と哲学 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では履修者と一緒に「哲学と政治」の関係を考える。言い換
えれば、どのように哲学の角度から政治を見るべきなのかを一緒に考察
する。政治が対象なので、ただ抽象的に議論するのではなく、具体的な
問題を手掛かりに、洋の東西を代表する哲学者が政治を論じる代表的な
文献を一緒に読み、議論しよう。そのなかで我々はどのように政治とい
う日々経験する対象を哲学的に思考するかを学ぶ。
この授業を履修することによって、普段あまり接することがない政治
を論じる哲学の古典を理解できるようになるだけでなく、また自分で政
治を合理的に思考する力を身につけることを目標としている。

授業内容

�. イントロダクション：「哲学と政治」とはどういう関係なのか。デ
イヴィッド ミラー『はじめての政治哲学』 (岩波現代文庫) を読む

�. プラトンと政治──『国家』の一部を読む
�. アリストテレスにおける政治：『政治学』の一部を読む
�. 古代東洋における政治的思考−−孔子、孟子、荀子の政治思想
�. マキアベリの『君主論』
�. ホップスと『リヴァイアサン』
�. ジョン・ロックにおける『統治論』
	. カントの『永遠平和のために/啓蒙とは何か』とヘーゲルの政治論

. マックス・ウェーバーの『職業としての政治』
10. カール・シュミットと『政治的なものの概念』
11. カール・ポパーにおける『開かれた社会とその敵』
12. バーリンにおける『自由論』とアーレントにおける『過去と未来の

間』
13. サルトルにおけるアンガージュとレーモン・アロンにおける『知識

人の阿片』
14. 丸山眞男における『政治の世界』

履修上の注意

授業では、最初は教員が取り上げる哲学者と文献について解説します
が、基本的なポイントをおさえてから、活発に議論してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料を予習しておくこと。

教科書

特に指定しない。事前に教員が資料をサイトを通して配布する。

参考書

デイヴィッド ミラー、『はじめての政治哲学』 (岩波現代文庫)
・丸山眞男『政治の世界』、松本礼二編集(岩波文庫)
・Charles Larmore, What is Political Philosophy? (Princeton University
Press,2020)

課題に対するフィードバックの方法

サイトで提出した課題に対しては、サイトでコメントをする。

成績評価の方法

参加度30%、期末試験70%

その他

とくにありません。

543_14G07801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

精神疾患とその治療 竹 内 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

精神医学がとらえる「疾患」・「病気」や「治療」とはどのようなも
のか？専門分野として、そして日常の生活の中で関わりうる精神医学
に対する基本的な知識を身につけることを目標とする。教養番組等の
映像教材も用い、身近なものとして臨床像を理解できることを目指
す。その上で、個々人の抱える「心」の問題と、それを扱う上での
「精神医学」との位置関係、相互作用についての理解を深め、実際の
場面で「精神医学がとらえる疾患」という概念を、人を援助するとい
う目的のために使うための基礎を身につける。

授業内容

第�回 概論 精神医学とは？ 自己紹介
第�回 総論 精神科における診断名とは？
第�回 総論 精神科治療 薬物療法 精神療法／心理療法
第�回 物質関連障害群および嗜癖性障害群／神経認知障害群
第�回 統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群
第�回 統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群�
第�回 双極性障害および関連障害群
第	回 抑うつ障害群
第
回 不安障害群／強迫性障害および関連障害群
第10回 心的外傷およびストレス因関連障害群
第11回 解離性障害群／身体症状症および関連障害群
第12回 その他の精神障害群（DSM5：10〜14, 15, 18, 19）
第13回 神経発達障害群
第14回 試験と解説

履修上の注意

授業への質問や感想など、毎回のリアクションペーパーにて出席を兼
ね、集めます。
専門的な診断名などの内容も多いため、ある程度の予備知識がないと
難しい可能性があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

テレビ番組などでも、精神疾患について語られることは多い。
そういった場面でどのように説明されているか、語られているかな
ど、意識をして見ていただきたい。
また授業後は授業での説明をふまえ、新たな視点を交えつつ、見てい
ただきたい。

教科書

指定はありません。最低限の内容は授業で資料を配布いたします。
（クラスウェブから各自ダウンロードしていただく場合もありえま
す。）

参考書

専門医がやさしく語るはじめての精神医学 中山書店 ¥3,190- 一
通りのことを確認できる教科書が欲しい方。
知っておきたい精神医学の基礎知識 [第�版] :サイコロジストとメ
ディカルスタッフのために 誠信書房 ¥4,290- https://amzn.to/
3Bzz81v 授業以外でも精神科臨床と接する方に。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（リアクションペーパーによる出席の確認）50％
定期試験50％

その他

状況に応じて、オンライン授業をする場合があります。
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544_14H07101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生態学Ａ 若 松 伸 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

生態学は生物学の一分野であり、身近な自然を扱う学問である。生物
種間およびその生き物が生存している環境との関係を明らかにするこ
とを目的とする。
本講義では、前半では生物の進化について、中盤からは生物間の関係
について扱う予定である。
なお、後期開講予定の生態学Bでは、さらに生物と環境の関係を講義
予定であり、履修予定の学生は本講義の履修を強く勧める。

授業内容

第�回 生態学の概要
第�回 生物の共通性と多様性
第�回 生物種の分類と系統
第�回 生物進化と種分化
第�回 地球の歴史と生物
第�回 生物の生活資源
第�回 個体群の特徴と個体間の関係
第	回 個体群の増殖
第
回 個体群における様々な密度効果
第10回 生物群集の構造と生物間相互作用
第11回 食物連鎖と生態系の安定性
第12回 種間競争
第13回 生態的地位と種の共存
第14回 まとめ

履修上の注意

積極的な授業の参加を望む。授業内容はいわゆる理系の領域を多く
含むが，文系学生でも理解できる内容である。

準備学習（予習・復習等）の内容

�回目以降の講義では、事前にwebシステムによってプリントを配布
するので，必ず印刷をして持参すること。
プリントは図表及び板書を補助するためのプリントであり，復習や授
業後の整理を行うことが望ましい。

教科書

教科書は定めないが，参考書があると授業の理解が進む。

参考書

『大学生のための生態学入門』 原登志彦監修・西村尚之著（共立出
版）2017年
『大学生物学の教科書』 D・サダファ他著 石崎泰樹・斎藤成也監
訳 （ブルーバックス）2014年

課題に対するフィードバックの方法

レポートに対してはフィードバックをシステムを利用して実施する。

成績評価の方法

講義態度および中間レポート40％，期末試験もしくは期末レポート
60％で評価する。

その他

545_14H07201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生態学Ｂ 若 松 伸 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

生態学は生物学の一分野であり、身近な自然を扱う学問である。生物種
間およびその生き物が生存している環境との関係を明らかにすることを
目的とする。
本講義では特に植物（植生）と環境の関係について講義する。また、終
盤では現在世界及び日本における生物多様性を中心とした環境問題の現
状について講義を行う。
なお、前期開講予定の生態学Aでは、本講義を行うための基礎的な生態
学の概要について扱うことから、生態学Aを履修の上で、本講義を履修
することを強く勧める。

授業内容

第�回 生態学の基礎
第�回 生物の地理的分布
第�回 世界の気候と植生�
第�回 世界の気候と植生�
第�回 日本の植生�
第�回 日本の植生�
第�回 植生の遷移
第	回 地形と植生�
第
回 地形と植生�
第10回 地形と植生�
第11回 里山生態学
第12回 都市生態学
第13回 生物多様性の取り組み
第14回 まとめ

履修上の注意

本講義履修者は，生態学の基礎編である生態学Aを履修しておくことを
大変強く推奨する。
積極的な授業の参加を望む。授業内容はいわゆる理系の領域を一部含む
ものの，文系学生でも理解できる内容である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にwebシステムによってプリントを配布するので，必ず印刷をし
て持参すること。
プリントは図表及び板書を補助するためのプリントであり，復習や授
業後の整理を行うことが望ましい。

教科書

教科書は定めないが，参考書があると授業の理解が進む。

参考書

『大学生のための生態学入門』 原登志彦監修・西村尚之著（共立出版）
2017年
『微地形』 藤本潔・宮城豊彦・西城潔・竹内裕希子編（古今書院）2016
年
『地形植生誌』 菊池多賀夫著（東京大学出版会）2001年
『上高地の自然誌』 上高地自然史研究会著 （東海大学出版会）2016年

課題に対するフィードバックの方法

レポートに対してはフィードバックをシステムを利用して実施する。

成績評価の方法

講義態度および中間レポート40％，期末試験もしくは期末レポート
60％で評価する。

その他
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546_14I00501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生命の政治社会学 山 本 理 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【概要】
政治社会学とは、権力機構や政治システムといった社会の〈しくみ〉を、固定したものや自明な

ものとして捉えるのではなく、その〈しくみ〉を私たちがどのように組みかえていけるのかを考え
る学問です。この授業では、まず政治社会学の問題の立て方や基本的な考え方を学びます。つぎ
に、戦後の日本社会に生じた社会的事件や社会問題を通して、政治家や政党、行政官僚だけが政治
の主体ではないこと、普通の人びとが自分の人生のことは自分で決めるというかたちで、市民政治
が形成され、展開されてきたことを学びます。また水俣の問題を通して、社会の〈しくみ〉を問題
化し組みかえていこうとする、「存在の現れ」の政治とはなにかを学びます。そのうえで、現代社
会の理論とその〈しくみ〉をあらためて問い直し、その〈しくみ〉を私たちがどのように組みかえ
ていけるのかを検討します。

【到達目標】
�）社会の〈しくみ〉を自明視するのではなく、それを相対化することのできる論理的思考力を身
につける。
�）現場の具体的な状況に即して問題点の背景を調べ、客観的データを用いて現状を分析する力を
身につける。
�）自己と他者の関係の網の目を組みかえ、社会の〈しくみ〉を変革する、問題解決策を提案する
力を身につける。

授業内容

第�回 政治社会学の問題意識：政治社会学という学問の問題の立て方について学びます。
第�回 政治社会学とはなにか：政治社会学という学問の成立の背景やその基本的な考え方につい

て学びます。
第�回 市民政治の形成：安保闘争や反戦運動を通して、市民政治がどのように生まれてきたのか

を学びます。
第�回 市民政治の展開：公害や環境問題に対する住民運動の隆盛を通して、市民政治の展開を学

びます。
第�回 「存在の現れ」の政治(�)：水俣における排除と差別の歴史を、水俣病者の視点から捉え

返します。
第�回 「存在の現れ」の政治(�)：水俣病をめぐる政治的解決が引き起こした、現在の問題点と

課題について考えます。
第�回 「存在の現れ」の政治(�)：水俣病を風化する力に対して、人びとがどのように抵抗して

きたのかを学びます。
第	回 「存在の現れ」の政治(�)：水俣病を生みだした政治と経済の連関構造、現代社会の〈し

くみ〉について学びます。
第
回 現代社会の理論（�）：豊かな社会のはじまり
第10回 現代社会の理論（�）：消費社会論の問題構成
第11回 現代社会の〈しくみ〉を問い直す：産業システムの高度化
第12回 現代社会の〈しくみ〉を問い直す：環境を焦点として
第13回 現代社会と政治社会学
第14回 （aのみ）講義全体のまとめ

履修上の注意

・授業はパワーポイントによる説明を中心としますが、必要に応じて視聴覚教材（映像資料など）
の参照を行います。
・課題（小レポートおよびコメント）を通して、双方向的なコミュニケーションを重視します。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：事前に指定された箇所（参考文献、配布資料など）に目を通し、概要を把握しておくように
してください。
復習：講義ノート、参考文献、配布資料などを読み返し、授業内容をまとめておくようにしてくだ
さい。
＊上記に関する想定学習時間：�回の授業につき、予習・復習を合計して�時間程度。

教科書

栗原彬『「存在の現れ」の政治──水俣病という思想』以文社。

参考書

栗原彬『管理社会と民衆理性──日常意識の政治社会学』新曜社。
栗原彬『政治の詩学──眼の手法』新曜社。
栗原彬[ほか］著『�・11に問われて──ひとびとの経験をめぐる考察』岩波書店。
栗原彬編『証言 水俣病』岩波書店。
栗原彬編『人間学』世織書房。
高畠通敏編『現代市民政治論』世織書房。
見田宗介『現代社会の理論』岩波書店。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期テスト（60％）、講義期間内課題（40％）を総合して評価します。

その他
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547_14A43501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋演劇史ⅠＡ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

西洋演劇の基盤となるギリシア・ローマの演劇史を概観し，その卓
越性，歴史的意義について具体的に検証する。単に古典を学ぶという
だけでなく，現代に生きている古典，という観点からこの時代の演劇
史をたどっていく。 春学期はギリシア悲劇を扱う。

授業内容

�．受講上の注意および指導 西洋演劇を学ぶ意味とは
�．ギリシア悲劇の成立の謎
�．ギリシア悲劇の表現・劇場・劇場環境
�．ギリシア悲劇の世界〜『オイディプス王』を軸に その�
�．ギリシア悲劇の世界〜『オイディプス王』を軸に その�
�．三大悲劇詩人の劇世界概観〜アイスキュロスの劇世界 �
�．アイスキュロスの劇世界 � 『オレスティア』三部作その�
	．アイスキュロスの劇世界 � 『オレスティア』三部作その�

．ソポクレスの劇世界 � オイディプス後日談を中心に
10．ソポクレスの劇世界 � 『エレクトラ』を中心に
11．エウリピデスの劇世界 � 『エレクトラ』
12．エウリピデスの劇世界 � 『トロイアの女たち』�
13．エウリピデスの劇世界 � 『トロイアの女たち』�
14．エウリピデスの劇世界 � 『王女メデイア』〜エウリピデスの

宗教観

履修上の注意

世界史的知識があることが望ましいが，概要については授業内で補う
ので日本史受講者も特に心配は要らない。また取り扱われた作品が上
演される場合，その鑑賞を課外授業の一環として行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に扱う劇作品は、戯曲として全編を紹介できるわけではないの
で、授業で扱った後には、しっかりと全編を読んでおくこと。
また、授業で扱うギリシア神話の背景的な知識は、授業内で十分に習
得できるものではないので、説明を聞いた後、各自で復習することを
求める。

教科書

特に指定しない。

参考書

山内登美雄『ギリシア悲劇神々と人間のドラマ』（新曜社） 川島重成
『ギリシア悲劇神々と人間，愛と死』（講談社学術文庫） 中村善也
『ギリシア悲劇入門』（岩波同時代ライブラリー）

課題に対するフィードバックの方法

毎回課題を提示し、次の会の授業はその中の代表的なコメントを紹介
する。その振り返りをもって、フィードバックとしていく。

成績評価の方法

平常時の取り組み（授業への積極的な参加）（50点）と期末の試験
（50点）の総合評価。
平常時の取り組みの評価の仕方については初回に指示する。毎回課題
を提示してそれにこたえてもらう形を採る予定。

テストは持ち込み可。
（ただし、認められるのは自筆のノートと配布プリントとする予定。）

その他

西洋演劇史ⅠBと連続して受講することが望ましい。

548_14A43601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋演劇史ⅠＢ 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期と同様西洋演劇の基盤となるギリシア・ローマの演劇史を概観
し，その卓越性，歴史的意義について具体的に検証する。単に古典を
学ぶというだけでなく，現代に生きている古典という観点からこの時
代の演劇史をたどっていく。 秋学期はギリシア喜劇とローマ演劇を主
に扱う。

授業内容

�．春学期の復習
�．アリストテレスの『詩学』
�．ギリシア喜劇の成立
�．ギリシア喜劇の表現
�．ギリシア喜劇の作家たち
�．アリストパネスの劇世界 � 『女の平和』読解その�
�．アリストパネスの劇世界 � 『女の平和』読解その�
	．アリストパネスの劇世界 � アリストパネスの著名人批判

．ローマ演劇の世界
10．ローマ喜劇の劇作家 � プラウトゥス その�
11．ローマ喜劇の劇作家 � プラウトゥス その�
12．ローマ喜劇の劇作家 � テレンティウス その�
13．ローマ喜劇の劇作家 � テレンティウス その�
14．ローマ悲劇〜セネカの劇世界〜ローマ演劇の後世への影響

履修上の注意

世界史的知識があることが望ましいが，概要については授業内で補う
ので日本史受講者でも問題はない。 また，取り扱われた作品が上演さ
れる場合，その鑑賞を課外授業の一環として行う。

授業内で戯曲を声を出して読むことを求めるかもしれないので、積極
的に参加してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で扱う劇作品は全編を解説することはできない。授業終了後に
全編を通読しておくことを求める。

教科書

特に指定しない。

参考書

『ギリシア喜劇全集』（ちくま文庫）『ローマ喜劇全集』（京大出版）
『セネカ全集』（京大出版）『ローマ喜劇』(中公新書)

課題に対するフィードバックの方法

毎回課題を提示し、次の会の授業はその中の代表的なコメントを紹介
する。その振り返りをもって、フィードバックとしていく。

成績評価の方法

平常時の参加姿勢・取り組み（50点）と期末の試験（50点）の総合評
価。

平常時の取り組みの評価については授業初回に指示する。毎回課題を
提示してそれに答えてもらう形を採る予定。

テストは持ち込みかとするが、認められるのは自筆のノートと配布プ
リントのみとする予定。

その他

西洋演劇史ⅠAと連続して受講することが望ましい。
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549_14A43701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋演劇史ⅡＡ 仮 屋 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

中世から17世紀にかけての演劇史を、イギリス、イタリアを中心に概
観する。規制や劇空間、上演方法、舞台装置、衣装、受容を確認する
とともに、それぞれ代表的な作品を取り上げ、多角的な考察を試みる。
17世紀までのイギリス、イタリアにおける演劇および上演、その背景
と様式などについて理解を深めることを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロ、中世までの演劇について
第�回 中世演劇 � 典礼劇の成立
第�回 中世演劇 � 愚者の祭り
第�回 中世演劇 � 宗教劇、道徳劇
第�回 中世演劇 � 演劇空間、演出効果、機械仕掛け
第�回 宗教改革と演劇
第�回 17世紀前半までのイギリス演劇 �
第	回 17世紀前半までのイギリス演劇 �
第
回 シェイクスピア ハムレット 悲劇
第10回 シェイクスピア 十二夜 喜劇
第11回 シェイクスピア 史劇
第12回 シェイクスピア ロマンス劇
第13回 17世紀末までのイタリア演劇 �
第14回 17世紀末までのイタリア演劇 �

履修上の注意

特になし。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱う作品は必ず事前に読んでおくこと。

教科書

特に指定しない。

参考書

石井美樹子訳『イギリス中世劇集』（篠崎書林、1983年）
石井美樹子『中世劇の世界』(中公新書、1984年）
ヴィアラ、アラン『演劇の歴史』（文庫クセジュ、2008年）
貴志哲雄『英米演劇入門』（研究社、2003年）
貴志哲雄編『イギリス王政復古演劇案内』（松柏社、2008年）
佐和田敬司他編『演劇学のキーワーズ』（ペリカン社、2007年）
『西洋演劇論アンソロジー』（月曜社、2019年）
鳥居忠信他訳『イギリス道徳劇集』（リーベル出版、1991年）
ミック、コンスタン『コメディア・デラルテ』（未来社、1987年）
ワトソン, G.J.『演劇概論』（北星堂書店、1990年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度40%、期末試験60%で評価する。

その他

西洋演劇史IIBと連続して受講することが望ましい。

550_14A43801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋演劇史ⅡＢ 仮 屋 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ルネサンス期から17世紀末までにかけてのスペイン、フランス、および
19世紀前半までのヨーロッパ演劇について概観する。それぞれ代表作を
取り上げ、多角的な考察を試みる。
19世紀前半までのヨーロッパにおける演劇および上演、その背景と様式
などについて理解を深めることを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 17世紀末までのスペイン演劇 �
第�回 17世紀末までのスペイン演劇 �
第�回 17世紀末までのスペイン演劇 �
第�回 17世紀末までのスペイン演劇 �
第�回 17世紀末までのフランス演劇 �
第�回 17世紀末までのフランス演劇 �
第	回 17世紀末までのフランス演劇 �
第
回 18世紀のヨーロッパ演劇 �
第10回 18世紀のヨーロッパ演劇 �
第11回 19世紀前半のヨーロッパ演劇 �
第12回 19世紀前半のヨーロッパ演劇 �
第13回 自然主義とリアリズム
第14回 リアリズム演劇

履修上の注意

特になし。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱う作品は必ず事前に読んでおくこと。

教科書

特に指定しない。

参考書

岩瀬孝他『フランス演劇史概説』（早稲田大学出版部、1995年）
ヴィアラ、アラン『演劇の歴史』（文庫クセジュ、2008年）
牛島信明編訳『スペイン黄金世紀演劇集』
佐竹謙一『スペイン黄金世紀の大衆演劇』（三省堂、2001年）
佐竹謙一『カルデロンの劇芸術』（国書刊行会、2019年）
デュスッド、オディール他監修『フランス17世紀演劇事典』（中央公論
新社、2011年）
ドゥヴォー、パトリック『コメディ＝フランセーズ』（白水社、1995年）
藤井康生『フランス・バロック演劇研究』（平凡社、1995年）
藤井康生『幻想劇場 − フランス・バロック演劇の宇宙』（平凡社、
1988年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度40%、期末試験60%で評価する。

その他

西洋演劇史IIAと連続して受講することが望ましい。
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551_14A43901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋演劇史ⅢＡ 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

19世紀から20世紀初頭までの西洋演劇史を扱う。基本的には時系列
に沿って講義するが、主要な項目、作品、演劇人を扱いながら時代が
前後することもある。ロシアを含むヨーロッパの近現代演劇史を社会
的背景とともに学ぶことで、その時代性と現代に通ずる普遍性を理解
する。19世紀から20世紀へと至る演劇の基本的な文脈を抑えるととも
に、演劇表現における戯曲と上演の関係性など、歴史的な展開を通時
的・共時的に把握することを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 ロマン主義演劇
第�回 自然主義演劇〔�〕
第�回 自然主義演劇〔�〕
第�回 演出家の誕生〔�〕
第�回 演出家の誕生〔�〕
第�回 象徴主義演劇〔�〕
第	回 象徴主義演劇〔�〕
第
回 アヴァンギャルド演劇とは何か
第10回 アヴァンギャルド演劇：イタリア未来派
第11回 アヴァンギャルド演劇：表現主義・バウハウス
第12回 演劇と映画：ロシア・アヴァンギャルドを例に
第13回 「演劇学」の誕生
第14回 総括

履修上の注意

講義の進行によっては、実際の上演記録を参照することもある。そ
の際、時に性的あるいは暴力的な表現が含まれる場合もあることを了
承の上、受講すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料等を見直す他、講義内で触れた作品、劇作家、演出家等に
関して主体的に調べること。また、同時代の美術、文学などの芸術分
野のほか、社会的背景に関しても目を配る等、積極的に予習・復習を
行なうことが望ましい。

教科書

特に指定しない

参考書

山下純照・西洋比較演劇研究会編『西洋演劇論アンソロジー』月曜
社、2019年
など
その他の参考書に関しては、適宜授業内で紹介していく。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業への参加度、コメントシート）40%、最終レポート60%
で評価する。

その他

西洋演劇史ⅢBと合わせて受講することが望ましい。

552_14A44001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋演劇史ⅢＢ 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

20世紀以降の西洋演劇史を扱う。基本的には時系列に沿って講義す
るが、主要な項目、演劇人を扱いながら時代が前後することもある。
20世紀の演劇は、極めて多様な表現が生まれ、演劇の概念そのものが
拡張し、複雑化していった。現代演劇史における「演劇」を多角的に
考察しながら、それでもなお残るものを考えていきたい。また、演劇
に限らずあらゆる芸術文化は、社会と密接に関わっている。自分なり
の視点で対象をとらえるとともに、背景にある社会的文脈を踏まえて
その対象の歴史を見直すことを意識する。現代史のなかでどのような
舞台芸術が生まれてきたか、通時的・共時的に把握することを目標と
する。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 ダダイズムとシュルレアリスム
第�回 ドキュメンタリー演劇
第�回 ブレヒトと叙事演劇
第�回 不条理演劇〔�〕
第�回 不条理演劇〔�〕
第�回 アントナン・アルトーと残酷演劇
第	回 演劇と身体
第
回 アメリカ演劇近現代演劇〔�〕
第10回 アメリカ演劇近現代演劇〔�〕
第11回 演劇とパフォーマンス
第12回 ドキュメンタリー演劇
第13回 現代演劇の多様性
第14回 総括

履修上の注意

講義の進行によっては、実際の上演記録を参照することもある。そ
の際、時に性的あるいは暴力的な表現が含まれる場合もあることを了
承の上、受講すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料等を見直す他、講義内で触れた作品、劇作家、演出家等に
関して主体的に調べること。また、同時代の美術、文学などの芸術分
野のほか、社会的背景に関しても目を配る等、積極的に予習・復習を
行なうことが望ましい。

教科書

特に指定しない

参考書

山下純照・西洋比較演劇研究会編『西洋演劇論アンソロジー』月曜
社、2019年
など
その他の参考書に関しては、適宜授業内で紹介していく。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業への参加度、コメントシート）40%、最終レポート60%
で評価する。

その他

西洋演劇史ⅢAと合わせて受講することが望ましい。
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553_14F54301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋近代史ⅠＡ 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、ヨーロッパ近代とはどのような時代であったのかを、近代フラ
ンス史を中心にさまざまなテーマから多角的に論じていく。前半（第�回〜第
�回）では近代史の一般的な語り方をあつかい、後半（第�回〜第13回）でそ
れとは異なる、あるいは零れ落ちてきた視角からヨーロッパ近代史の多様な側
面を浮かびあがらせる。
フランス史を中心としたヨーロッパ近現代史の基礎知識を養うとともに、授業
全体を通じて、ヨーロッパ近代というひとつの固有の時代をどのようにとらえ
るかを考えることを目標とする。またあわせて、具体的な歴史研究の成果を示
すことで、歴史学がどのような学問であるかを理解することも到達目標となる。

授業内容

第�回 イントロダクション：歴史学とはどのような学問か？
第�回 フランス革命と近代
第�回 ヨーロッパにおける国民国家の形成
第�回 工業化と都市化
第�回 帝国主義の時代
第�回 フランス革命の政治文化
第�回 国民国家とナショナル・アイデンティティ
第	回 工業化社会の弊害と都市環境
第
回 ポストコロニアリズムと近代という時代
第10回 19世紀後半の選挙と近代
第11回 近代という時代と宗教
第12回 ジェンダーからみる近代史
第13回 近代社会と美食の歴史
第14回 講義のまとめ：近代史と歴史学

履修上の注意

フランス史の基礎知識がなくともわかるように進めていく。積極的な受講を歓
迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料にもとづいて授業内容を復習することにくわえ、毎回示される読書案
内のうち、興味のあるものを選択し、学期中に�〜�冊読み、授業内容の理解
を深めてほしい。不明な点や疑問点があれば、リアクションペーパーなどを通
じて質問してほしい。

教科書

とくに定めない。

参考書

毎回の授業で各テーマに関する読書案内を示すが、全体に関するものとして以
下をあげる。

柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦編『フランス史（世界歴史大系）』�〜�（山
川出版社）。
谷川稔、渡辺和行編『近代フランスの歴史：国民国家形成の彼方に』（ミネル
ヴァ書房）。
平野千果子編『新しく学ぶフランス史』（ミネルヴァ書房）。
上垣豊編『はじめて学ぶフランスの歴史と文化』（ミネルヴァ書房）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

リアクションペーパー（50%）とレポート（50%）で評価する。リアクション
ペーパーについては、授業の感想や質問などを授業後に提出してもらう（原則
毎回行うが、受講生数によっては変更の可能性がある）。

その他

554_14F54401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋近代史ⅠＢ 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、春学期の西洋近代史IAで描いてきたヨーロッパ近代という時代
を、今度は人びとの視点にあわせて、彼ら／彼女らがどのように近代を生き
たかを、フランス史の事例を中心に論じる。とくに、近年の社会史・文化史
の成果をふまえて、できるだけ多様なテーマをあつかいながら、近代という
時代と人びとの生活や日常との相互関係を軸に考えてみたい。
近代フランス史の基礎知識を身につけるだけでなく、広くヨーロッパ近代に
おいて人びとはどのように生きていたのかを考えること、そして歴史学にお
いてどのようなテーマ、どのような視角があるかを理解することを到達目標
とする。

授業内容

受講生の理解度にしたがって多少の変更はありうるが、およそ以下のとおり
である。
第�回 イントロダクション：ヨーロッパ近代とはどのような時代か
第�回 近代における労働
第�回 都市化していく社会と人びとの生存
第�回 近代における労働運動
第�回 労働と余暇の歴史
第�回 余暇の過ごし方
第�回 余暇にみる権力関係とジェンダー
第	回 近代における教育の歴史
第
回 読書する人びと
第10回 自伝を執筆する人びと
第11回 近代の人びとは何を着ていたのか
第12回 近代の人びとは何を食べていたのか
第13回 近代の人びとはどこに住んでいたのか
第14回 講義のまとめ：近代という時代と人びとの暮らし

履修上の注意

西洋近代史IAを履修しておくことが望ましい（必須ではない）。フランス史の
基礎知識がなくともわかるように進めていく。積極的な受講を歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料にもとづいて授業内容をしっかりと復習することが求められる。そ
れにくわえて、毎回示される読書案内のうち、興味のあるものを選択し、学
期中に�〜�冊読み、授業内容の理解を深めてほしい。不明な点や疑問点が
あれば、リアクションペーパーなどを通じて質問してほしい。

教科書

とくに定めない。

参考書

毎回の授業で各テーマに関する読書案内を示すが、全体に関するものとして
以下をあげる。

柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦編『フランス史（世界歴史大系）』�〜�
（山川出版社）。
谷川稔、渡辺和行編『近代フランスの歴史：国民国家形成の彼方に』（ミネル
ヴァ書房）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

リアクションペーパー（50%）とレポート（50%）で評価する。リアクション
ペーパーについては、授業の感想や質問などを授業後に提出してもらう（原
則毎回行うが、受講生数によっては変更の可能性がある）。

その他
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555_14F54701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋現代史ⅠＡ 山 崎 信 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

南東ヨーロッパ地域の現代史に関し、政治史にとどまらないさまざま
なトピックを取り上げながらこの地域の特質を明らかにする。特に、
ユーゴスラヴィアと継承諸国を取り上げ、その形成から解体の過程、
さらに解体後の状況に関して考える。
南東ヨーロッパの現代史に関する知見を得るとともに、西洋現代史に
対する多様な視点を獲得することを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション：講義の全体像の提示
第�回 南東ヨーロッパの地域的特質(�)
第�回 南東ヨーロッパの地域的特質(�)
第�回 南東ヨーロッパに暮らす人々の概観
第�回 「ロマ」をめぐって
第�回 「ヴラーフ」をめぐって
第�回 「ユーゴスラヴィア」をどう位置付けるか
第	回 ユーゴスラヴィア国家の形成
第
回 王国期のユーゴスラヴィア
第10回 第二次大戦期のユーゴスラヴィア
第11回 社会主義期のユーゴスラヴィア(�)
第12回 社会主義期のユーゴスラヴィア(�)
第13回 ユーゴスラヴィア解体をめぐって
第14回 まとめ

履修上の注意

講義で扱う南東ヨーロッパの事例が、他の世界の諸地域とどう比較さ
れうるのか、あるいはどう繋がるのかを常に考えながら履修して欲し
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の授業内容を振り返り，関心を持ったテーマに関しては参考文献
などにあたること。また，次回の授業内容について簡単に調べておく
ことが望ましい。

教科書

指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書

授業時に必要に応じて適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

毎授業時にリアクションペーパーの提出を求め、次回授業時冒頭にそ
れに対するフィードバックを行う。

成績評価の方法

平常点50%、学期末レポート50％。

その他

特になし。

556_14F54801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋現代史ⅠＢ 山 崎 信 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

南東ヨーロッパ地域の現代史に関し、政治史にとどまらないさまざま
なトピックを取り上げながらこの地域の特質を明らかにする。特に、
ユーゴスラヴィアと継承諸国を取り上げ、その形成から解体の過程、
さらに解体後の状況に関して考える。
南東ヨーロッパの現代史に関する知見を得るとともに、西洋現代史に
対する多様な視点を獲得することを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション：講義の全体像の提示
第�回 ボスニアの地域的特質
第�回 ユーゴスラヴィア戦争の過程(�)
第�回 ユーゴスラヴィア戦争の過程(�)
第�回 ユーゴスラヴィア戦争と暴力
第�回 「民族浄化」をめぐって
第�回 戦争犯罪を裁く試み
第	回 戦後の諸問題(�)
第
回 戦後の諸問題(�)
第10回 歴史教育をめぐって(�)
第11回 歴史教育をめぐって(�)
第12回 社会主義ノスタルジーとその諸位相
第13回 戦争の表象をめぐって
第14回 まとめ

履修上の注意

講義で扱う南東ヨーロッパの事例が、他の世界の諸地域とどう比較さ
れうるのか、あるいはどう繋がるのかを常に考えながら履修して欲し
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の授業内容を振り返り，関心を持ったテーマに関しては参考文献
などにあたること。また，次回の授業内容について簡単に調べておく
ことが望ましい。

教科書

指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書

授業時に必要に応じて適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

毎授業時にリアクションペーパーの提出を求め、次回授業時冒頭にそ
れに対するフィードバックを行う。

成績評価の方法

平常点50%、学期末レポート50％。

その他

特になし。
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557_14F53901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋古代史Ａ 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ギリシア古代史の講義授業を行なう。春学期の授業では，ポリスの成立までの歴史を多面
的で一般的な概説史として講義する予定である。
ギリシア独特の文化を育み歴史の舞台となるエーゲ海地域の風土を概観し，それを踏まえ
て「ギリシア・ルネサンス」と呼ばれてきたポリス成立に関するこれまでの研究成果を概観
し、多様に展開する歴史現象について種々の問題を多面的に採り上げて、ギリシアにおける
国家形成の特質にアプローチしていく。なお、成立したポリスの政治的展開としてアテネの
初期の歴史を説明するが、それが決してギリシアの典型的な道筋はないことも考えてもらう
予定である。

授業内容

まず，ギリシアという地域の地理と自然環境，そして風土を観察することを通して，この
世界の歴史舞台となるエーゲ海地域の状況を理解する導入としたい。
その後で，ポリスというギリシア古代に独特の国家形態が形成されていったプロセスを追
跡しつつ，文字の導入，叙事詩の展開，神殿の登場，植民市の建設，重装歩兵戦術の採用な
どの諸現象を一つ一つ具体的に採り上げて，「ギリシア・ルネサンス」の特質を総体的に概
観してみたい。また，ポリスの代表とされるアテネの歴史状況についても触れる予定。

（�）プロローグA：日本とギリシア
（�）〜（�）ギリシアの風土・気候・自然・地理
（�）〜（�）ギリシア先史末から暗黒時代末までの展開
（�）インターバルⅠ：現代と近代のギリシア
（�）〜（
）「ギリシア・ルネサンス」の諸相
（10）インターバルⅡ：近世と中世のギリシア
（11）〜（13）アルカイック期のポリス
（14）エピローグA：ポリス以外のギリシア

履修上の注意

本講義は全面的に「メディア授業科目」として実施するので，教室を利用することはあり
ません。
ただし、毎週水曜日�時限目の授業時間に、クラスウェブに掲載される資料と動画を用い

て、リアルタイムでオンライン授業を実施しますので、できる限り参加してください。
その後，オンデマンド用に�週間掲載しますので、後で視聴して学習することも可能で
す。

本講義の授業システムと内容の詳細については，学期開始までに「シラバスの補足」およ
びクラスウェブの授業案内に掲載します。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに専門的な事前準備は必要ありませんが，高校で「世界史B」を学習していない学生
は，参考書に挙げる西洋古代史に関する概説書を読んでおくこと。

教科書

専門教養科目にあたる本講義では，これといったお決まりのテキストは使用しません。

参考書

参考となる資料および書籍については，授業前のクラスウェブと授業中のオンライン講義
において紹介します。
ただし、以下の概説書を事前に読んでおくことが望ましい。

・長谷川岳男（編）『初めて学ぶ西洋古代史』 ミネルヴァ書房 2022年
・手嶋兼輔 『ギリシア文明とはなにか』 講談社選書メチエ 2010年
・桜井万里子・本村凌二 『世界の歴史 � ギリシアとローマ』 中公文庫 2010年
・松本宣郎・川原温・前沢伸行（編）『文献解題 ヨーロッパの成立と発展』 南窓社

2007年
・桜井万里子（編）『世界各国史 17 ギリシア史』 山川出版社 2005年

また，課題に取り組むための参考文献については，学生諸君が自ら探し出してくることこ
そ重要です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

おおよそ、ひと月に�度のペースで、講義を踏まえて計�回の課題を提示し取り組んでも
らい、クラスウェブのレポート機能で回収します（各20点×�回＝80％)。
さらに、いくつかの加点要素（20点以上）を設け、評価に加算します（詳細は「シラバス

の補足」および課題提示時に説明）。

その他

このシラバスは大学のシラバス作成指針による感染対策レベル>を前提とする予定計画で
すが、感染状況が悪化し対策レベルが上昇しても，メディア授業としての形式は基本的には
変更ありません。

ただし，ここで示しているのは2022年12月段階で計画した予定であり、新年度開始の段階
で一部ないし多くを変更することもあります。
2023年度の具体的な授業の方針とシステム及び内容については，�月下旬段階の感染状況を
踏まえて，「シラバスの補足」に掲載します。

558_14F54001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋古代史Ｂ 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ギリシア古代史の講義授業を行なう。ギリシアにおける古代国家の多様なあり方
に注目し，アテネとスパルタのポリスの状況とミレトス・タソスそしてクレタ島の
ポリスのあり方を比較して解説します。また，ポリスの国家形態や社会状況のほか
に，知られざるギリシアの文化についても触れる予定。
そのため考古学的データからの分析に比重を置くことになるが，可能な限り文字

史料と図像資料についても取り入れながら授業を進めていきたい。

授業内容

アテネとスパルタとに関する近年の研究状況を踏まえつつ，それぞれの政治・司
法の仕組みや国家宗教の内容を紹介し，それらとは異なるポリス社会の形態として，
ミレトス・タソスおよびクレタ島のポリスをケーススタディとして採り上げて説明
します。そして，それそれの普遍性と特殊性を考えることを通じてギリシアのポリ
スとは何か，という大きなテーマを、多面的に，かつ具体的に論じてみたい。

授業プランは以下の通り。
（�）イントロダクションB
（�）〜（�）アテネとスパルタのポリスのあり様
（�）〜（
）その他のポリス：ミレトス・タソス・クレタ島
（10）〜（13）異色のギリシア：知られざる古代文化
（14）エピローグ

履修上の注意

本講義は，完全メディア授業として実施します。
クラスウェブに掲載される資料と動画を，授業時間にリアルタイムでオンライン

配信します。
また，オンデマンド用にその後�週間掲載しますので，再視聴して学習すること
も可能です。

教室を利用することはありませんが，補講などの特別な事情により教室で行うこ
ともあるかもしれません。
その場合は，事前にお知らせします。

なお，本講義の授業システムと内容の詳細については、秋学期開始前にクラス
ウェブの授業案内でお知らせし、初回のイントロダクションBでもお話しします。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに専門的な準備は必要ありませんが，ギリシア古代史の近年の啓蒙書・概説書
を読んでおくことが望ましい。

リアルタイム配信の後、�週間ほどクラスウェブで授業動画を視聴できるようにし
ておくので、オンデマンド視聴や復習に利用すること。

教科書

専門教養科目にあたる本授業では，これといったお決まりのテキストは使用しま
せん。

参考書

授業内容の参考となる資料および専門書籍については，授業前のクラスウェブと
授業中のオンライン講義において紹介します。
また，課題に取り組むための参考図書は，学生諸君が自ら探し出してくることが
重要です。

課題に対するフィードバックの方法

リアルタイム配信の際に、クラスウェブのディスカッション機能を利用して、アク
ティブラーニングを実施する予定です。

また、課題や授業プランについての質問も、リアルタイム配信時に受けますので、
オンデマンド受講のみより、直接参加することをお勧めします。

成績評価の方法

�回の課題を提示し，クラスウェブのレポート機能を利用して回答してもらいま
す（50+50＝100％)。
さらに，いくつかの加点項目を設定し，レポートの成績に加算します（詳細は、

課題提示時に説明）。
また、リアルタイム配信時のアクティブラーニングに参加された方にも加点しま

す。

その他

このシラバスは大学のシラバス作成指針による感染対策レベル>を前提とするも
のですが，基本的には感染状況の変化や対策レベルの移行にかかわらず，オンライ
ン授業で実施します。
ただし，ここで示しているプランは，前年度の12月段階であり，実際の授業がす

べてこのとおりに行なわれることを保証するものではありません。新年度秋学期開
始の時点で，内容の一部または多くを変更することもあります。
授業の計画や内容に大幅な変更を行うときには，「シラバスの補足」に掲載します

ので、注意してください。

＊なお「シラバスの補足」掲載時に，合わせて昨年度の履修学生による授業評価お
よび授業についてのコメントをクラスウェブに掲載するので，履修判断の参考にし
てください。
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559_14B20201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋史概論Ａ 本 間 美 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

西洋史概論Aでは、ローマ帝国以降ヨーロッパ世界を方向づけていった「帝国
理念」と「キリスト教」をキーワードとして、ヨーロッパ前近代の社会を概
観する。具体的には、その時代を特徴づける社会構造によりながら、西ヨー
ロッパ地域を中心に、中近世史を学ぶ上で必要な基本的事項と用語の理解を
深めてゆく。同時に、グローバルな視座からヨーロッパをとらえ、他の文化
圏との交流・衝突についても考察したい。この時代に形成されたヨーロッパ
世界の様々な枠組みは、その後の社会にも大きな影響を残している。履修生
のヨーロッパ社会の特質を考える手がかりとなることを目指している。

授業内容

授業内容は状況に応じて変更する場合もある。

第�回a イントロダクション EUとヨーロッパ文化の古層

第�回〜第�回 古代
・前近代のグローバリゼーション
・「帝国」を考える─古代世界のなかのローマ帝国
・キリスト教国教化
・「ローマ人」とは誰か

第	〜第14回 中近世
・「中世」を考える─帝国理念の継承
・都市とヨーロッパ・サブシステム
・国家教会と宗教戦争
・多宗派化と海外布教
・前近代社会の特質と市民社会への展望

履修上の注意

高校世界史の教科書の知識があれば授業内容に親しみやすいと思うが、未修
の人もヨーロッパ史に親しむ機会としてほしい。その場合、例えば『詳説 世
界史研究』（木村・岸本・小松編、山川出版社、2017年）などをはじめとする
詳しめの一般的な概説書をその都度参照すると、全体像の把握に役立つと思
う。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回授業の内容について問題提起をする。解答を想定しておくことが望まし
い。

リアクション・ペーパーを書いてもらう。授業内容に加えて参考文献なども
利用しながら、自分の言葉で自由に作成してもらいたい。

教科書

特定の教科書は使用しない。毎回授業レジュメを配布して、その都度参考文
献を紹介する。

参考書

授業期間を通じての基本的な文献として以下を挙げる。
服部良久・南川高志・山辺規子（編著）『大学で学ぶ西洋史［古代・中世］』
ミネルヴァ書房、2006年.
小山哲・上垣豊・山田史郎・松本淑彦（編著）『大学で学ぶ西洋史［近現代］』
ミネルヴァ書房、2011年.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

以下のような配分で成績評価する

・リアクションペーパー（合計�回を予定）：30％
・学期末試験（あるいはレポート）：70％

その他

560_14B20301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋史概論Ｂ 金 澤 宏 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

歴史学を多面的な視点から学ぶ。歴史的に表出した現象を並び立てるのではな
く、「西洋史」を形作るものは何かという問いかけを中心に、歴史事象、政治、社
会、文化を緊密に結びつけて考えてもらう。また、様々なテーマを設定し、ヒト・
モノの移動やネイション概念、地理的・空間的な問題、人種・ジェンダーを含め
た市民権のありようなどを理解することも授業の目的である。

授業内容

西洋史を学ぶ上で大切な種々の分析概念をキーワードに設定し、多くの時代、
地域を考えてゆく。様々な論題を提示するので，受講生にそれらを検討し、考え
てもらいたい。

第�回 イントロダクション：歴史学とは？ 歴史の「イメージ」と「現実」
第�回 ヒトの移動�：世界人口と人の移動、規模を捉える
第�回 ヒトの移動�：データから見る歴史
第�回 ヒトの移動�：ディアスポラと交易
第�回 ヒトの移動�：ユダヤ人の移動
第�回 モノの移動�：世界商品としてのチョコレート
第�回 モノの移動�：ワイン・コーヒー・砂糖
第	回 モノの移動�：モノの移動と社会変化／ヒトとモノの移動から西洋史を

考える
第
回 地理空間の「縮小」�：大航海時代と運輸の変化
第10回 地理空間の「縮小」�：発明と地形の開発
第11回 地理空間の「縮小」�：地理空間認識と社会制度の変化
第12回 国家と国民�：国民と国家／ネイティビズム
第13回 国家と国民�：ナショナリズム／ひとつの国家？ 多文化社会？
第14回 人種と女性：レディ・トラベラーと「家庭の天使像」／講義のまとめ：

学問としての西洋史「学」

履修上の注意

講義では学生同士の議論やピア・レビューを積極的に行う。お互いにレポート
や小レポート、リアクション・ペーパーを学生同士で見せ合い、意見交換をして
もらう。また、多くの問いかけをするので受講生には積極的な発言を求める。
また、第�回講義で多くの講義ルールについて解説をする。

準備学習（予習・復習等）の内容

西洋史学を理解してもらうために、簡単な英語の文章や映像・図像資料などを
活用する。受講生は、高校世界史テキスト程度の西洋史の全般的な知識を有する
ことを前提とする（世界史の基本的知識がない場合、必ず事前学習で世界史の知
識を習得すること）。講義で提示した考え方や次回講義の内容について、文献調査
などを行うこと。また、世界各地の情報を扱うので、事前に中学高校などで扱っ
た地図帳や資料集などで国、都市、地理などの名称を大まかにでも学ぶこと。講
義で分からない地名などがあった場合は場所を確認すること。

教科書

授業を進める上でのレジュメや地図、図表などは適宜講師が用意し、配布する。
クラスウェブでＰＤＦ形式で配付する予定なので、講義受講前に各自印刷するか、
講義時にタブレット機器やノートパソコンなどで表示するなどして、必ず講義に
持ち込むこと。

参考書

岡崎勝世『世界史とヨーロッパ』（講談社現代新書、2003年）
塩川伸明『民族とネイション─ナショナリズムという難問』（岩波書店、2008年）
谷澤伸、柴田博、甚目孝三、高橋和久『世界史図録ヒストリカ』第�版（山川出
版社、2006年）

課題に対するフィードバックの方法

大人数講義のため、課題の受講生全体に対するフィードバックを講義内かクラス
ウェブで行う（オンデマンドの動画配信の可能性もある）。個別フィードバックは
行わないので注意すること。

成績評価の方法

成績は中間課題や授業への積極的な参加，学期末のレポートあるいは試験等か
ら総合的に評価する（中間課題の提出など平常点20％，レポートあるいは試験
80％）。

その他
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561_14F55101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋史特説ⅠＡ 兼 子 歩

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

生殖する女性の身体は誰のものだろうか。女性自身のものであると，果たして断言
できるだろうか。女性が妊娠すること／妊娠しないこと／妊娠状態を止めること／
妊娠状態を続けることは，常に禁止や強制，規制や圧力の対象となってきた。女性
の生殖能力は人口政策における操作の対象とされ，ときには生産力の源泉として奉
られ，ときには秩序の敵として憎まれてきた。そして同時に，自己の身体と生殖能
力を自分自身のものとして取り返そうとする女性たちの闘いが歴史的に展開されて
きた。

この授業ではアメリカの歴史を，生殖をめぐる問題の歴史として概観しながら，生
殖・身体・自由をめぐる問題を多角的に考える視点を獲得することを目標とする。
主にジェンダーとセクシュアリティに焦点を当てていくが，同時に人種や階級など
他の社会問題との関連性にも注目しながら論じていく。

授業内容

以下は各回の予定である。

� イントロダクション
� 植民地期のジェンダーと性
� 北部中産階級のジェンダー観と生殖
� 避妊と中絶の禁止へ
� 産むことを強制される：奴隷制と生殖
� 身体を国家から解放する：バースコントロール運動の登場
� 人種のための身体：優生運動の時代
	 第二波フェミニズム運動とロウ判決への道

 経口避妊薬（ピル）のパラドックス
10 バックラッシュの時代①：プロライフ運動の登場
11 バックラッシュの時代②：プロライフ運動の文脈
12 バックラッシュの時代③：プロライフ運動の現在
13 産ませない権力：人種と生殖の権利
14 現代アメリカの結婚

履修上の注意

毎回，授業の後でOh-o! Meiji上に小テストがアップロードされるので，授業の内容
に基づいて期日までに回答すること。また、この小テストには授業内容に関する質
問・コメントを書き込める欄があるので、質問やコメントのある人は自由に記入し
てもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

小テストへの回答を行うことが，おもな授業の復習となる。

教科書

この授業では，必要な資料は，当日授業で配布するか，Oh-o! Meijiで配信するので，
購入する必要はない。

参考書

授業中に適宜紹介するが，全体に関する入門書としては，以下のものを推奨する。

・荻野美穂『生殖の政治学：フェミニズムとバース・コントロール』山川出版社，
1994年
・荻野美穂『女のからだ：フェミニズム以後』岩波新書，2014年

課題に対するフィードバックの方法

小テストの解答と、寄せられた質問・コメントへの返答をまとめたものを、次の授
業で配布する。

成績評価の方法

小テストの回答によって採点する（100％）。また、質問・コメントのうち、授業内
容への理解を広げる・深めることに貢献しているものについては若干加点するが、
この加点がなくとも満点を取ることは可能である。

単位の取得は、100点満点中60点以上。Sは受講者のうち上位10%を限度として与えら
れる。

その他

562_14F55201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋史特説ⅠＢ 兼 子 歩

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

今日，公式には奴隷制を合法とする国家は�つも存在しないが，現実には世界で
2000万人以上の人びとが何らかの不自由労働に従事させられていると言われる。私
たちは自由人である，ということになっているが，それはいかなる意味において自
由なのだろうか。就活はする自由もしない自由もある，私たちには就職先を決める
自由がある，仕事に不服であればやめる自由がある，と言われればどんな気分にな
るだろうか。

働くことと「自由」の意味を，改めて考えてみることは意味のないことではないだ
ろう。この問題には，哲学や社会思想，政治学や社会学などさまざまなアプローチ
がありうるが，この授業ではアメリカの歴史を通じて考えてみたい。そこで，17世
紀のイギリス植民地の時代から南北戦争終結の1865年までアメリカに存在していた
奴隷制の歴史を振り返ることを通じて，働くことと「自由」の意味を多角的に理解
する視点を獲得することを目指したい。

授業内容

以下は各回の予定である。

� イントロダクション
� 奴隷貿易のはじまりと資本主義
� アメリカの奴隷制と〈人種〉の創出
� 人間を所有する人びと：奴隷主たちの世界
� 持てる者と持たざる者：プランターとヨーマン
� 奴隷たちの世界① 労働
� 奴隷たちの世界② 家族
	 奴隷たちの世界③ 文化

 北部と奴隷制①：奴隷制廃止運動のはじまり
10 北部と奴隷制②：北部人が「白人」になるとき
11 連邦体制の危機と南北対決への道
12 再統一と解放の戦争：南北戦争と歴史を動かす奴隷たち
13 再建期の改革政治：新たな革命の始まり
14 未完の革命：再建政治の終焉

履修上の注意

毎回，授業の後でOh-o! Meiji上に小テストがアップロードされるので，授業の内容
に基づいて期日までに回答すること。また、この小テストには授業内容に関する質
問・コメントを書き込める欄があるので、質問やコメントのある人は自由に記入し
てもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

主な復習は，授業後のOh-o! Meijiでの小テスト入力である。

教科書

この授業では，必要な資料は配布されるか，Oh-o! Meijiでアップロードされる。

参考書

授業中に適宜紹介するが，全体に関する入門書としては，以下のものを推奨する。

・上杉忍『アメリカ黒人の歴史：奴隷貿易からオバマ大統領まで』中公新書，2013
年
・布留川正博『奴隷船の世界史』岩波新書，2019年
・植村邦彦『隠された奴隷制』集英社新書，2019年

課題に対するフィードバックの方法

小テストの解答と、質問・コメントへの返答をまとめたものを、次の回の授業で配
布する。

成績評価の方法

小テストの回答によって採点する（100％）。また、質問・コメントのうち、授業内
容への理解を広げる・深めることに貢献しているものについては若干加点するが、
この加点がなくとも満点を取ることは可能である。

単位の取得は、100点満点中60点以上。Sは受講者のうち上位10%を限度として与えら
れる。

その他
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563_14G08401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋思想研究Ａ 田 中 一 孝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では、古代ギリシア哲学、とりわけソクラテス以前の哲学者たちからプラトンまでの基礎的な知識を学んでいく。古代
ギリシアは哲学の源流と言われるとおり、まさに「哲学」という営みが生成した現場であると言える。哲学的な用語や思考の
様式がまだ用意されていない中で、ギリシアの人々は日常の平易な言葉を使い、ときには必要に迫られて専門的な用語を作り
ながら、哲学的議論を重ねていった。受講生には古代ギリシアの哲学者たちの活き活きとした知的な活動を追体験しながら、
自らも問いを重ね、考え抜く力を身につけてもらいたい。
【到達目標】
古代ギリシア哲学についての基礎的な知識を説明できる
過去の哲学者の思想について、現代の思想と比較しながら、長所や短所を指摘することができる

授業内容

�)
・哲学史とギリシア哲学を学ぶ意義
哲学の源流は古代ギリシアにある。だが何かの起源であるものが、必ずしも正しく、貴重であるとは限らない。哲学をする上
でなぜその哲学の歴史を学ぶ必要があるのか。またその中でもギリシア哲学を学ぶ意義について考える。
�)
・古代ギリシアの神話的世界観とミレトス派
「哲学」とはどのようなことを意味し、どのようにはじまったのか。古代ギリシアにおける神話的世界観と、ミレトス派が提示
した世界観を比較しながら考える。
�)
・新たな世界観：クセノパネス、ピュタゴラス、ヘラクレイトス
ミレトス派に続くクセノパネス、ピュタゴラス、ヘラクレイトスたちが、新たにどのような世界観を持ち、哲学的な課題に取
り組んでいたのかを学ぶ。
�)
・存在と生成変化：エレア派の人々
パルメニデス、ゼノン、メリッソスなどエレア派の人々は、存在・非存在、生成消滅、運動変化などについて極めて鮮烈な問
題提起を行った。その意義について学ぶ。
�)
・自然探究の新たな出発：エンペドクレスとアナクサゴラス
エレア派の問題提起に応じる形で、エンペドクレスとアナクサゴラスはこの世界をどのように説明し直したのかを学ぶ。
�)
・原子論：レウキッポスとデモクリトス
レウキッポスとデモクリトスという原子論者と呼ばれる人たちもまたエレア派の問題提起に応じて議論を展開した。彼らは
「原子」を実在として措定し、この世界を説明しようとしたのである。なぜ世界の説明に「原子」が要請されたのか、原子的世
界観とはどのようなものかを学ぶ。
�)
・ソフィストの登場
ギリシア本土のアテナイが文化的に活況を呈したとき、「ソフィスト」と呼ばれる職業知識人が活躍するようになる。彼らの登
場はどのようにして促され、当時のギリシア世界にどのようなインパクトを与えたのかを考察する。
	)
・ソクラテス（�）：ソクラテスの生涯と倫理思想
ソクラテスは著作を残していないものの、後世の人々に対して強烈な影響を与えた。彼がどのような生涯を送り、どのような
思想を持っていたのかを概観する

)
・ソクラテス（�）：ソクラテス的探究
ソクラテスの知的探究は対話相手を論駁するという仕方で行われる。この探求方法の特徴と問題点について考える。
10)
・プラトン（�）：プラトンの生涯と著作
プラトンはどのような時代を生きてどのような著作を残したのか。著作の時代区分とともに、そうした時代区分がどうして可
能になるのか、古典文献学的な方法論についても学ぶ。
11)
・プラトン（�）：プラトンの認識論とイデア論
プラトンによれば、「イデア」のみが知識の対象である。こうした思考がどのように生じてきたのか、プラトンの初期から中期
対話篇の認識論を学ぶ。
12)
・プラトン（�）：プラトンの倫理思想
どのような生を生きることが人間にとって幸福なのか。徳と幸福についてのプラトンの思想を学ぶ。
13)
・プラトン（�）：プラトンの政治思想
プラトンは『国家』篇において、哲学者が国家を支配するべきであると論じる。どうして哲学者が支配すると国家はうまく機
能するのか、プラトンの政治思想について学ぶ。
14)
・プラトン（�）：魂と肉体
人間は哲学的な活動を通じてできるだけ肉体的なことがらから離れ、魂を純化するべきであるとプラトンは考えている。肉体
と魂の関係をプラトンはどのように考えていたのかを学ぶ。
※授業の進行に合わせて一部内容を変更することがある。

履修上の注意

・毎週授業開始時間に、oh-meiji上で小テストを実施する。
・授業についての質問や要望は、oh-meijiの掲示板上で随時受け付ける。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り扱う箇所について、下記参考書や指定した文献を事前に読む。
また、毎回小テストを行うので、授業の復習は必須である。

教科書

なし。授業で資料を配布する。

参考書

『哲学の歴史 第一巻：哲学誕生〜始まりとしてのギリシア』内山勝利（編）(中央公論新社)2008年
『西洋哲学史[古代中世編]──フィロソフィアの源流と伝統』内山勝利・中川純男(編著)(ミネルヴァ書房)1996年
『ソクラテス以前哲学者断片集 全五冊＋別冊』内山勝利編・共訳(岩波書店)1996-1998年
『ソクラテス以前の哲学者たち(第�版)』G.S.カーク/J.E.スコフィールド/M.スコフィールド(著) 山勝利・木原志乃・國方栄二・
三浦要・丸橋裕(訳)(京都大学学術出版会)2006年
『ギリシア哲学史』納富信留（筑摩書房）2021年
『ソフィスト』田中美知太郎(講談社学術文庫)1976年
『ソクラテス』田中美知太郎(岩波書店)1957年.
『プラトンの哲学』藤澤令夫(岩波書店)1998年
『プラトンを学ぶ人のために』内山勝利(編)(世界思想社)2014年
『はじめてのプラトン』中畑正志（講談社）2021年

課題に対するフィードバックの方法

授業中に小テストの解説を行う。

成績評価の方法

授業毎の小テスト(100%)

その他

564_14G08501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋思想研究Ｂ 田 中 一 孝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義ではアリストテレスとヘレニズム哲学、そして新プラトン主義などの古代ギリシア哲学を学び、それが中世の哲学にい
かに引き継がれていったのか、また中世の哲学がどのような独自性を帯びているのかを考察していく。中世の哲学者たちは、
古代ギリシアの伝統に連なる形で哲学的探究を進める一方、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教などの宗教的思考について自
覚し、哲学に新たな生命を吹き込んでいった。受講生には、古代ギリシアに発した哲学がどのように展開し、その可能性が広
がっていったのかを学んでもらう。
【到達目標】
古代ギリシア哲学と西洋中世哲学についての基礎的な知識を説明できる
過去の哲学者の思想について、現代の思想と比較しながら、長所や短所を指摘することができる

授業内容

�)
・プラトンとアリストテレスのインパクト
プラトンの思想とアリストテレスの思想について概観し、それらが古典期以降、中世に至るまでどのような影響を与えていっ
ていたのかを学ぶ
�)
・アリストテレスの生涯と著作
アリストテレスがどのような生涯を送り、またどのような著作をし、それらはどのように伝承されていったのかを学ぶ。
�)
・アリストテレス哲学（�）：論理学
アリストテレスは論理的な思考に明確な形式を与えて、妥当な推論の条件を規定していった。アリストテレスが知をどのよう
なものと考え、どのように得ることができると理解していたのかを考察する。
�)
・アリストテレス哲学（�）：自然学
アリストテレスの四原因論と生成変化についての議論を学ぶ。
�)
・アリストテレス哲学（�）：形而上学
アリストテレスの存在（実体・ウーシアー）についての探究を、『カテゴリー論』と『形而上学』の議論を比較検討しながら理
解する。
�)
・アリストテレス哲学（�）：倫理学
「倫理」という概念と「倫理学」という学問の特徴を理解し、アリストテレスの幸福論の特徴とその問題点について学ぶ。
�)
・ヘレニズム哲学（�）：エピクロス派
エピクロス派の伝導的な性格、機械論的な世界観、幸福論について学ぶ。
	)
・ヘレニズム哲学（�）：ストア派の論理学
ストア派の学知の区分について学んだ上で、表象理論と言語学について理解する。

)
・ヘレニズム哲学（�）：ストア派の自然学と倫理学
「能動」と「受動」の概念について学び、ストア派の決定論的な世界観とその中でどのように倫理学が要請されるかを考察する
10)
・ヘレニズム哲学（�）：古代懐疑主義
古代懐疑論における懐疑は近代以降の哲学的・方法的懐疑とは目的も手法も大きく異なる。古代の懐疑主義を近現代の懐疑主
義と比較しながら学ぶ。
11)
・新プラトン主義（�）：プロティノス
新プラトン主義の創始者プロティノスの生涯と全ての究極原因である「一者」の思想について学ぶ
12)
・新プラトン主義（�）：新プラトン主義的世界観
「発出・流出」と「還帰・上昇」などの議論を学びながら、新プラトン主義における存在の階層的秩序を理解する
13)
・ギリシア哲学の系譜と中世普遍論争
プロティノスの弟子ポルピュリオスの著作『エイサゴーゲー』はラテン世界に導入されながら、有名な中世普遍論争のきっか
けとなった。普遍論争が起こった経緯と、その議論の哲学史的な意義について学ぶ。
14)
・アウグスティヌスの思想
アウグスティヌスは中世哲学を代表する哲学者であり、デカルトやマルブランシュなど近世に大きな影響を与え、彼の悪や自
由意志の問題についての議論は現代でも注目を集める。そうしたアウグスティヌスの思想の重要なトピックのいくつかを学ぶ。
※授業の進行に応じて、一部内容を変更することがある。

履修上の注意

・毎週授業開始時間に、oh-meijiで小テストを実施する。
・授業についての質問や要望は、oh-meijiの掲示板上で随時受け付ける。

準備学習（予習・復習等）の内容

・下記参考書を事前に読む。
・小テストに解答するために復習は必須。

教科書

なし。授業で資料を配布する。

参考書

『哲学の歴史 第一巻〜第三巻』内山勝利、中川純男（編）(中央公論新社)2007-	年
『西洋哲学史[古代中世編]─フィロソフィアの源流と伝統』内山勝利・中川純男(編著)(ミネルヴァ書房)1996年
『ヘレニズム哲学−ストア派、エピクロス派、懐疑派』A.A.ロング(著)金山弥平(訳)(京都大学学術出版会)2003年
『古代懐疑主義入門─判断保留の十の方式』J.アナス、J.バーンズ(著)金山弥平(訳)2015年
『新プラトン主義を学ぶ人のために』水地宗明、山口義久、堀江聡(編) (世界思想社)2014年
『アウグスティヌス講話』山田晶(講談社学術文庫)1995年

課題に対するフィードバックの方法

小テストについて、授業中に解説する。

成績評価の方法

授業毎の小テスト（100%）※対面の場合

その他

─ 293─



565_14H19601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋思想史Ａ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

古代ギリシャの前ソクラテス思想家たちと古代ヘブライ思想を出発
点としながら、まさに現在展開されつつある西洋思想の動きに至るま
で、その画期をなすような思思想家とその思想を取り上げるが、単に
知識を受容するのではなく、講義で語られたことを、受講者それぞれ
の人生における諸問題と結びつけ、新たな思考様式、物の見方を養う
ことをめざす。

授業内容

第�回：講義の概要とその進め方についての注意
第�回：前ソクラテス思想家たち
第�回：古代ヘブライの思想
第�回：プラトンとアリストテレス
第�回：ストア派のエピクロス派
第�回：キリスト教の誕生
第�回：キリスト教哲学とは何か
第	回：モンテーニュ とマラーノ
第
回：デカルトとその後継者たち
第10回：デカルトとその後継者たち、特にスピノザをめぐって
第11回：スピノザ（続）
第12回：18世紀フランス思想
第13回：18世紀フランス思想
第14回：カントとその後

履修上の注意

様々な言語を使用するが、担当者が翻訳するので、言語についての
特別な知識は必要ない。また、シラバス通り講義が進行しない場合が
ある。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の必要はないが、講義で取り上げられた作品を、図書館などで
みずから検索して調べて欲しい。

教科書

特定の教科書は使用しない。資料は適宜アップロードする。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極t系参加20%、学期末のレポート80パーセント。

その他

566_14H19701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋思想史Ｂ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

古代ギリシャの前ソクラテス思想家たちと古代ヘブライ思想を出発
点としながら、まさに現在展開されつつある西洋思想の動きに至るま
で、その画期をなすような思思想家とその思想を取り上げるが、単に
知識を受容するのではなく、講義で語られたことを、受講者それぞれ
の人生における諸問題と結びつけ、新たな思考様式、物の見方を養う
ことをめざす。

授業内容

第�回：講義の概要とその進め方についての注意
第�回：19世紀社会主義と社会学
第�回：メーヌ・ド・ビランと新人間学
第�回：フロイトとジャネ
第�回：ニーチェ
第�回：ベルクソン、プラグマティズムとの関連において
第�回：新カント派から現象学へ
第	回：フッサール
第
回：ハイデガー
第10回：ハイデガーとその批判者たち
第11回：フランクフルト学派
第12回：言語と哲学
第13回：20世紀後半から現在に至るフランス哲学の動向
第14回：その続き

履修上の注意

様々な言語を使用するが、担当者が翻訳するので、言語についての
特別な知識は必要ない。また、シラバスの通り、講義が進行しない場
合もある。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の必要はないが、講義で取り上げられた作品を、図書館などで
みずから検索して調べて欲しい。

教科書

特定の教科書は使用しない。資料は適宜アップロードする。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極t系参加20%、学期末のレポート80パーセント。

その他
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567_14F54101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋中世史Ａ 三 浦 麻 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中世ヨーロッパ社会がどのような過程を経て形成されたのか、「リテ
ラシー」の観点から学ぶ。授業内では具体例として様々な形式の文書
を取り上げ、その記述内容のみならず、背景にある社会文化にも考察
を加える。文書作成者はなぜ特定の形式を採用したのか、それによっ
て何を伝えようと意図していたのか、読者は実際には何を読み取った
のか、一つの文書の読み方は時代によって変わるのか。これらの点を
問うことで、文書の機能が社会の発展に合わせて細分化したことを理
解し、現代社会における文書の役割を批判的に検証する。

授業内容

第�回 ガイダンス：リテラシーとは何か
第�回 正統性の保証①：神話の役割
第�回 正統性の保証②：カリスマ的人物と事績録
第�回 キリスト教の影響①：修道院と証書
第�回 キリスト教の影響②：托鉢修道会と司牧の文書
第�回 キリスト教の影響③：列聖審問制度と奇跡録
第�回 信仰と文書①：聖人伝に見る政治と宗教
第	回 信仰と文書②：幻視文学と地域社会
第
回 多様化する文書①：大学と教科書の登場
第10回 多様化する文書②：都市での生活と文書
第11回 多様化する文書③： 「限界リテラシー」とは何か
第12回 新たな知識の登場①：ラテン語と俗語の間で
第13回 新たな知識の登場②：異端審問と国家
第14回 まとめ：印刷術の時代へ

履修上の注意

「西洋史概説」を履修済みであること。あるいはそれに準ずるヨー
ロッパ中世史に関する知識を有していること。
講義はパワーポイントならびに視聴覚的素材を利用して行う。授業中
あるいは授業後にコメントやリアクションペーパーの提出を求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱ったテキストや紹介した文献、視聴覚的素材について復習
し、授業内容への理解を深めることが望ましい。

教科書

特に指定しない。

参考書

岩波敦子『誓いの精神史̶中世ヨーロッパの〈ことば〉と〈こころ〉
̶』（講談社メチエ）2007年
大黒俊二『声と文字』（岩波書店）2010年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（60%）とリアクションペーパーにもとづき、総合的に評価
を行う。

その他

講義内容は受講生にあわせて変更する場合がある。

568_14F54201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋中世史Ｂ 三 浦 麻 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業は西洋中世の社会と宗教について「聖なる女性たち」の観点
から扱う。性別役割分担が明確な中世において女性の主要な役割は後
継者の確保と死者の追悼による救済の獲得であった。初期には王家や
貴族家門のみが特権的に行っていた宗教実践が時代は時代が下るにつ
れて拡大し、より広い階層の女性たちが教会の教えに従って生活する
ことが政治・経済・文化の一部に組み込まれていく。この過程とそれ
によって生じた社会の変化への理解を通じて西洋中世の社会が持つ独
自性を把握し、宗教が持つ社会的意義を批判的に考えられる知識の習
得を目的とする。

授業内容

第�回 ガイダンス
第�回 殉教者から聖女へ
第�回 王妃と貴族女性における宗教性
第�回 創出される聖性
第�回 教会改革と女性
第�回 女子修道院長と権力
第�回 マルタとマリアの変遷
第	回 俗人女性と聖性
第
回 都市における「聖なる女性たち」
第10回 内向化する女子修道院
第11回 巡礼者がたどる道
第12回 教会大分裂と女性
第13回 聖俗の対立と和解
第14回 まとめ

履修上の注意

「西洋史概説」を履修済みであること。あるいはそれに準ずるヨー
ロッパ中世史に関する知識を有していること。
講義はパワーポイントならびに視聴覚的素材を利用して行う。授業中
あるいは授業後にコメントやリアクションペーパーの提出を求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱ったテキストや紹介した文献、視聴覚的素材について復習
し、授業内容への理解を深めることが望ましい。

教科書

特に指定しない。

参考書

秋山聰『聖遺物崇敬の心性史̶西洋中世の聖性と造詣̶』（講談社）
2009年
エーディト・エンネン（阿部謹也・泉眞樹子訳）『西洋中世の女たち』
（人文書院）1992年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（60%）とリアクションペーパーにもとづき、総合的に評価
を行う。

その他

講義内容は受講生にあわせて変更する場合がある。
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569_14H02901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋美術史Ａ 宮 澤 政 男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

570_14H03001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

西洋美術史Ｂ 宮 澤 政 男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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571_14H20601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

世界の言語 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

世界の諸言語について、音声体系、文法体系、語彙、歴史的変遷な
ど多様な観点から概要を学ぶとともに、その言語を習得することでど
のような知が可能になるかを示し、言語と歴史、言語と社会の関係な
どについても学ぶ。授業は毎回異なる教員が担当するオムニバス形式
で行い、各言語を研究のために活用している教員やネイティブスピー
カーの教員がそれぞれの授業を担当する。
言語の多様性の具体的様相と、言語の多様性によってもたらされる
世界の多様性について一定の知識を得るのが目標。

授業内容

一部の授業（※のついた回）はオンデマンドで行う。

第�回 総論・中国語（担当：志野好伸）
第�回 モンゴル語（担当：櫻井智美）※
第�回 韓国・朝鮮語（担当：山下達也）
第�回 ベトナム語（担当：岩月純一）
第�回 広東語（担当：胡潁芝）
第�回 パーリ語，サンスクリット語（担当：馬場紀寿）
第�回 ペルシア語，アラビア語（担当：バフマン・ザキプール）※
第	回 ラテン語（担当：坂本邦暢）※
第
回 ロシア語（担当：伊藤愉）
第10回 フランス語（担当：根本美作子）
第11回 オランダ語（担当：青谷秀紀）
第12回 アフリカの諸言語（担当：佐久間寛）
第13回 英語─World Englishes（担当：新城真里奈）
第14回 まとめ・世界の中の日本語（担当：志野好伸）

履修上の注意

回によって、対面形式かオンデマンド形式かが異なり、また状況次
第で変更もありうるので、毎週授業日前日までにOh-o! Meijiで授業
形態をよく確認すること。
課題提出にあたっては、剽窃行為を行わないよう気をつけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

ある言語の特徴を理解するのに、別の言語と対比することは非常に
重要なので、前回までの内容をよく復習して授業に臨むこと。

教科書

使用しない。

参考書

特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎授業ごとに設定する課題による評価100％

その他

572_14H19801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

世界の宗教 ザキプール，バフマン

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

明治時代まで、「宗教」という言葉は日本語において存在しなかった。日本人は「宗教」
の代わりに「道」という言葉を使っていた。「神道」や「仏道」のような言葉は「道」の概
念を提示する。しかし明治時代、日本の文化は西洋の文化に直面して影響を受け、様々な言
葉が英語・フランス語・ドイツ語などから日本語へ翻訳された。その際、日本人は
「religion」という言葉を「宗教」に対応させた。
明治時代以降、日本人は世界の宗教を名付ける際に、「道」の代わりに「教」を使うよう

になった。「仏教」「キリスト教」「ユダヤ教」などの呼び方は、明治時代から普及しされた。
この時代から、「仏教」「道教」「儒教」「ヒンドゥー教」「キリスト教」「ユダヤ教」「イス

ラーム教」のような宗教が日本で知られるようになり、それらについて様々な研究が行われ
てきた。
20世紀から、日本の文化はある種の「共通の宗教」を作り出す方向へと向かった。大川周
明、折口信夫、井筒俊彦などの研究者は、その「共通の宗教」を作る試みを行った。
しかしそれにもかかわらず、世界には「マンダー教」「バハイ教」のような、日本人研究

者たちがあまり研究して来なかった様々な宗教が存在する。
この授業では、「日本における宗教の概念と歴史」、「共通の宗教」の概念と意義、「日本人
の研究者があまり研究していない宗教」について講義する。さらに、宗教に対するどのよう
なアプローチも歴史の中で変わりゆくため、宗教と政治的・社会的な出来事との関連を分析
することも授業の一つの目的である。授業ではビデオやドキュメンタリー映画も活用する。
学生たちが、比較の方法によって「宗教の概念」を理解したり、知らない宗教について勉

強したりすることで、「世界の宗教」の概念について考え、宗教と政治の関係を理解するこ
とを到達目標とする。

授業内容

第�回a：イントロダクション（宗教とは）
b：日本における宗教の概念と歴史

第�回：中国における宗教
第�回：インドにおける宗教� アースティカ学派
第�回：インドにおける宗教� ナースティカ学派
第�回：イランにおける宗教� マンダー教（ドキュメンタリー映画の映像による）
第�回：イランにおける宗教� ゾロアスター教、マニー教、マズダク教
第�回：ユダヤ教とは
第	回：キリスト教とは
第
回：イスラーム教とは
第10回：イスラームのシーア派とバハイ教
第11回：新宗教とは
第12回：「共通の宗教」あるいは「目に見えない宗教のネット」とは
第13回：井筒俊彦と宗教の共時的構造化のテーゼ （ドキュメンタリー映画の映像による）
第14回a：試験

b：正答解説

履修上の注意

不明な部分があれば授業で積極的に質問すること。授業でのディスカッションも含めて成績
評価の対象とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必要としない。授業で紹介した内容について、自分なりに調べるなど、復習を欠かさ
ないこと。

教科書

特に定めない。

参考書

『意識と本質──精神的東洋を索めて』井筒俊彦（岩波書店）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業の一つのテーマを選び、そのテーマに関するレポートは25％、授業への参加度10％、授
業での重要な質問�％、期末試験を60％で評価する。

その他
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573_14G09401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

戦争論・平和論 辻 麻衣子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、18世紀ドイツの哲学者イマヌエル・カントの「永遠平和のために」
（1795年）を読み、その内容を学びます。
そもそも「平和」とは、どのような状態のことを指すのでしょうか。それは、この
科目の名称にあるように「戦争」と対比されるもの、すなわち単に「戦争のない状
態」を言い表しているだけなのでしょうか。カントのこの短い著作は、法や政治、
道徳と密接な関わりをもつこのテーマに対して、哲学には何が言えるのか（あるい
は、できるのか）を論じたものであり、常備軍の撤廃や共和的な政治体制の樹立に
並んで、現代の国際連合やEUの理念にも通じる諸国家の連合制度など、決して「頭
でっかちの哲学者が振り回す机上の空論」にとどまらないアイディアに満ちていま
す。同時にカントは、この永遠平和論が実践に役立つだけではなく理論としても正
しいものであると考え、自身が打ち立てた哲学体系に組み込む形で論じています。
「永遠平和のために」の上記のような重要な論点について理解を深め、現代世界にお
けるその有効性をも含めて的確に解説できるようになることが到達目標です。

授業内容

�. イントロダクション：この授業の進め方、カントおよび「永遠平和のために」
の背景的知識

�. 予備条項：永遠平和のために、今からまず準備すべきもの
�. 第一確定条項（�）：共和的体制の確立
�. 第一確定条項（�）
�. 第二確定条項（�）：自由な諸国家の連合制度の樹立
�. 第二確定条項（�）
�. 第三確定条項（�）：歓待の権利
	. 第三確定条項（�）

. 前半のまとめ
10. 補説�：永遠平和の実現可能性を保証するもの
11. 補説�：哲学者による国家へのアドバイス
12. 付録�：道徳と政治の間に起きる摩擦
13. 付録�：この摩擦を解消し、両者を一致させる方法
14. まとめ

履修上の注意

カント哲学についての知識、ドイツ語能力などは特に必要ありませんが、テクスト
から問題を取り出し、考えたことを言語化する積極的な態度と努力が求められます。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、テクストの当該回に扱う範囲をあらかじめ読んでくること。また、授業全体
として一つの著作を読み進めていくため、以前の内容を忘れてしまっては全く意味
がありませんから、復習として前回に扱った範囲を再度読み返して、内容を把握し
ておくことも求められます。

教科書

イマヌエル・カント『永遠平和のために』（岩波文庫）、宇都宮芳明訳、岩波書店、
1985年。
一度は読んでみてほしい古典的名著ですし、これを機に購入し手元に置いてみてく
ださい。なお、他にも邦訳は数バージョン出ていますが、それらの特徴や違いなど
は初回のイントロダクションで説明します。

参考書

授業内で随時紹介する予定ですが、さしあたり以下の�冊を挙げておきます。
寺田俊郎『カント『永遠平和のために』を読み直す：どうすれば戦争はなくなるの
か』、現代書館、2019年。
御子柴善之『自分で考える勇気：カント哲学入門』（岩波ジュニア新書）、岩波書店、
2015年。

課題に対するフィードバックの方法

次回授業の冒頭で行います。

成績評価の方法

平常点（リアクション・ペーパー）：40%、期末レポート：60%とする。詳しくは初
回授業にて説明します。

その他

受講希望者は初回授業に必ず出席すること。

574_14G04201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ソーシャルワーク論 荒 井 浩 道

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では，ソーシャルワーク（社会福祉）の基礎的内容を扱う．ａモジュールで
は，現代社会における福祉的テーマ（いじめ，不登校，発達障害，虐待，孤立，LGBTQ，
ヤングケアラー，貧困，認知症，看取り，コミュニティ，ボランティアなど）を扱った映
像教材を視聴し，グループ・ディスカッションを行う．ｂモジュールでは，教科書にもと
づきソーシャルワークの理論と方法について解説する．ただし，第14回（最終回）につい
ては，ａモジュールで教場レポート，ｂモジュールで振り返りとまとめを行う．
現代社会における多様な福祉的課題について理解を深め，ソーシャルワーク的なパース

ペクティブ（ものの見方）を身につけることを到達目標とする．

授業内容

第�回 ａ：現代社会における多様な福祉的課題
ｂ：ソーシャルワーク的支援方法の概要

第�回 ａ：いじめ
ｂ：ミクロレベルにおけるソーシャルワーク

第�回 ａ：不登校
ｂ：メゾレベルにおけるソーシャルワーク

第�回 ａ：発達障害
ｂ：マクロレベルにおけるソーシャルワーク

第�回 ａ：虐待
ｂ：ソーシャルワークの実践モデル（ストレングスモデル）

第�回 ａ：孤立
ｂ：ソーシャルワークのアプローチ(�)（エンパワメント・アプローチ）

第�回 ａ：障害
ｂ：ソーシャルワークのアプローチ(�)（ナラティヴ・アプローチ）

第	回 ａ：依存症
ｂ：ソーシャルワークのアプローチ(�)（解決志向アプローチ）

第
回 ａ：ＬＧＢＴＱ
ｂ：アウトリーチ

第10回 ａ：認知症
ｂ：グループワーク

第11回 ａ：看取り
ｂ：ケアマネジメント

第12回 ａ：コミュニティ
ｂ：ネットワーキング

第13回 ａ：ヤングケアラー
ｂ：ソーシャルアクション

第14回 ａ： 教場レポート
ｂ： 振り返りとまとめ

履修上の注意

授業への主体的参加を期待する．

準備学習（予習・復習等）の内容

予習： 文献等を活用して各回の授業で扱う現代社会における福祉的課題について予め調
べる.
復習； 文献等を活用して各回の授業で扱った現代社会における福祉的課題について振り
返る．

教科書

『ナラティヴ・ソーシャルワーク─“〈支援〉しない支援”の方法』荒井浩道著（新泉社）
2014年

参考書

『ソーシャルワーク論Ⅰ─基盤と専門職』木村容子・小原眞知子編著（法律文化社）2023
年

課題に対するフィードバックの方法

各回の冒頭で，リアクションペーパーにもとづいたフィードバックを行う．

成績評価の方法

教場レポート試験（90%），平常点（10%）

その他
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575_14F59701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

測量学Ⅰ 宇 根 寛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

地理学において最も基礎的かつ重要な道具である地図は、地球の表面を正確に測量
し、その結果を図にまとめることで作られる。地図の性質を理解し正しく用いるた
めには、どのような技術を用いて地球の表面が計測され、それがどのような過程を
経て地図にまとめられているかを理解することが不可欠である。本講義では、測量
に関する法制度、測量の基礎的な理論、測量に用いられる技術、測量方法、測定結
果の処理、測量結果の活用などについて講義を行う。なお、測量技術は近年急速に
進歩していることから、最新の測量技術についての紹介をできるだけ行う。
測量士補に必要な最低限の基礎知識を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 �/13：イントロダクション、基礎知識確認、測量の歴史と法制度
第�回 �/20：地球の形状と測量の基礎理論、測量機材の使い方
第�回 �/27：測量法、地理空間情報活用推進基本法、誤差
第�回 �/11：基準点測量の基本、三角測量、多角測量の理論
第�回 �/18：距離観測、角観測の方法
第�回 �/25：多角測量実習
第�回 �/�：観測結果の処理、座標計算、水準測量の理論
第	回 �/	：水準測量実習
第
回 �/15：平均計算、GNSS測量、VLBI
第10回 �/22：地形測量、写真測量、航空レーザ測量
第11回 �/29：等高線、DEM、応用測量（路線測量、河川測量、用地測量）、i-

Construction
第12回 �/�：合成開口レーダー、UAV測量、三次元形状処理（SfM/MVS）
第13回 �/13：測地基準系、基盤地図情報、地理院地図
第14回 �/20 a：海外測量 ｂ：試験
期間中（土曜日を予定）、国土地理院（つくば市）において校外実習（�日）を行う
予定である。

履修上の注意

この授業は「測量学Ⅱ」と一体として実施する。測量学Ⅰの履修者は必ず測量学Ⅱ
も履修すること。また、期間中（土曜日を予定）、国土地理院（つくば市）において
校外実習（�日）を行う予定であり、履修者は原則として参加すること。校外実習
を実施する場合は講義�回を代休とする。第�回の講義に方眼紙、三角定規、分度
器を持参すること。そのほか電卓、製図用具等、持参すべき器材をその都度指示す
る。
また、測量機材を持って野外での実習を行うため、作業しやすい衣服・靴で講義に
臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

測量技術の進歩は目覚しい。国土地理院等の関係機関のホームページやSNS等により
常に最新の測量技術に関する情報を収集しておくことを推奨する。また、参考書の
ほか、日本測量協会「測量」、日本地図センター「地図中心」等の書籍に積極的に目
を通すことを推奨する。さらに、「測量の日」（�月�日）関連イベント、国土地理
院報告会、G空間EXPO等のイベントに積極的に参加することが望ましい。

教科書

特に定めない。

参考書

「地図づくりの現在形 地球を測り、図を描く」。講談社
「よくわかる測量」海津優著。ユーキャン自由国民社
「図説 わかる測量」猪木幹雄ほか著。学芸出版社
「絵でわかる地図と測量」中川雅史著。講談社
「測量入門」大杉和由ほか著。実教出版
「測量学」大木正喜著。森北出版
「行列で最小二乗法を理解しよう」小白井亮一著。山海堂
「測量用語辞典」東洋書店

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度30％、定期試験70％

その他

576_14F59801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

測量学Ⅱ 宇 根 寛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

地理学において最も基礎的かつ重要な道具である地図は、地球の表面を正確に測量
し、その結果を図にまとめることで作られる。地図の性質を理解し正しく用いるた
めには、どのような技術を用いて地球の表面が計測され、それがどのような過程を
経て地図にまとめられているかを理解することが不可欠である。本講義では、測量
に関する法制度、測量の基礎的な理論、測量に用いられる技術、測量方法、測定結
果の処理、測量結果の活用などについて講義を行う。なお、測量技術は近年急速に
進歩していることから、最新の測量技術についての紹介をできるだけ行う。
測量士補に必要な最低限の基礎知識を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 �/13：イントロダクション、基礎知識確認、測量の歴史と法制度
第�回 �/20：地球の形状と測量の基礎理論、測量機材の使い方
第�回 �/27：測量法、地理空間情報活用推進基本法、誤差
第�回 �/11：基準点測量の基本、三角測量、多角測量の理論
第�回 �/18：距離観測、角観測の方法
第�回 �/25：多角測量実習
第�回 �/�：観測結果の処理、座標計算、水準測量の理論
第	回 �/	：水準測量実習
第
回 �/15：平均計算、GNSS測量、VLBI
第10回 �/22：地形測量、写真測量、航空レーザ測量
第11回 �/29：等高線、DEM、応用測量（路線測量、河川測量、用地測量）、i-

Construction
第12回 �/�：合成開口レーダー、UAV測量、三次元形状処理（SfM/MVS）
第13回 �/13：測地基準系、基盤地図情報、地理院地図
第14回 �/20 a：海外測量 ｂ：試験
期間中（土曜日を予定）、国土地理院（つくば市）において校外実習（�日）を行う
予定である。

履修上の注意

この授業は「測量学Ⅰ」と一体として実施する。測量学Ⅱの履修者は必ず測量学Ⅰ
も履修すること。また、期間中（土曜日を予定）、国土地理院（つくば市）において
校外実習（�日）を行う予定であり、履修者は原則として参加すること。校外実習
を実施する場合は講義�回を代休とする。第�回の講義に方眼紙、三角定規、分度
器を持参すること。そのほか電卓、製図用具等、持参すべき器材をその都度指示す
る。
また、測量機材を持って野外での実習を行うため、作業しやすい衣服・靴で講義に
臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

測量技術の進歩は目覚しい。国土地理院等の関係機関のホームページやSNS等により
常に最新の測量技術に関する情報を収集しておくことを推奨する。また、参考書の
ほか、日本測量協会「測量」、日本地図センター「地図中心」等の書籍に積極的に目
を通すことを推奨する。さらに、「測量の日」（�月�日）関連イベント、国土地理
院報告会、G空間EXPO等のイベントに積極的に参加することが望ましい。

教科書

特に定めない。

参考書

「地図づくりの現在形 地球を測り、図を描く」。講談社
「よくわかる測量」海津優著。ユーキャン自由国民社
「図説 わかる測量」猪木幹雄ほか著。学芸出版社
「絵でわかる地図と測量」中川雅史著。講談社
「測量入門」大杉和由ほか著。実教出版
「測量学」大木正喜著。森北出版
「行列で最小二乗法を理解しよう」小白井亮一著。山海堂
「測量用語辞典」東洋書店

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度30％、定期試験70％

その他
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577_14A03401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（日本文学） 日本文学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

［授業の概要］
各教員が担当する専門分野は以下のとおり。
�）山﨑健司：上代文学
�）湯淺幸代：平安文学（物語・日記・和歌など）
�）牧野淳司：中世文学
�）杉田昌彦：近世文学
�）田口麻奈：近現代文学
�）竹内栄美子：近現代文学
�）生方智子：近現代文学
	）小野正弘：国語学

）甲斐雄一：日中比較文学，漢文学
10）郭南燕：比較文学,日本近現代文学,キリシタン文学

[到達目標]
�年間の集大成となるような自身の文学考察のテーマを決め、その構成と調査方法を考え
る。

授業内容

日本文学専攻においては，�年生の秋学期より，卒業論文の作成のための予備指導を行
う。�年生は，秋学期の中頃に，全員が集まって卒業論文についての全般的な指導を受け
る。そのとき，自分のテーマと希望する指導教員名（第�志望まで記す）を記入した「卒業
論文受講申込書」を提出する。その後，それぞれの教員が個別に卒論プレ指導を行い，希望
する教員の指導を受け，作品の読解，基礎資料や参考文献の蒐集など，卒論作成のための準
備に入る。したがって，遅くとも�年次の秋学期には，書こうとする卒業論文のイメージを
つくりあげておくことが必要である。
卒業年次生（�年生）は，新学年度の初めに，もう一度「卒業論文主題報告書」を提出し

て，引きつづき指導を受ける。指導は，それぞれの指導教員の指示にしたがって随時行われ
るが，それ以外にも積極的に個人指導を受けることが望ましい。
卒論指導の進行は，受講生の主題や人数によって異なる。また就職や教育実習と重なる時

期でもあるので，かならずしも毎回出席できないときがある。各教員も，年度によって毎週
卒指を行うこともあり，また数名ずつ呼び出して指導する場合もある。したがって卒論提出
者は，担当の教員の方針をよく聞いておくことが必要である。
なお，論文のテーマや指導教員の変更もありうる。論文テーマの変更は不可能ではない
が，提出間際に変更するのは避けるべきである。
論文完成時の形式は，文学部で指定した表紙を用いる。日本文学専攻の場合，原則として
ワープロ原稿ならA4またはB5版の縦書き右綴じ，手書原稿ならB4版の原稿用紙を二つ折り
にして右綴じにすることを原則とする。（枚数は400字詰原稿用紙換算で50枚［20000字］以
上とする。）
完成した卒業論文は，本人が所定の日時・場所に提出しなければならない。この時，決め

られた時刻に遅れた場合受理されないので注意したい。またかならず�月末もしくは�月は
じめに行なわれる，指導教員の面接試問を受けなければならない。

履修上の注意

卒論を提出する学生は，自分のテーマに近い教員を選ぶこと。教員の専門とかけ離れた
テーマを申し出た場合は，教員との相談の上で，教員を変更したりテーマを変更せざるをえ
ない場合もある。また，人数がかたよった場合，調整が行われることもある。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、卒業論文のテーマを考え、文献調査を行ってておくこと。復習として、論文を書き
進めていくこと。

教科書

なし。

参考書

戸田山 和久『新版 論文の教室─レポートから卒論まで』（NHKブックス No.1194、日本放送
出版協会）。

課題に対するフィードバックの方法

提出された卒業論文に対して、口頭試問を行う。

成績評価の方法

その取り組み方（100%）で評価する。

その他

夏季休暇の最終週に卒論中間発表会を行う予定。

578_14A03501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（日本文学） 日本文学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

［授業の概要］
各教員が担当する専門分野は以下のとおり。
�）山﨑健司：上代文学
�）湯淺幸代：平安文学（物語・日記・和歌など）
�）牧野淳司：中世文学
�）杉田昌彦：近世文学
�）田口麻奈：近現代文学
�）竹内栄美子：近現代文学
�）生方智子：近現代文学
	）小野正弘：国語学

）甲斐雄一：日中比較文学，漢文学
10）郭南燕：比較文学,日本近現代文学,キリシタン文学

[到達目標]
�年間の集大成となるような自身の文学考察のテーマを決め、その構成と調査方法を考え
る。

授業内容

日本文学専攻においては，�年生の秋学期より，卒業論文の作成のための予備指導を行
う。�年生は，秋学期の中頃に，全員が集まって卒業論文についての全般的な指導を受け
る。そのとき，自分のテーマと希望する指導教員名（第�志望まで記す）を記入した「卒業
論文受講申込書」を提出する。その後，それぞれの教員が個別に卒論プレ指導を行い，希望
する教員の指導を受け，作品の読解，基礎資料や参考文献の蒐集など，卒論作成のための準
備に入る。したがって，遅くとも�年次の秋学期には，書こうとする卒業論文のイメージを
つくりあげておくことが必要である。
卒業年次生（�年生）は，新学年度の初めに，もう一度「卒業論文主題報告書」を提出し

て，引きつづき指導を受ける。指導は，それぞれの指導教員の指示にしたがって随時行われ
るが，それ以外にも積極的に個人指導を受けることが望ましい。
卒論指導の進行は，受講生の主題や人数によって異なる。また就職や教育実習と重なる時

期でもあるので，かならずしも毎回出席できないときがある。各教員も，年度によって毎週
卒指を行うこともあり，また数名ずつ呼び出して指導する場合もある。したがって卒論提出
者は，担当の教員の方針をよく聞いておくことが必要である。
なお，論文のテーマや指導教員の変更もありうる。論文テーマの変更は不可能ではない
が，提出間際に変更するのは避けるべきである。
論文完成時の形式は，文学部で指定した表紙を用いる。日本文学専攻の場合，原則として
ワープロ原稿ならA4またはB5版の縦書き右綴じ，手書原稿ならB4版の原稿用紙を二つ折り
にして右綴じにすることを原則とする。（枚数は400字詰原稿用紙換算で50枚［20000字］以
上とする。）
完成した卒業論文は，本人が所定の日時・場所に提出しなければならない。この時，決め

られた時刻に遅れた場合受理されないので注意したい。またかならず�月末もしくは�月は
じめに行なわれる，指導教員の面接試問を受けなければならない。

履修上の注意

卒論を提出する学生は，自分のテーマに近い教員を選ぶこと。教員の専門とかけ離れた
テーマを申し出た場合は，教員との相談の上で，教員を変更したりテーマを変更せざるをえ
ない場合もある。また，人数がかたよった場合，調整が行われることもある。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、卒業論文のテーマを考え、文献調査を行ってておくこと。復習として、論文を書き
進めていくこと。

教科書

なし。

参考書

戸田山 和久『新版 論文の教室─レポートから卒論まで』（NHKブックス No.1194、日本放送
出版協会）。

課題に対するフィードバックの方法

提出された卒業論文については、口頭試問を行う。

成績評価の方法

卒業論文の内容（どれだけ説得力を持つかなど）を90％、口頭試問などを10％として評価す
る。

その他
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579_14A13210

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ゼミナールおよび個人面談を通じて、卒業論文の作成を目指します。
具体的には、�年次までに学習した英語（あるいはそれ以外の言語）
の音声に関する知識を背景に、卒業論文のトピックを設定し、音声
データの収集・分析方法について検討するなど、論文執筆のための研
究計画を立てます。

授業内容

第�回 クラスの概要と計画
第�回 卒業論文の作成手順（�）：トピックの設定の仕方
第�回 卒業論文の作成手順（�）：データ収集の方法
第�回 卒業論文の作成手順（�）：データ分析の方法
第�回 卒業論文の作成手順（�）：論文の構成
第�回 トピックの設定（�）
第�回 トピックの設定（�）
第	回 先行研究に関する発表（�）
第
回 先行研究に関する発表（�）
第10回 先行研究に関する発表（�）
第11回 データ収集（�）
第12回 データ収集（�）
第13回 収集したデータおよび分析方法に関する議論
第14回 中間発表会

履修上の注意

英語学科目でこれまで学習した内容を再度確認しておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題を解決しながら、段階的に進めて行くようにして下さい。

教科書

使用しません。

参考書

各自のトピックに関連のある書籍・論文
英米文学専攻英語学セクションHPの「卒業論文の書き方」

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

独創性20%、先行研究の調査30%、研究計画20%、中間発表会30%

その他

580_14A13310

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 新 城 真里奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ゼミナールおよび個人面談を通じて、卒業論文の作成を目指します。

具体的には、卒業論文Ⅰで設定した研究計画に基づいて、収集した

データの分析を行い、論文執筆を進めていきます。

授業内容

第�回 進捗状況についての発表

第�回 収集したデータおよび分析方法についての発表（�）

第�回 収集したデータおよび分析方法についての発表（�）

第�回 パイロットスタディ（�）

第�回 パイロットスタディ（�）

第�回 参考文献一覧の提出

第�回 中間発表

第	回 目次の提出

第
回 執筆に関する相談（�）

第10回 執筆に関する相談（�）

第11回 執筆に関する相談（�）

第12回 執筆に関する相談（�）

第13回 執筆に関する相談（�）

第14回 発表会

履修上の注意

英語学科目でこれまで学習した内容を再度確認しておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題を解決しながら、段階的に進めて行くようにして下さい。

教科書

使用しません。

参考書

各自のトピックに関連のある書籍・論文

英米文学専攻英語学セクションHPの「卒業論文の書き方」

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

独創性10%，先行研究の調査20%，データ収集および分析方法30%，

考察・論理性30%，口述試験10%

その他
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581_14A13201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このクラスでは、ゼミナール・発表会などを通じて、卒業論文の作

成を目指します。より具体的には、卒業論文の作成手順から始め、ト

ピックの設定、研究計画の設定へと進めていきます。

授業内容

�．卒業論文へのイントロダクション

�．卒業論文の作成手順（�）：トピックの設定の仕方

�．卒業論文の作成手順（�）：データ収集の方法

�．卒業論文の作成手順（�）：データ一般化の方法

�．卒業論文の作成手順（�）：分析提示の方法

�．卒業論文の作成手順（�）：議論提示の方法

�．卒業論文の作成手順（�）：卒業論文の構成

	．トピックの設定


．研究計画の設定

10．データの収集

11．データの整理

12．データの一般化

13．分析の提示

14．中間発表会とフィードバック

履修上の注意

英語学科目でこれまで学習した内容を再度確認しておいて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題を解決しながら、段階的に進めて行くようにして下さい。

教科書

使用しません。

参考書

各自のトピックに関連のある書籍・論文

[url=http://www.kisc.meiji.ac.jp/˜eigogaku/]英米文学専攻英語学セ

クションHPの「卒業論文の書き方」

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

トピックの独創性35%、研究計画の妥当性35%、中間発表会30%

その他

特になし。

582_14A13301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 石 井 透

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このクラスでは、ゼミナール・発表会などを通じて、卒業論文の作

成を目指します。より具体的には、卒業論文Ⅰを基にして、データ収

集・調査、分析の提示、議論の組み立てと進めていきます。

授業内容

�．論文の流れの提示

�．議論の組み立ての提示

�．文献、雑誌論文の検索

�．文献、雑誌論文の資料収集

�．参考文献目録の提出とフィードバック

�．卒論の章立ての提出とフィードバック

�．先行研究の提出とフィードバック

	．分析の提出とフィードバック


．序章の提出とフィードバック

10．結論の提出とフィードバック

11．注と参考文献の提出とフィードバック

12．初稿の提出とフィードバック

13．完成稿の提出

14．卒論要旨の提出

履修上の注意

秋学期からは、本格的に論文を書き始めます。少しずつ書いていくよ

うにして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題を解決しながら、段階的に進めて行くようにして下さい。

教科書

使用しません。

参考書

各自のトピックに関連のある書籍・論文。

[url=http://www.kisc.meiji.ac.jp/˜eigogaku/]英米文学専攻英語学セ

クションHPの「卒業論文の書き方」。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

独創性20%、論理的構成20%、経験的証拠20%、分析の妥当性20%、

口頭試問20%

その他

特になし。
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583_14A13202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�年次演習（英米文学演習III）でカバーした論文作成法をベースに卒業論文を完成していきます。
英（語）文学テクスト分析、英国文化、映画と小説（アダプテーション）の比較、美術・芸術と文学
作品から絵本・アニメなどの「テクスト」を（関連する理論フレームワークをできるだけ援用しなが
ら）分析・考察したものを完成してもらいます。重要なのは、各自ができるだけ主体性を持って執筆
を進めること、「自分の」論文として、オリジナリティのある卒業論文を書くことを目指します。

春学期の目標は、�）論文主題を確定、最終決定し、�）アウトライン（仮）を設定、�）序論
（rough draft)を書き、�）「本文」の�分の�程度のrough draftが仕上がっていることです。また春
学期のうちに参考文献References を集中して探すこと。またその中でも最も重要性の高いKey
referenceを最低�冊できれば数冊確保してから夏休みを迎えてほしいと思います。�）�）に対する
コメント、ピアフィードバックを参考に、夏休み中に書ける部分をどんどん書き進めてもらいます。
夏休み明けには、日本語論文	ページ程度、英語論文の場合はダブルスペースで10ページ程度の
rough draftを提出してもらいます。

授業内容

（�） 卒論主題報告会
（�） 卒論主題最終決定
（�） 図書館ツアー（Assignment-�： 主題文 Thesis statement 提出）
（�） 個人面談−�
（�） 個人面談−�
（�） 個人面談−�
（�） 進捗報告会 −�（Assignment-�: Provisional Outline/Introduction 提出、Key reference(s)

報告）
（	） 個人面談−�
（
） 個人面談−�
（10） 個人面談−�
（11） グループ面談 （Assignment-�: Revised Outline/Introduction 提出、Additional references

報告）
（12） 個人面談−�
（13） 個人面談−	
（14） 進捗報告会−2（Assignment-�: Revised Outline/Introduction and rough draft、References提

出）

履修上の注意

執筆言語については日本語・英語どちらでも構いません。毎年�分の�程度の履修者が英語で論文を
書きますが、教員免許の取得を目指している履修生については、原則英語論文でお願いしています。
書式は原則MLA方式を採用しますので、MLA Handbookもしくは下記の参考書をいずれか�冊入手し
てください。

卒業論文執筆というと「厄介な作業」だと思う人もいるかもしれませんが、このクラスではその「苦
痛」をできるだけ軽減すべく執筆のステップごとに締め切りを設けます。卒業論文は、最終的に期日
通りに提出することが最も重要ですが、このクラスでは執筆の「プロセス」も同様に評価します。指
示されたドラフトを期日通りに提出し、中間報告会には必ず出席し、積極的に授業参加（プレゼン
テーション、Peer Feedbackなど)することが卒論完成への最短ルートです。うまく執筆が進んでいな
い場合こそ、休まず授業に出席するようにしてください。教員の指導だけでなく、他の履修生との意
見交換の場としても貴重な機会となります。個人面談については、学期中�人最低�回の参加義務と
します。

例年、主題決定にかなり時間がかかるケースがありますが、ある程度のところで確定し、比較的時間
と精神的に余裕がある春学期のうちにしっかりと参考文献検索を行っておいてください。アウトライ
ンについては常時、見直しが必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

提出ドラフトについては授業中にPeer Feedbackを行います。これをより効果的なものにするため、指
示された「卒論ドラフト提出用紙」に必要事項を記入して授業時に提出してください。また、個人面
談の際には「質問シート」（Tutorial Record)に記入し、必ず持参してください。一人当たりの時間が
限られていますので質問や問題点はまとめてから面談に臨んでください。

教科書

参考資料等、ハンドアウトを配布。

参考書

『最新版 大学生のためのレポート・論文術』小笠原喜康、講談社現代新書、2018.
Edward Corbett and Sheryl Finkle. The Little English Handbook（8th ed.). Longman, 2010.
Kluge, David and Matthew Taylor. Basic Steps to Writing Research Papers. (2nd ed.) Cengage Learning,
2018.

課題に対するフィードバックの方法

メール・個人面談及び場合によってはドラフト郵送の形でフィードバックします。

成績評価の方法

Assignments �-� 80%
個人面談 20%

その他

卒業論文は完成稿が「すべて」ではありません。執筆の経過、つまりデータ収集、分析、考察などの
プロセスがあってこその完成稿です。中間報告会での発表や出席、個人面談に対する取り組みやドラ
フト提出など「ひとつひとつ」すべてのステップが納得のいく「自分の」論文の完成につながりま
す。

584_14A13302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 大 山 るみこ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�年次演習（英米文学演習III）でカバーした論文作成法をベースに卒業論文を完成していきます。
英（語）文学テクスト分析、英国文化、映画と小説（アダプテーション）の比較、美術・芸術と文学作品
から絵本・アニメなどの「テクスト」を（関連する理論フレームワークをできるだけ援用しながら）分
析・考察したものを完成してもらいます。重要なのは、各自ができるだけ主体性を持って執筆を進めるこ
と、「自分の」論文として、ある程度オリジナリティのある卒業論文を書くことを目指します。秋学期開
始時にイントロダクション、アウトライン、本文のいずれかの部分のドラフト、参考文献リストを提出し
てもらいますが、それに対するフィードバックからスタートします。秋学期は、論文において重要なポイ
ントの一つである「引用全般」についてもう一度確認、クラス全体、個人ベースで指導していきます。12
月初旬には、論文全体のrough draftが完成していることを目指します。Proofing（校正）も重要なプロセ
スの一部ですので、内容だけでなく論文書式についても再度確認していきます。

授業内容

（�） 進捗報告会 −�（Assignment-�: Revised Introduction, Outline, Chapter draft, References 提出）
（�） 個人面談−

（�） 個人面談−10
（�） 個人面談−11
（�） 個人面談−12
（�） 個人面談−13
（�） 進捗報告会 −�（Assignment-�: Revised Introduction, Outline, Chapter draft, References 提出 ）
（	） 個人面談−14
（
） 個人面談−15
（10） 個人面談−16
（11） 個人面談−17
（12） 個人面談−18
（13） 進捗報告会 −�（Assignment-�: Complete draft 最終ドラフト 提出）
（14） 論文提出前最終確認授業（履修者全員、最終個人面談）

＊卒論提出後の面接は履修者全員参加しなければなりません。

履修上の注意

執筆言語については日本語・英語どちらでも構いません。毎年�分の�程度の履修者が英語で論文を書き
ますが、教員免許の取得を目指している履修生については、原則英語論文でお願いしています。書式は原
則MLA方式を採用しますので、MLA Handbookもしくは下記の参考書をいずれか�冊入手してください。

卒業論文執筆というと「厄介な作業」だと思う人もいるかもしれませんが、このクラスでは「苦痛」をで
きるだけ軽減すべく執筆のステップごとに締め切りを設けます。卒業論文は、最終的に期日通りに提出す
ることが最も重要ですが、このクラスでは執筆の「プロセス」も同様に評価します。指示されたドラフト
を期日通りに提出し、中間報告会には必ず出席し、積極的に授業参加（プレゼンテーション、Peer
Feedbackなど)することが卒論完成への最短ルートです。うまく執筆が進んでいない場合こそ、休まず授
業に出席するようにしてください。教員の指導だけでなく、他の履修生との意見交換の場としても貴重な
機会となります。個人面談については、学期中�人最低�回の参加義務とします。

例年、主題決定にかなり時間がかかるケースがありますが、ある程度のところで確定し、比較的時間と精
神的に余裕がある春学期のうちにしっかりと参考文献検索を行っておいてください。アウトラインについ
ては常時、見直しが必要です。

卒論提出前には必ず全体ドラフト（Assignment-� これは最終稿ではありません）を提出した上で、�
月の最終稿の提出をすること。合格ラインに達した論文を提出するためには、この時点での最終チェック
は必ず行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

秋学期は個人面談がより重要になってくるため、面談をより効果的に行うために面談日の（遅くとも）
�日前までに何らかの「メモ書き」やドラフトを提出した上で個人面談にのぞんでください。

教科書

参考資料等、ハンドアウトを配布。

参考書

『最新版 大学生のためのレポート・論文術』小笠原喜康、講談社現代新書、2018.
Edward Corbett and Sheryl Finkle. The Little English Handbook.（8th ed.). Longman, 2010.
Kluge, David and Matthew Taylor. Basic Steps to Writing Research Papers. Cengage Learning, 2018.

課題に対するフィードバックの方法

メール・個人面談、場合によってはドラフト郵送の形でフィードバックします。

成績評価の方法

Assignments �-�: 40%
卒論最終稿 60%

その他

卒業論文は完成稿が「すべて」ではありません。執筆の経過、つまりデータ収集、分析、考察などのプ
ロセスがあってこその完成です。中間報告会での発表や出席、面談に対する取り組みやドラフト提出など
「ひとつひとつ」すべてのステップが納得のいく「自分の」論文の完成につながります。
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585_14A13205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語で書かれた文学・文化テクストについて研究論文を書く技術を学
び、卒業論文として完成させる。ある対象（具体的には文学・文化テ
クスト）に自分なりの問題意識を持ち、自分の「問い」から主題を見
つけ出し、その「問い」への答えを探求するための具体的な方法を設
定し、調査し、調べた資料に基づいて自分の考察を発展させ、考察し
た内容を他人に分かるように文章化する。このプロセスを学び身に付
けるのが卒業論文授業の主目的であり、履修者が将来どの分野に進ん
でも、何に対しても独自の問題意識を持ち、深く多角的な考察をし、
その考察を他者＝世界に言葉で発信する思考力を磨くことは必須だろ
う。

授業内容

主題の設定、対象とするテクストの選定、自らの「問い」への答えを
見出すための調査方法の説明から始まり、各自が調査・考察した内容
のレポートと文章力についての具体的な個人指導を中心に、年三回の
中間報告発表会を通して、互いに批評し合い、論考を深め、最終的に
卒業論文を執筆、完成させる。また研究論文に必要な書式についても
学ぶ。（書式の統一は、形式主義ではなく、他者と知的財産を共有す
るために必要なものだ、と理解しましょう。）
＜授業予定＞
1〜2. 研究論文とは？（感想文的なエッセイとはどう違うのか？）
3〜4. 主題の設定、調査方法の確立。 プロポーザル＋Working
Bibliographyの作成。
5〜10. 各自の調査・考察レポートに基づく個人指導
11〜13. 春学期末発表会（中間報告発表会I）
14. 発表に基づく改善点。夏休みの研究計画。

履修上の注意

履修者へ：学生の皆さんが主体となる授業です。自分の問いへの答え
はどこにも用意されていません。自分で模索し、自分で調査して執筆
しなければ、論文は出来上がりません。このかけがえのない機会を楽
しんで、良い論文を完成させましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラス共通の課題の他、各自の調査が主体となる。個人面談の度に、
レポートを提出すること。

教科書

発表の際の配布資料は各自が用意すること。

参考書

ジョゼフ・ジバルディ著『MLA英語論文の手引き』 (Joseph Gibaldi,
MLA Handbook for Writers of Research Papers)など。できれば最新版
を参照のこと。 その他、授業中に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

研究論文個人指導ならびに中間報告発表を中心とする授業への取り組
み20％、提出する卒業論文の土台となるレポート80%。

その他

586_14A13305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

英語で書かれた文学・文化テクストについて研究論文を書く技術を学
び、卒業論文として完成させる。ある対象（具体的には文学・文化テ
クスト）に自分なりの問題意識を持ち、自分の「問い」から主題を見
つけ出し、その「問い」への答えを探求するための具体的な方法を設
定し、調査し、調べた資料に基づいて自分の考察を発展させ、考察し
た内容を他人に分かるように文章化する。このプロセスを学び身に付
けるのが卒業論文授業の主目的であり、履修者が将来どの分野に進ん
でも、何に対しても独自の問題意識を持ち、深く多角的な考察をし、
その考察を他者＝世界に言葉で発信する思考力を磨くことは必須だろ
う。

授業内容

主題の設定、対象とするテクストの選定、自らの「問い」への答えを
見出すための調査方法の説明から始まり、各自が調査・考察した内容
のレポートと文章力についての具体的な個人指導を中心に、年三回の
中間報告発表会を通して、互いに批評し合い、論考を深め、最終的に
卒業論文を執筆、完成させる。また研究論文に必要な書式についても
学ぶ。（書式の統一は、形式主義ではなく、他者と知的財産を共有する
ために必要なものだ、と理解しましょう。）
＜授業予定＞
1. 夏休みの研究報告。
2〜4. 中間報告発表会II 小論文ならびに卒業論文の章立て案
5〜10. 各自の卒業論文の土台となる草稿のレポートに基づく個人指導
11〜13. 中間報告発表会III 卒業論文の一章あるいは概略
14. 卒業論文完成に向けての最終討議。 論考の改善、文章の修正、書
式の統一。

履修上の注意

履修者へ：学生の皆さんが主体となる授業です。自分の問いへの答え
はどこにも用意されていません。自分で模索し、自分で調査して執筆
しなければ、論文は出来上がりません。このかけがえのない機会を楽
しんで、良い論文を完成させましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラス共通の課題の他、各自の調査が主体となる。個人面談の度に、
レポートを提出すること。

教科書

発表の際の配布資料は各自が用意すること。

参考書

ジョゼフ・ジバルディ著『MLA英語論文の手引き』 (Joseph Gibaldi,
MLA Handbook for Writers of Research Papers)など。できれば最新版を
参照のこと。その他、授業中に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

研究論文個人指導ならびに中間報告発表を中心とする授業への取り組
み20％、提出する卒業論文80%。

その他
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587_14A13203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

計量言語学、コーパス言語学に関する知識を背景とし、、テキスト（映
画スクリプト，小説，脅迫状等，データ化できるものならなんでも使用可
能）をデータとし、数量的に分析する論文の作成を行う。分析対象となる
テキストへの理解、丁寧なデータ化が特に大事である。質、量ともに論文
執筆に適したデータの作成を目標とする。また、今までにない情報、今ま
でとは異なる情報を含む論文とするために、適切な先行研究を探し、内容
を把握しておく必要がある。Blatt (2017) には小説を対象とする場合のヒ
ントが多く含まれている。またAPAのPublication Manualは執筆の際の事
典的な使い方だけでなく、通読しても参考になる点が多いはずである。

授業内容

次のような進行を予定している。
�.データと方法に関する概論
�.論文とは
�.論文にふさわしいテーマ
�.論文を読む（�）
�.論文を読む（�）
�.論文を読む（�）
�.先行研究の扱い
	.手法の選択

.文献の管理法
10 データの構築
11 データの構築
12 データの構築
13 データの構築
14 中間発表

履修上の注意

論文の構想、分析データの準備に十分な時間を割くこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

「生田仮想デスクトップPC」を利用し、予習・復習を行なうこと。

教科書

Blatt, B. (2017). Nabokovʼs Favorite Word Is Mauve : What the Numbers
Reveal About the Classics, Bestsellers, and Our Own Writing. New York,
NY : Simon & Schuster.

参考書

Wray, A. and Bloomer, A. (2012) (eds.) Projects in Linguistics and
Language Studies (3rd edition). Abingdon : Hodder Arnold.

American_Psychological_Association. (2020). Publication Manual of the
American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC : American
Psychological Association.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

レポート，発表等80% 授業への貢献度20%

その他

588_14A13303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

計量言語学、コーパス言語学に関する知識を背景とし、、テキスト
（映画スクリプト，小説，脅迫状等，データ化できるものならなんでも
使用可能）をデータとし、数量的に分析する論文の作成を行う。分析対
象となるテキストへの理解、丁寧なデータ化が特に大事である。質、量
ともに論文執筆に適したデータの作成を目標とする。また、今までにな
い情報、今までとは異なる情報を含む論文とするために、適切な先行研
究を探し、内容を把握しておく必要がある。
卒業論文Ⅰで作成したデータをもとに分析を行い、論文として完成す
る。細部の形式についてはAPAのPublication Manualを参照すること。

授業内容

次のような進行を予定している。
�.執筆過程の確認
�.データとパイロットスタディ
�.追加データの構築（�）
�.追加データの構築（�）
�.追加データの構築（�）
�.中間発表（�）
�.中間発表（�）
	.執筆に関する相談

.執筆に関する相談
10 執筆に関する相談
11 執筆に関する相談
12 執筆に関する相談
13 執筆に関する相談
14 執筆に関する相談

履修上の注意

論文の構想、分析データの準備に十分な時間を割くこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

「生田仮想デスクトップPC」を利用し、予習・復習を行なうこと。

教科書

Blatt, B. (2017). Nabokovʼs Favorite Word Is Mauve : What the Numbers
Reveal About the Classics, Bestsellers, and Our Own Writing. New York,
NY : Simon & Schuster.

参考書

Wray, A. and Bloomer, A. (2012) (eds.) Projects in Linguistics and
Language Studies (3rd edition). Abingdon : Hodder Arnold.

American_Psychological_Association. (2020). Publication Manual of the
American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC :
American Psychological Association.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

論文80% 、発表、授業への貢献度20%

その他
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589_14A13208

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の完成に向けて作業を進めます。大学生活の集大成。これま

での学びを振り返り、自分の問題意識を明確にして、取り上げる作品

とテーマを絞り、具体的に言葉にして表現していきます。その過程に

おいて、テキストを深く読み込み、文献を取集し、テーマに関して多

角的に幾度も思考することが求められます。それにあたり、まず論文

とは何か、その作業の根本を確認した上で、各自の興味、関心に沿っ

てレポートを作成、発表してもらいます。卒業論文の骨組みが作ら

れ、完成までの道筋が見えることを目標とします。

授業内容

第�回：卒業論文とは何か / 資料配布

第�回〜第�回：レポート発表 / 講評

第�回〜第�回：論文執筆のための参考資料読解 / ディスカッショ

ン

第	回〜第10回：各自選択したテキストとテーマの発表

第11回〜第13回：個人面談（アウトラインの作成 / 完成）

第14回：春学期まとめ / 夏期休暇中の執筆に向けて

履修上の注意

積極的に授業に臨むこと。時間はあっという間に過ぎていきます。論

文作成にあたり、自分とテキストとの対話を何より大切に、しかし時

間との闘いでもあることを忘れずに。

準備学習（予習・復習等）の内容

取り上げる作品の英語の原書は早めに手に入れること。テーマの設

定、テキストの読解など、論文の作成にあたり、多くの疑問が生じる

はず。その際にクラスの他のメンバーの発表から得られるものは大き

いものです。こちらからの助言も惜しみません。積極的に参加し、こ

の時間、機会を多いに利用して下さい。

教科書

プリントを配布。

参考書

必要に応じて随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（草稿提出、クラスでの発表やディスカッションなど） 40％

期末レポート60％

その他

590_14A13308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の完成に向けて作業を進めます。大学生活の集大成。テキス
トを深く読み込み、文献を取集し、テーマに関して多角的に幾度も思
考することが求められます。とにかく書いていくこと。自問自答しな
がら、自分の頭で考え言葉にしていく作業は簡単ではなく、想像もし
なかった困難が待ち受けているかもしれません。しかし、とにかく書
いて表現していくこと。自分の思考を、文字を通して視覚化していく
作業をあきらめず繰り返していくこと。その中で視界が開け、新たな
自分を発見することが出来るはず。その過程を含め、卒業論文を自分
の大切な経験として完成させることを求めます。

授業内容

第�回：夏期休暇中の成果発表 / 今後の進行について確認
第�回〜第�回：第�章草稿発表 / 講評
第�回〜第�回：アウトラインの調整 / 第�章以降執筆・個人面談
第�回〜第
回：中間発表
第10回〜第12回：個人面談
第13回〜第14回：卒業論文提出の最終確認

履修上の注意

秋学期後半は個人面談の時間が増えていきます。しかし面談は何かを
与えられるためにあるのではなく、すべては自分自身の主体的な姿勢
が重要であることを念頭に置くこと。そして、時間との闘いも繰り広
げられていることも忘れずに。

準備学習（予習・復習等）の内容

執筆作業が本格化する中、これまで以上に主体的な、積極的な姿勢が
求められます。一回一回の機会を大切に、難しいことではあるが、自
分が何を求め、何が疑問であるのかを明確にしておくことを念頭にお
くと、面談の時間が有意義なものとなるはず。こちらからの助言は惜
しみません。この時間、機会を多いに利用して下さい。

教科書

必要に応じてプリントを配布。

参考書

必要に応じて随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（レポート、発表、ディスカッション参加度）30％
最終的に提出された卒業論文 70％

その他
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591_14A13207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

A graduation thesis is the culmination of your studies at Meiji University. The time has come to demonstrate your narrative/
literacy by writing an in-depth critical analysis of a work of American literature. You should be already familiar with the
fundamentals of writing academic essays̶ introduction/body/conclusion, thesis statement with categories of analysis, topic
sentences for body paragraphs, supporting details for topic sentences, transitions between paragraphs, format. You should
already be comfortable with analyzing the elements of a literary work̶plot, character, narration, metaphor, contexts. You
should understand what plagiarism is and why you should avoid it.

Writing is an individual and private activity. In principle and practice, there is no need to attend classes in order to write a
graduation thesis. However, in reality, a big problem faced by most students is that they donʼt create and follow a regular
schedule of writing. Another big problem is that many students have not mastered the skills or knowledge mentioned above.

Therefore, my Sotsuron seminar throughout the year consists of weekly in-class writing of 300-word paragraphs to help
students get into the habit of writing every week, and to create a body of writing that can serve as the basis for producing first,
second, and third drafts. In addition to regular writing sessions, students are provided with “Manual for Sotsuron I” and “Manual
for Sotsuron II,” which review the fundamentals of academic essays and the fundamentals of interpreting literary works that you
learned in your first three years as an English major specializing in literature. Besides in-class writing and explanations of the
two Manuals, several weeks each semester will be used for individual conferences.

授業内容

�. Explanation of “Manual for Sotsuron I” + In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
�. Individual Conference #�
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
	. Individual Conference #�

. In-Class Writing #�
10. In-Class Writing #	
11. In-Class Writing #

12. In-Class Writing #10
13. Explanation of “Manual for Sotsuron II”
14. Individual Conference #�

履修上の注意

A graduation thesis is very different from final papers for other classes. Final papers are submitted to individual instructors, but
the graduation thesis is submitted to Meiji University. There are two days set aside for submission in the second week of January,
at a designated place. The submission process and deadline are handled by Bungakubu administration and staff, not individual
advisors. If you donʼt submit your graduation thesis on time at the right place, there is nothing I can do about it, and you will not
be able to graduate in March.

準備学習（予習・復習等）の内容

Keeping up with the class schedule is the key to having a successful experience in Sotsuron I, and the success of Sotsuron I lays
the groundwork for doing well in Sotsuron II.

教科書

You must choose a book from the list that will be given to you at the first class. There will be about ten works of American
literature to choose from, and you are responsible for getting your own print copy in English. Other supplementary texts, such as
a Japanese translation of the English original, can be purchased as digital books.

参考書

You will be given PDFs of “Manual for Sotsuron I” and “Manual for Sotsuron II,” which explain what you need to know for writing
a research paper on literature in English. You will also be given a custom-made list of required secondary sources for the book/
author you choose. In addition to these resources, make use of the textbooks that you bought for EPW and EAW. Refer to them
to supplement your understanding of all aspects of writing effectively and honestly.

課題に対するフィードバックの方法

Individual Conferences & Explanatory Sessions. As a rule, both will be held in the classroom, but Zoom conferences may be
scheduled as necessary for individual conferences.

成績評価の方法

1. Full attendance for at least � of 10 in-class writings, as well as full attendance for the third individual conference, is the
minimum requirement for earning a tentative grade of “C.” “Tentative” because the grade for Sotsuron I is finalized only when
the grade for Sotsuron II is determined.
2. The grade on the final submitted thesis can go up or down depending on the entire semesterʼs record of attendance, quality of
in-class writing, courtesy and attentiveness when interacting with other students or the instructor, and commitment to following
instructions.
3. In-class writing or individual conferences that aremissed due to absence cannot bemade up or re-scheduled unless proof of a
personal emergency or illness is presented in the form of a written document from a medical clinic or an email from a parent,
including a phone number to call for verification.
4. If you do not provide proof of purchase for a print copy of your primary text, you cannot pass this course.
5. My policy on plagiarism is stated in detail in “Manual for Sotsuron I” and “Manual for Sotsuron II.” Letme summarize themain
points here : Documentary evidence of plagiarism will result in an automatic F for both Sotsuron I and Sotsuron II. For cases of
suspected plagiarism where documentary evidence is not found, a judgment that plagiarism has occurred can still bemade based
on obvious, substantial discrepancies in English fluency and/or quality of ideas between different parts of the essay, and/or a
similar degree and type of discrepancy between in-class writing and writing done outside of class. In the case of suspected
plagiarism without documentary evidence, it is still possible to get an F for Sotsuron I and Sotsuron II if the discrepancies are
egregious and the student cannot, when tested in an oral interview, fluently paraphrase or discuss the contents suspected of
being plagiarized.

その他

None

592_14A13307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

A graduation thesis is the culmination of your studies at Meiji University. The time has come to demonstrate your narrative/
literacy by writing an in-depth critical analysis of a work of American literature. You should be already familiar with the
fundamentals of writing academic essays̶ introduction/body/conclusion, thesis statement with categories of analysis, topic
sentences for body paragraphs, supporting details for topic sentences, transitions between paragraphs, format. You should
already be comfortable with analyzing the elements of a literary work̶plot, character, narration, metaphor, contexts. You
should understand what plagiarism is and why you should avoid it.

Writing is an individual and private activity. In principle and practice, there is no need to attend classes in order to write a
graduation thesis. However, in reality, a big problem faced by most students is that they donʼt create and follow a regular
schedule of writing. Another big problem is that many students have not mastered the skills or knowledge mentioned above.

Therefore, my Sotsuron seminar throughout the year consists of weekly in-class writing of 300-word paragraphs to help
students get into the habit of writing every week, and to create a body of writing that can serve as the basis for producing first,
second, and third drafts. In addition to regular writing sessions, students are provided with “Manual for Sotsuron I” and “Manual
for Sotsuron II,” which review the fundamentals of academic essays and the fundamentals of interpreting literary works that you
learned in your first three years as an English major specializing in literature. Besides in-class writing and explanations of the
two Manuals, several weeks each semester will be used for individual conferences.

授業内容

�. Review of “Manual for Sotsuron II” + In-Class Writing #�
�. Individual Conference #�: Comments on First Draft
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
�. In-Class Writing #�
	. In-Class Writing #�

. In-Class Writing #�
10. In-Class Writing #	
11. In-Class Writing #

12. Individual (Final) Conference #�
13. Individual (Final) Conference #�
14. Individual (Final) Conference #�

履修上の注意

A graduation thesis is very different from final papers for other classes. Final papers are submitted to individual instructors, but
the graduation thesis is submitted to Meiji University. There are two days set aside for submission in the second week of January,
at a designated place. The submission process and deadline are handled by Bungakubu administration and staff, not individual
advisors. If you donʼt submit your graduation thesis on time at the right place, there is nothing I can do about it, and you will not
be able to graduate in March.

準備学習（予習・復習等）の内容

Keeping up with the class schedule is the key to having a successful experience in Sotsuron I, and the success of Sotsuron I lays
the groundwork for doing well in Sotsuron II.

教科書

You must choose a book from the list that will be given to you at the first class. There will be about ten works of American
literature to choose from, and you are responsible for getting your own print copy in English. Other supplementary texts, such as
a Japanese translation of the English original, can be purchased as digital books.

参考書

You will be given PDFs of “Manual for Sotsuron I” and “Manual for Sotsuron II,” which explain what you need to know for writing
a research paper on literature in English. You will also be given a custom-made list of required secondary sources for the book/
author you choose. In addition to these resources, make use of the textbooks that you bought for EPW and EAW. Refer to them
to supplement your understanding of all aspects of writing effectively and honestly.

課題に対するフィードバックの方法

Individual Conferences & Explanatory Sessions. As a rule, both will be held in the classroom, but Zoom conferences may be
scheduled as necessary for individual conferences.

成績評価の方法

1. Full attendance for at least � of 
 in-class writings, and full attendance for the second (final) individual conference, are a
necessary FIRST CONDITION for getting a passing grade of “C.” If this first condition is not met, a graduation thesis could get a
grade of “F” even if it is submitted on time to the university.
2. The grade on the final submitted thesis can go up or down depending on the entire semesterʼs record of attendance, quality of
in-class writing, courtesy and attentiveness when interacting with other students or the instructor, and commitment to following
instructions.
3. In-class writing or individual conferences that aremissed due to absence cannot bemade up or re-scheduled unless proof of a
personal emergency or illness is presented in the form of a written document from a medical clinic or an email from a parent,
including a phone number to call for verification.
4. If you do not provide proof of purchase for a print copy of your primary text, you cannot pass this course.
5. My policy on plagiarism is stated in detail in “Manual for Sotsuron I” and “Manual for Sotsuron II.” Letme summarize themain
points here : Documentary evidence of plagiarism will result in an automatic F for both Sotsuron I and Sotsuron II. For cases of
suspected plagiarism where documentary evidence is not found, a judgment that plagiarism has occurred can still bemade based
on obvious, substantial discrepancies in English fluency and/or quality of ideas between different parts of the essay, and/or a
similar degree and type of discrepancy between in-class writing and writing done outside of class. In the case of suspected
plagiarism without documentary evidence, it is still possible to get an F for Sotsuron I and Sotsuron II if the discrepancies are
egregious and the student cannot, when tested in an oral interview, fluently paraphrase or discuss the contents suspected of
being plagiarized.

その他

None
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593_14A13209

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このセミナーの目標は、文学作品の読み方・テーマの絞り方・論理的な文章の
書き方・先行研究の調査方法・文学理論などを学びながら、アメリカ文学に関す
る卒業論文を完成させることである。
前期は卒論の書き方を確認しつつ、卒論で取り上げる作品をくりかえし精読し、
作品世界と歴史的・文化的背景をまとめたレポートを作成する。また、そのレ
ポートに基づき、テーマと章立てを紹介し、場面の考察を展開した発表報告を行
う。
後期は先行研究の調査を進め、自らの読みを相対化し深めながら、卒業論文を

仕上げる。各々のテーマに即して文学作品を論理的な文章で論じ、人間と文化に
関する認識の地平を拡げていく。

授業内容

発表・討論・レポートを通して、人間と世界を批評する力を養う。�年間の集大
成として卒業論文を書き上げる。
第�回：シラバス確認、担当者決め、卒論規定の確認
第�回：作品・テーマの確認、文学作品の読み方、テーマの絞り方（情報の整理）
第�回：論理的な文章の書き方、引用の仕方
第�回：「図書館 資料検索」
第�回：自分の扱う作品とテーマの紹介
第�回：自分の扱う作品とテーマの紹介
第�回：作品研究、小論の読み合わせ
第	回：文学理論を学ぶ
第
回：文学理論を学ぶ
第10回：文学理論を学ぶ
第11回：テーマ研究
第12回：卒論中間発表
第13回：卒論中間発表
第14回：卒論執筆個別指導（夏に向けて）

履修上の注意

日々、卒論であつかう作品、作家、テーマについて考えてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

アイデアを書きとめ、文章で表現する訓練を積み重ねてください。

教科書

プリントを配布します。

参考書

『MLA英語論文の手引』最新版 北星堂書店
『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』竹内理矢・山本洋平編 ミネルヴァ書房
（文学史、作家・作品・テーマ研究）
『アメリカ文学史』入門 全三巻 補遺版 渡辺利雄著 研究社（作家と作品の紹介）
『アメリカ文化─55のキーワード』 野田研一他編 ミネルヴァ書房（アメリカ文化
の紹介）
『新文学入門』大橋洋一著 岩波書店（文学理論の解説）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席・討論への参加度（30％）、レポート（20％）、発表（30％）、卒論への意欲と
執筆（20％）
各学期、欠席を�回以上した場合、単位は認めない。遅刻・早退合計�回につき
�回の欠席とする。原則として授業開始20分以降の入室は認めない。就職活動で
欠席する場合は、事前連絡（メール）と証明書提出が求められる。

その他

594_14A13309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

このセミナーの目標は、文学作品の読み方・テーマの絞り方・論理的な文章
の書き方・先行研究の調査方法・文学理論などを学びながら、アメリカ文学に
関する卒業論文を完成させることである。
前期は卒論の書き方を確認しつつ、卒論で取り上げる作品をくりかえし精読

し、作品世界と歴史的・文化的背景をまとめたレポートを作成する。また、そ
のレポートに基づき、テーマと章立てを紹介し、場面の考察を展開した発表報
告を行う。
後期は先行研究の調査を進め、自らの読みを相対化し深めながら、卒業論文
を仕上げる。各々のテーマに即して文学作品を論理的な文章で論じ、人間と文
化に関する認識の地平を拡げていく。

授業内容

発表・討論・レポートを通して、人間と世界を批評する力を養う。
第�回：卒論進捗報告
第�回：テーマ研究
第�回：先行研究
第�回：先行研究
第�回：本論執筆
第�回：本論執筆
第�回：個別指導
第	回：個別指導
第
回：個別指導
第10回：個別指導
第11回：個別指導
第12回：発表会
第13回：発表会
第14回：書式の確認、推敲

履修上の注意

�年間の集大成として卒業論文を書き上げる。

準備学習（予習・復習等）の内容

テーマに沿った研究を継続し、人と文化について考え続けること。

教科書

プリントを配布します。各自のハンドアウト。

参考書

『MLA英語論文の手引』最新版 北星堂書店
『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』竹内理矢・山本洋平編 ミネルヴァ書房
（文学史、作家・作品・テーマ研究）
『アメリカ文学史』入門 全三巻 補遺版 渡辺利雄著 研究社（作家と作品の紹介）
『アメリカ文化──55のキーワード』 野田研一他編 ミネルヴァ書房（アメリカ
文化の紹介）
『新文学入門』大橋洋一著 岩波書店（文学理論の解説）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席・討論への参加度（10％）、発表（20％）、卒業論文（70％）

その他
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595_14A13211

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

授業のテーマ及び到達目標 卒論を書くための準備をお手伝いします。卒論の構想を練り，
資料準備をおこないながら，できるだけ早めに執筆を始動させることが目標です。

授業の概要 専門領域・作家・作品：シェイクスピアから現代までの英国演劇，比較演
劇，演劇批評，演技受容史，言語身体論。

関心領域・作家・作品：英語で書かれた演劇，ならびに演劇一般が主ですが，希望卒論テー
マにはどんなものでも一応耳を貸します。ただし，参考文献等の裏付けは必ず求めます。そ
れから英米文学なので，英語は読んでもらいます。

授業内容

春学期進行予定は大体以下の通りです。

�-�月：自己紹介の後，企画会議を続けながら，興味範囲の文献を，あくまで最初の手が
かりとして10冊以上のリストにまとめて，その文献のノートを見せてもらいます。

�月：この時点で方向性が決まっていないと苦しいでしょう。方向性は実際に書いてみるこ
とからしか見えてきません。またこの段階で，文献の調べ方，引用の仕方，書式などを実際
に練習していきます。

�月：夏休み前までに，日本語であれば1600字，英語であれば600 words くらいで第�章の
目論見を必ず提出してもらいます。

第�回：企画会議段階� テーマの候補選定
第�回：企画会議段階� short reading list (SRL) の作成
第�回：企画会議段階� 文献解説
第�回：企画会議段階� 文献解説，もくろみの議論
第�回：企画会議段階� 新たな文献解説，もくろみの議論，リサーチの仕方の確認
第�回：一章分の主題設定：リサーチ・ゴールの仮設定
第�回：リサーチ状況確認，問題点の指摘，展開予測
第	回：リサーチ状況確認，問題点の指摘，展開予測
第
回：リサーチ状況確認，問題点の指摘
第10回：執筆開始確認（一章分）
第11回：引用，書式の確認，経過報告発表
第12回：引用，書式の確認，経過報告発表
第13回：引用，書式の確認，経過報告発表
第14回：中間発表

履修上の注意

論文指導はクラス形式で行います。教員だけではなく，卒論を書く同輩にも自分の考えを説
明することで，刺激だけではなく，意欲がうまれるのをみてきたからです。ですから，でき
るだけ毎週来てください。たとえ進捗が芳しくなくても，現在の状況を話し，自分が今いる
位置を確認するだけでも，大きな違いがあります。時間はあっという間に過ぎていきます。
指導を受けることは，少なくともタイム・マネジメント上極めて重要です（指導の60%は，
いわゆる「お尻を叩く」ことにあるのですから）。就活等で忙しい人もいるでしょうが，卒
業論文の研究テーマをはっきりさせ，執筆を精力的に行うことは，就活でも有効です。

準備学習（予習・復習等）の内容

学生さんには以下のフォーマットで卒論を書くように勧めています。
梗概／イントロ／第�〜�章／結論／書誌

夏休み中：少なくとも第�章を書きます。中間発表（�章の紹介）を学期末ならびに合宿が
できるようであればその時にもしてもらいます。

教科書

論文に関する様々な注意書きはよく読むように。プレゼンテーションの体裁（書式，読み
やすさなど）は，論文の質を決定する重要な要素であるだけでなく，社会に出てからも常に
要求されます。

参考書

文献探しは早めに。英語の原書がある場合には，必ず当たること。引用を行う際に英語の原
文（そして日本語で執筆の際はその日本語訳）を出典と共に記すのが，当専攻の卒業論文の
ルールです。作品はできるだけ早めに，何度も読むこと。一回読んだだけでは論文は書けま
せん。論文で扱う作品は，見極めをつけるのにも，早めに当たっておくことが重要なので
す。文献は調べながら書いていく際に芋づる式に出て行きます。面倒くさがらずに，その蔓
を辿ることが重要です。もちろんこちらから指示も出します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

指導を受けた学生さんが挙げた成果がそのまま評価対象になります。なお，当然ですが，剽
窃は絶対ダメです（卒論が認められないだけではなく，処分の対象になります）。「教えて
君」を育てるつもりはありません。

その他

指導中に「これをやればよいですか」，「これをやってもダメですよね」と私に訊いても大概
無駄です。卒論指導は，学生の問題発見力と，その自主的な解決力をつけてもらう場ですの
で，そういう質問には答えません。

596_14A13311

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 野 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

授業のテーマ及び到達目標 卒論執筆・提出のための指導。指導を取り入れ、自分がおこなっ
たリサーチに基づいた卒論を提出することが目的です。

授業内容

専門領域・作家・作品：シェイクスピアから現代までの英国演劇，比較演劇，演劇批評，演技
受容史，言語身体論。
関心領域・作家・作品：英語で書かれた演劇，ならびに演劇一般が主ですが，希望卒論テーマ
にはどんなものでも一応耳を貸します。ただし，参考文献等の裏付けは必ず求めます。それか
ら英米文学なので，英語は読んでもらいます。

進行予定は大体以下の通りです。


-10月：第�章の検討から，第�，�章の流れを決め，卒業論文の構成をかためていきます。
この時点でスケルトンが完成すると同時に，残りの章の執筆が進みます。
11月：細かく執筆中の章を検討していきながら，全�章の草稿を書き上げます。
12月：イントロと結論を書きながら，論文の最終チェックをします。書式，書誌のチェックも
ここで行います。
冬休み：技術的な点を総チェックして提出に備えます。

第�回：中間発表（一章分）の検討，全体の構成固め
第�回：スケルトン案作成
第�回：執筆確認（二章目）
第�回：執筆確認（二章目）
第�回：執筆確認（二章目），三章に向けて方向性の確認
第�回：執筆確認（二章目），三章に向けて方向性の確認
第�回：執筆確認（三章目）
第	回：執筆確認（三章目）
第
回：執筆確認（三章目）
第10回：イントロと結論の整合性確認
第11回：イントロ執筆確認
第12回：イントロを受けて，全体手直し
第13回：書式確認
第14回：提出前チェック

論文指導はクラス形式で行います。教員だけではなく，卒論を書く同輩にも自分の考えを説明
することで，刺激だけではなく，意欲がうまれるのをみてきたからです。

履修上の注意

論文指導はクラス形式で行います。教員だけではなく，卒論を書く同輩にも自分の考えを説明
することで，刺激だけではなく，意欲がうまれるのをみてきたからです。

時間はあっという間に過ぎていきます。指導を受けることは，少なくともタイム・マネジメン
ト上極めて重要です（指導の60%は，いわゆる「お尻を叩く」ことにあるのですから）。就活等
で忙しい人もいるでしょうが，卒業論文の研究テーマをはっきりさせ，執筆を精力的に行うこ
とは，就活でも有効です。

指導中に「これをやればよいですか」，「これをやってもダメですよね」と私に訊いても大概無
駄です。卒論指導は，学生の問題発見力と，その自主的な解決力をつけてもらう場ですので，
そういう質問には答えません。

準備学習（予習・復習等）の内容

できるだけ毎週来てください。たとえ進捗が芳しくなくても，現在の状況を話し，自分が今い
る位置を確認するだけでも，大きな違いがあります

教科書

論文に関する様々な注意書きはよく読むように。プレゼンテーションの体裁（書式，読みやす
さなど）は，論文の質を決定する重要な要素あるだけでなく，社会に出てからも常に要求され
ます。

参考書

英語の原書がある場合には，必ず当たること。引用を行う際に英語の原文（そして日本語で執
筆の際はその日本語訳）を出典と共に記すのが，当専攻の卒業論文のルールです。作品はでき
るだけ早めに，何度も読むこと。一回読んだだけでは論文は書けません。文献は調べながら書
いていく際に芋づる式に出て行きます。面倒くさがらずに，その蔓を辿ることが重要です。も
ちろんこちらから指示も出します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文80%。口頭試問20%。なお，当然ですが，剽窃は絶対ダメです（卒論が認められないだ
けではなく，処分の対象になります）。「教えて君」を育てるつもりはありません。

その他
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597_14A13204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文執筆のため、テーマを明確にし、先行研究を集め、議論の組み立
て方を学び、定められた書式・スタイルに従ってアイデアをまとめるため
の方法論を確認します。前期ではテーマをまずは決めていきます。個別指
導を経て中間発表までをクリアできるよう一歩ずつ進めていきましょう。
後期では、テーマに沿って議論を組み立てながら、先行研究に対して自身
の論をどのように位置づけるのかを明らかにしていきます。論文執筆と
は、自分の考えを他人が理解できるよう説得的に伝える、という単純なが
ら難しい作業です。こうしたスキルは卒論のためだけではなく、卒業後も
重要な意味をもちます。

授業内容

以下の流れで進めていきます。進捗状況に応じて、多少の変更が生じる可
能性があります。

�.卒論執筆という作業の意義について
�.テーマの例を確認
�.テーマの決め方について
�.扱う作家・作品・テーマについて
�.扱う作家・作品・テーマについて、より明確に
�.先行研究さがし
�.先行研究さがし、最初のまとめ
	.個別指導

.個別指導
10.個別指導
11.アウトライン発表
12.アウトライン発表
13.アウトライン発表
14.秋学期に入るまでの流れについて

履修上の注意

ひとつのアイデアからどのように考えを発展させることができるか、色々
な角度から物事をみるよう意識してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

論文執筆は書くのと同じ程度、削る作業が重要です。書いては直し、の作
業を繰り返してよいものを仕上げてください。

教科書

無し。必要な資料は配布します。

参考書

必要に応じて紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席30％、提出物30％、発表（紙媒体での提出含む）40％

その他

598_14A13304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文執筆のため、テーマを明確にし、先行研究を集め、議論の組み
立て方を学び、定められた書式・スタイルに従ってアイデアをまとめる
ための方法論を確認します。前期ではテーマをまずは決めていきます。
個別指導を経て中間発表までをクリアできるよう一歩ずつ進めていきま
しょう。後期では、テーマに沿って議論を組み立てながら、先行研究に
対して自身の論をどのように位置づけるのかを明らかにしていきます。
論文執筆とは、自分の考えを他人が理解できるよう説得的に伝える、と
いう単純ながら難しい作業です。こうしたスキルは卒論のためだけでは
なく、卒業後も重要な意味をもちます。

授業内容

以下の流れで進めていきます。進捗状況に応じて、多少の変更が生じる
可能性があります。

�.夏期休暇に書き進めた点について（テーマの再確認）
�.アウトラインの確認
�.アウトラインの確認
�.アウトラインの確認、先行研究のまとめ（修正版）
�.中間発表
�.中間発表
�.中間発表
	.個別指導

.個別指導
10.個別指導
11.進捗確認
12.進捗確認
13.最終確認
14.最終確認

履修上の注意

ひとつのアイデアからどのように考えを発展させることができるか、
色々な角度から物事をみるよう意識してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

論文執筆は書くのと同じ程度、削る作業が重要です。書いては直し、の
作業を繰り返してよいものを仕上げてください。

教科書

無し。必要な資料は配布します。

参考書

適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席10％、発表と提出物20％、卒業論文70%

その他

─ 310─



599_14A13206

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（英米文学） ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Spring Semester

授業内容

In this course, students will write a thesis̶a research paper of over
twenty-five double-spaced pages in English on a work of literature in
the English language. Students will be encouraged to choose the work
and topics on which they focus, although guidance will be given by the
instructor.

履修上の注意

�.Introduction to class
�.Choosing a research topic
�.Student discussions of thesis topics
�.What is a thesis?
�.What is plagiarism?
�.Student presentations on thesis topics
�.Building a bibliography
	.Submission of section one of thesis

.How to use the library
10.How to use computer resources
11.Submission of section two of thesis
12.How to read and write about a text
13.Submission of section three of thesis
14.Discussion of progress in term thus far
15.Plan for next term

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must be able to read texts in English and to write about them
in English. They must also be enthusiastic about engaging in a longer
research project.

教科書

During classes and tutorials, students will be guided through the
writing process and introduced to core research skills. Students will
give regular presentations on their progress , responding
spontaneously to questions from the instructor. Students will be given
the opportunity to submit drafts of their thesis before final
submission. Those seeking a high grade are advised to submit work on
time and to respond positively to feedback.

参考書

Students should have a copy of the following for consultation : MLA
Handbook for Writers of Research Papers (The Modern Language
Association of America, 2016) eighth edition, ISBN-10: 890072021X,
ISBN-13: 978-8900720211. Either paper or Kindle format. All further
reading will be provided in class.

課題に対するフィードバックの方法

All additional reading provided in class.

成績評価の方法

★未入稿★
その他

The final grade is based on the thesis but may also be altered due to
poor attendance or inadequate preparation for class. If there is any
provable plagiarism detected in your thesis, you will receive a failing
grade for the class.

600_14A13306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（英米文学） ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Fall Semester

授業内容

In this course, students will write a thesis̶a research paper of over
twenty-five double-spaced pages in English on a work of literature in
the English language. Students will be encouraged to choose the work
and topics on which they focus, although guidance will be given by the
instructor.

履修上の注意

�. Submission of work completed over the break
�.Discussion of thesis
�.How to read and write about criticism
�.How to read and write about theory
�.Student submission of further work
�.How to do historical research
�.Student presentations on thesis progress
	.Student submission of further work

.How to read and write about a text �
10.How to read and write about criticism �
11.Student submission of penultimate draft
12.Instructor feedback on student drafts
13.Student submission of final draft
14.Wrap-up session
15.Submission

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must be willing to write, read and speak in English and be
interested in conducting a longer research project.

教科書

During classes and tutorials, students will be guided through the
writing process and introduced to core research skills. Students will
give regular presentations on their progress , responding
spontaneously to questions from the instructor. Students will be given
the opportunity to submit drafts of their thesis before final
submission. Those seeking a high grade are advised to submit work on
time and to respond positively to feedback.

参考書

Students should have a copy of the following for consultation : MLA
Handbook for Writers of Research Papers (The Modern Language
Association of America, 2016) eighth edition, ISBN-10: 890072021X,
ISBN-13: 978-8900720211. Either paper or Kindle format. All further
reading will be provided in class.

課題に対するフィードバックの方法

All additional reading provided in class.

成績評価の方法

★未入稿★
その他

The final grade is based on the thesis but may also be altered due to
poor attendance or inadequate preparation for class. If there is any
provable plagiarism detected in your thesis, you will receive a failing
grade for the class.
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601_14A23501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（ドイツ文学） ドイツ文学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文執筆に向けた準備を行う。
みずからの問いを明確にし、そのための資料を収集し、その分析を進
めることを目標とする。

岡 本 和 子：十九世紀から二十世紀前半にかけてのドイツ文学，
思想，および，ベルリン関係
冨 重 与志生：十八世紀および現代のドイツ文学，近現代の美術・
建築・デザイン・工芸・料理文学など
新 本 史 斉：十九世紀から現代にかけてのドイツ語文学，ヨー
ロッパ越境文学，翻訳論，および，スイス関係
福 間 具 子：近、現代の抒情詩全般、思想（特に言語哲学），ユ
ダヤ系文化
渡 辺 学：日独言語文化，現代ドイツ語の諸相（特にグループ
語，若者ことば，造語，慣用句），異文化理解と異文化コミュニケー
ション

授業内容

第�回：卒業論文とレポートの違いといった基礎的、概略的説明を行
うとともに、2022年�月初旬における卒業論文提出までの日
程表の説明。併せて、各人の卒論のテーマの早期確立を促
す。

第�回以降第13回までは、すでに前年度から行っている卒論予備ゼミ
における個人面談を受けて、各人の卒論テーマについて発表してもら
う。また、昼休み等の時間を利用して個別指導も行う予定である。
第14回は夏休みを控えた、卒論のための資料の収集および読み込みに
重要な時期なので、全員かならず出席して今後の方針を明確にするよ
うに指導する。

履修上の注意

指導教員と常にコンタクトを持ち、計画的に勉強を進めること。

準備学習（予習・復習等）の内容

つねに、論文の構成を念頭におきながら、資料収集・分析を進めるこ
と。

教科書

特に使用しない。

参考書

特に定めないが、必要に応じて指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論の内容と口頭試問で評価する。

その他

602_14A23601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（ドイツ文学） ドイツ文学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文執筆を行い、その際に生じた疑問点を解決してゆく。
明確な問いをもち、対象を批判的に考察したうえで、論理的に構成さ
れた卒業論文の完成を目標とする。

岡 本 和 子：十九世紀から二十世紀前半にかけてのドイツ文学，
思想，および，ベルリン関係
冨 重 与志生：十八世紀および現代のドイツ文学，近現代の美術・
建築・デザイン・工芸・料理文学など
新 本 史 斉：十九世紀から現代にかけてのドイツ語文学，ヨー
ロッパ越境文学，翻訳論，および，スイス関係
福 間 具 子：近、現代の抒情詩全般、思想（特に言語哲学），ユ
ダヤ系文化
渡 辺 学：日独言語文化，現代ドイツ語の諸相（特にグループ
語，若者ことば，造語，慣用句），異文化理解と異文化コミュニケー
ション

授業内容

第�回：およそ二か月に及ぶ夏休みの間に進めた卒論のテーマの進捗
状況について、一人10分程度で発表してもらう。その後、卒
論のテーマや書き方について相談がある人には個別に対応す
る。

第�回から第13回：論文の書式についての説明（注の付し方、引用の
仕方）を行い、個別面談において具体的な執筆過程で生じた疑問点に
ついて解決をはかる。適宜、執筆中の論文についての意見交換も行
う。
第14回：完成した卒業論文を読み直し、再度の確認を行う。

履修上の注意

指導教員と常にコンタクトを持ち、計画的に勉強を進めること。

準備学習（予習・復習等）の内容

つねに、論文の構成を念頭におきながら、資料収集・分析を進めるこ
と。

教科書

特に使用しない。

参考書

特に定めないが、必要に応じて指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論の内容と口頭試問で評価する。

その他
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603_14A35001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（フランス文学） フランス文学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

指導担当の先生から指導を受けながら、�年かけて20,000字以上の卒業論文を作成しま
す。

指導担当者 と主な専門

奥 香織 舞台芸術・芸術文化（史）、劇文学（戯曲、演出、翻案等）、芸術と社会、文
化史
小島 久和 16世紀文学
杉山利恵子 フランス語学
谷口亜沙子 フランスの文学、映画
田母神顯二郎 フランス詩、フランス文化全般、フランス思想
根本 美作子 文学・表象文化論

参考までに、卒論担当者の専門領域を略記しましたが、担当者と相談の上、他のテー
マを選ぶことも可能です。 また履修者数の調整によって、担当者が希望した先生にな
らないこともあり ます。

授業内容

卒業論文の制作は、�年生の秋学期の卒論プレ指導によって主題への関心付けがなさ
れ、�年次春の担当者決定によって本格的に始まります。大まかな流れは以下のとお
り です。
�月 初旬 ガイダンス 、「主題報告書」の配付

中旬 「主題報告書」の提出(事務室)
下旬 担当教員の決定(掲示板)、 第�回の論文指導

�回目以降は、担当教員の指示にしたがってください。

�月冬休み明け 卒論提出
�月末〜�月初め 面接試問

履修上の注意

注意事項
� �月のガイダンスおよび第一回目の論文指導には必ず出席してください。
� 卒業論文の字数は、日本語で20,000字(400字原稿用紙50枚)以上 です。それにフラ
ンス語の要約（レジュメ）を添付してください。書式その他の詳細は、指導教授 の指
示に従ってください。
� 「論文指導」では、各自の主題に従って、論考の進め方、参考文献の調査、執筆の
手順など具体的な助言を与えます。しかし、論文の作成は、いわば大学の勉強の総決
算ですから、受け身の指導に甘んぜず、自主性を発揮してください。
� 多くの学生にとって、50枚の文章を書くのは初めての経験でしょう。せっかくの
機会ですから、持てる力を十分に発揮してください。しかし,「論文」だからといっ
て、必要以上に背伸びをせず、自分の考えを自分の言葉で書いてください。
� 論文の提出日時は厳格です。万一その時刻に遅れると、正当な理由がない限り受
理してもらえません。そうなれば�月卒業も見送りとなりますので、くれぐれも注意
してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

卒業論文の主題を論じるために必要な文献一覧を中央図書館等を活用して作成してく
ださい。

教科書

担当教員と相談のうえ、その指示に従ってください。

参考書

担当教員と相談のうえ、その指示に従ってください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文 80% 口頭試問 20%

その他

604_14A35101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（フランス文学） フランス文学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

指導担当の先生から指導を受けながら、�年かけて20,000字以上の卒業論文を作成します。

指導担当者 と主な専門

奥 香織 舞台芸術・芸術文化（史）、劇文学（戯曲、演出、翻案等）、芸術と社会、文化史
小島 久和 16世紀文学
杉山利恵子 フランス語学
谷口亜沙子 フランスの文学、映画
田母神顯二郎 フランス詩、フランス文化全般、フランス思想
根本 美作子 文学・表象文化論

参考までに、卒論担当者の専門領域を略記しましたが、担当者と相談の上、他のテーマを
選ぶことも可能です。 また履修者数の調整によって、担当者が希望した先生にならないことも
あり ます。

授業内容

卒業論文の制作は、�年生の秋学期の卒論プレ指導によって主題への関心付けがなさ れ、�年
次春の担当者決定によって本格的に始まります。大まかな流れは以下のとおり です。
�月 初旬 ガイダンス 、「主題報告書」の配付

中旬 「主題報告書」の提出(事務室)
下旬 担当教員の決定(掲示板)、 第�回の論文指導

�回目以降は、担当教員の指示にしたがってください。

〔目標〕
	月 執筆開始

月 論文の30％完成
10月 論文の50％完成
11月 論文の80％完成
12月 論文の100％完成

�月冬休み明け 卒論提出
�月末〜�月初め 面接試問

履修上の注意

注意事項
� �月のガイダンスおよび第一回目の論文指導には必ず出席してください。
� 卒業論文の字数は、日本語で20,000字(400字原稿用紙50枚)以上 です。それにフランス語の
要約（レジュメ）を添付してください。書式その他の詳細は、指導教授 の指示に従ってくださ
い。
� 「論文指導」では、各自の主題に従って、論考の進め方、参考文献の調査、執筆の手順など
具体的な助言を与えます。しかし、論文の作成は、いわば大学の勉強の総決算ですから、受け
身の指導に甘んぜず、自主性を発揮してください。
� 多くの学生にとって、50枚の文章を書くのは初めての経験でしょう。せっかくの機会です
から、持てる力を十分に発揮してください。しかし,「論文」だからといっ て、必要以上に背伸
びをせず、自分の考えを自分の言葉で書いてください。
� 論文の提出日時は厳格です。万一その時刻に遅れると、正当な理由がない限り受理しても
らえません。そうなれば�月卒業も見送りとなりますので、くれぐれも注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

卒業論文の主題を論じるために必要な文献一覧を中央図書館等を活用して作成してください。

教科書

担当教員と相談のうえ、その指示に従ってください。

参考書

担当教員と相談のうえ、その指示に従ってください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文 80% 口頭試問 20%

その他
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605_14A42703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（演劇学） 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

学部の集大成として卒業論文を完成させるとともに、これまでに習

得した専門的な知識を用いて、文章を論理的に構築するスキルを獲得

することを目標とする。テーマはモダニズム以降の西洋演劇を推奨す

る。ただし、演劇学専攻で学んだ知識・理論を応用して論じるのであ

れば、テーマの限定はしない（履修上の注意をよく読むこと）。

授業内容

第�-�回 論文執筆ルールの確認、文献収集方法の確認、卒論テーマ

決定

第�-12回 構成の確立（章立て、目次）

第13-14回 卒業論文完成までの計画表作成

＊春学期の終わりか秋学期の初めに中間報告を行なう。

履修上の注意

個別指導が主となるため、自発的に担当教員と連絡を取り、卒業論

文完成に向けて主体的に努めることを前提とします。また、好きであ

ることと論じることは異なる行為であることを自覚し、学問の体系を

理解することが必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

指導教員と相談の上、資料検索、文献収集・読解等を自主的に行なっ

ていくことが必要です。

教科書

なし

参考書

指導教員と相談の上、各自で論文作成のための文献表を作成してい

く。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

論文への取り組み100%だが、卒業論文Ⅱと合わせて単位とする。

口頭試問の無断欠席は、評価の対象外となる。

その他

606_14A42803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（演劇学） 伊 藤 愉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

学部の集大成として卒業論文を完成させるとともに、これまでに習

得した専門的な知識を用いて、文章を論理的に構築するスキルを獲得

することを目標とする。テーマはモダニズム以降の西洋演劇を推奨す

る。ただし、演劇学専攻で学んだ知識・理論を応用して論じるのであ

れば、テーマの限定はしない（履修上の注意をよく読むこと）。

授業内容

第�回 論文作成においての注意点、枠組み章立ての再確認。

第�-�回 卒業論文執筆、個別面談

第�回 論文執筆ルールの確認

第	-13回 卒業論文執筆、個別面談

第14回 完成論文の報告とディスカッション

履修上の注意

個別指導が主となるため、自発的に担当教員と連絡を取り、卒業論文

完成に向けて主体的に努めることを前提とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

指導教員と相談の上、各自で論文作成のための書誌情報を作成してい

く。個別面談は、それまでの成果を報告するために十分に準備して臨

むこと。

教科書

なし

参考書

指導教員と相談の上、各自で論文作成のための書誌情報を作成してい

く。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論執筆に向けた取り組み（30%）、卒業論文の内容（70%）に基づい

て総合的に評価する。

口頭試問の無断欠席は、評価の対象外となる。

その他
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607_14A42705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（演劇学） 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は�年間の総まとめである。どのようなテーマを選択するかによ
り、論文作成の方法も変わってくるので、まずはテーマの選択について充分
に考える時間を持って欲しい。テーマをしっかり吟味したうえで、しかるべ
き手順を踏んですすめていけば、必ず完成させることが出来るものであるが、
時間的な制約も考慮して早めにきちんとした計画を立てることが重要な鍵と
なる。特に�年次は卒業論文作成以外に様々な課題を抱える時期でもあるの
で、指導教員との連絡を密にして、作成のための時間配分に留意して欲しい。
指導の領域は、日本演劇全般（歌舞伎を除く）とする。

授業内容

第�回 テーマの選択について
第�回 調査・研究の方法について（どのように考えるか）
第�回 図書館その他での調査・研究方法について（何を使うか）
第�回 テーマの再考
第�回 第�次レポートのための指導（調査について）
第�回 第�次レポートのための指導（考察について）
第�回 第�次レポートについての報告
第	回 第�次レポートの提出
第
回 第�次レポートについてのコメント
第10回 テーマについての再調整
第11回 第�稿のための調査
第12回 第�稿の構成と研究計画の報告
第13回 第�稿の構成と研究計画についてのコメント
第14回 第�稿のための中間発表

履修上の注意

�月のスタート段階では、受講者全員に共通して必要な、論文執筆のため
の基本的な姿勢や執筆方法についての講義を行う。各自のテーマについての
レポート執筆以降は、それぞれに向けた指導を個別に行う予定なので、必ず
教員との連絡を密にとるようにして欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

�月のスタート段階では、受講者全員に共通して必要な、論文執筆のため
の基本的な姿勢や執筆方法についての講義を行うので、各自ノートなどを用
意して、基礎的な事項を整理しておくこと。また、文章を書くことに慣れる
必要もあるので、短い文章でも良いから、自分の考えをノートなどに随時ま
とめておくと良いだろう。
「文献一覧表」については、エクセルなどを使用して、随時追加していく方
法も考えられよう。卒業論文完成まで、幾つかのステップがあるので、多少
遅れることがあっても、ひとつひとつのステップにおける課題を着実にこな
していくように努力して欲しい。

教科書

各自のテーマに合わせた必読書を紹介する。全員に共通の教科書は特に指
定しないが、配布プリントを中心に論文の書き方についての指導を行う。

参考書

各自のテーマに合わせた参考書を紹介する。全員に共通の参考書は特に指
定しない。

課題に対するフィードバックの方法

各自の進捗状況に合わせて、対面または、クラスウェブを通じてコメント
する。

成績評価の方法

構想案および第�稿、第�稿、提出論文の内容について、指導への対応を
考慮しながら評価する。（卒業論文Ⅱと合わせての評価とする）

その他

受講者は指導教員との連絡を密にとることを心掛けて欲しい。

608_14A42805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（演劇学） 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は�年間の総まとめである。どのようなテーマを設定するかに
より、論文作成の方法も変わってくるので、ある程度論文の内容が定まっ
てきた段階で、再度、テーマを吟味するよう心がけるようにして欲しい。
しかっりとテーマの絞り込みを行ったうえで、しかるべき手順を踏んです
すめていけば、必ず完成させることが出来るものであるが、時間的な制約
も考慮して早めにきちんとした計画を立てることが重要な鍵となる。特に
�年次は卒業論文作成以外に様々な課題を抱える時期でもあるので、指導
教員との連絡を密にして、作成のための時間配分に留意して欲しい。
指導の領域は、日本演劇全般（歌舞伎を除く）とする。

授業内容

第�回 第�稿の提出
第�回 第�稿についてのコメント
第�回 第�稿改訂のための調査・研究（�）
第�回 第�稿改訂のための調査・研究（�）
第�回 第�稿提出のための研究計画
第�回 第�稿提出のための研究計画へのコメント
第�回 第�稿のための調査・研究（�）
第	回 第�稿のための調査・研究（�）
第
回 第�稿の提出
第10回 第�稿の最終調整（論文形式の最終チェック）
第11回 完成原稿の提出
第12回 完成原稿へのコメント
第13回 提出原稿の最終チェック
第14回 提出原稿へのコメント

履修上の注意

受講者全員に共通して必要な、論文執筆のための基本的な姿勢や執筆方
法についての講義と、各自のテーマについての、個々に向けた指導の両方
を行う予定なので、必ず教員との連絡を密にとるようにして欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

夏季休暇明けに、まずは第�稿を提出すること。ここから、この第�稿
を修正しつつ、最終的な論文の完成を目指すことになる。第�稿の提出後
は、あらためて、より広い視野で自身のテーマについて再考してみると良
いだろう。指導教員から第一稿へのコメントを伝えるので、コメントを良
く読み、第�稿に反映させることが重要である。また、完成にむけて、論
文の形態も整えること。以上のことがらを含め、毎回の指導のなかで、各
自に細かいアドバイスを与えるので、必ずノートなどに整理しておいて欲
しい。

教科書

各自のテーマに合わせた必読書を紹介する。全員に共通の教科書は特に
指定しないが、配布プリントを中心に論文の書き方についての指導を行
う。

参考書

各自のテーマに合わせた参考書を紹介する。全員に共通の参考書は特に
指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

各自の進捗状況に合わせて、対面または、クラスウェブを通じてコメン
トする。

成績評価の方法

全体の構想案、および第�稿、第�稿、提出論文の内容について、指導
への対応を考慮しながら評価する。（卒業論文Ⅰと合わせての評価とす
る。）

その他

受講者は指導教員との連絡を密にとることを心掛けて欲しい。
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609_14A42701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（演劇学） 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�年間の取り組みの総まとめとして卒業論文の作成・提出を目指し

た指導を通年で行う。

井上の指導で行う領域は原則として西洋演劇に関わるものとする。

授業内容

春学期

第�回〜第�回 卒論テーマ決定，文献収集の方法ガイダンス，図書

館ガイダンス。

第�回〜第13回 各自のテーマに基づいて文献収集・資料読解および

その報告。

第14回 春学期のまとめ 論文執筆ワークショップ

※受講人数にもよるが，春学期末か秋学期初頭に（場合によったら合

宿形式で）中間発表会を行う。（ちなみに2019年度は合宿を行った。

2020、21、22年度は実施中止）

履修上の注意

執筆までの取り組みを重視するので，授業にまったく来ないでいき

なり提出日に論文を提出するのは認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期は文献収集の仕方をみっちり授業内で指導するので、文献をま

ず探すことに時間を割くこと。

教科書

授業としては定めない。各自のテーマに応じて必要な文献を指示す

る。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

毎回参加者同士と教員からのコメントを発表者に提示していく。

成績評価の方法

春学期は文献収集への姿勢が評価の対象となる。文研収集とその読解

の都度の報告を100パーセント評価基準とする。（ただし秋学期と合わ

せて単位とする）

その他

上記のように，原則的に途中経過を定期的に報告することを必須とす

る。

610_14A42801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（演劇学） 井 上 優

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�年間の取り組みの総まとめとして卒業論文の作成・提出を目指し

た指導を通年で行う。

井上の指導で行う領域は原則として西洋演劇に関わるものとする。

授業内容

秋学期

第�回 卒論の執筆上の諸注意

第�回〜第10回 受講生によるプレゼン （進捗報告）

第11回〜第13回 卒業論文執筆，個別面談

第14回 卒業論文反省会

※2020、21、22年度は、通常夏休みに行っている合宿形式による中間

報告会が実施できなかったので、秋学期の前半を中間報告会に充て

た。

世の中の状況に応じて柔軟に取り組みが変更する可能性があることを

留意しておくこと。

履修上の注意

春学期と同様、執筆までの取り組みを重視するので，授業に来ないで

いきなり提出日に論文を提出するのは認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

中盤以降、面接形式を取るので、授業に出席しない間には当然十分な

卒業論文への取り組みが求められる。

少しずつでも確実に進めるように心がけること。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

毎回参加者同士と教員からのコメントを発表者に提示していく。

成績評価の方法

卒業論文自体の評価で判断するが，春学期の取り組みと合わせて日常

的な取り組み（都度の進捗状況の報告・途中経過の提出）も加味され

る。（提出前の日常的な取り組みの度合い50点+卒業論文の評価50点）

また，口頭試問の無断欠席は，評価の対象外となる。

その他

データで卒業論文集を作成する予定
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611_14A42702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（演劇学） 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の作成・提出を目標とし，各自の選定した研究テーマに沿っ

て指導する。

テーマ設定の推奨領域は，近代以後の演劇、主に欧米演劇。

授業内容

卒業論文Iでは以下のように進める。

�）〜�）討論および論文購読─テーマ設定，構想についての検討

�）〜13）テーマの絞込，資料収集を進めながら構想を固めていく。

図書館利用，資料収集，文献分析の方法など，各々のテーマについて

個別指導。

授業内で進捗状況の発表も順次行う。

14）概要をまとめたペーパーを提出。

さらに卒業論文IIに継続して指導を進める。

15）〜19）夏休み後半から秋学期はじめに中間発表会を実施する。

（草稿の提出）

20）〜25）本論の執筆を各自進める。途中経過の報告。個人指導。

26）〜28）仕上げ，論文の体裁などをチェック。

履修上の注意

上記の推奨テーマ以外の指導を希望する場合には，事前に相談に来る

こと。

�月末か�月に行われる口頭試問への出席を必須とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

つねに各自の研究テーマに沿った資料収集を心がける。

かつ各種発表準備のためのレジュメ作成。

教科書

個別に指示する

参考書

個別に提示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文Ⅱと合わせて単位を認める。

口頭試問の無断欠席は，評価の対象外となる。

その他

612_14A42802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（演劇学） 大 林 のり子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の作成・提出を目標とし，各自の選定した研究テーマに沿っ

て指導する。

テーマ設定の推奨領域は，近代以後の演劇，主に欧米演劇。

授業内容

卒業論文IIでは、卒業論文Iと継続して指導を進める。

15）〜19）夏休み後半から秋学期はじめに中間発表会を実施する。

（草稿の提出）

20）〜25）本論の執筆を各自進める。途中経過の報告。個人指導。

26）〜28）仕上げ，論文の体裁などをチェック。

履修上の注意

上記の推奨テーマ以外の指導を希望する場合には，事前に相談に来る

こと。

�月末か�月に行われる口頭試問への出席を必須とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

つねに各自の研究テーマに沿った資料収集を心がける。

かつ各種発表準備のためのレジュメ作成。

教科書

個別に指示する

参考書

個別に提示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文の内容（口頭試問を含む）70%，取り組む姿勢30%で評価。

口頭試問の無断欠席は，評価の対象外となる。

その他
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613_14A42704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（演劇学） 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

大学における学修の集大成としての卒業論文の完成を目指す。
各自の問題意識や執筆の進度に即し、テーマと仮説の設定、論旨の構
成、資料の扱い方、実証・論証の方法、表記・書式等について具体的
な指導を行う。受講者には複数回の口頭発表が課せられる。
的確明瞭で論理的な記述・表現による論文の執筆により、学術的意義
のある議論や主張を提示できる能力を身に付けることを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 テーマと仮説の設定
第�回 論文の構成方法
第�回 資料調査の方法（�）一次資料
第�回 資料調査の方法（�）先行研究
第�回 論文の表記・書式
第�回 執筆計画発表（�）
第	回 執筆計画発表（�）
第
回 執筆計画発表（�）
第10回 講評
第11回 執筆計画発表（�）
第12回 執筆計画発表（�）
第13回 執筆計画発表（�）
第14回 講評・まとめ

履修上の注意

必ず「卒業論文II」と合わせて履修すること。秋学期の開講までに草
稿の提出を課す。
第�回に発表の担当日程等を決定するので履修希望者は必ず出席する
こと。
他の受講者の発表に対しても積極的に発言し議論に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
他の受講者の発表に対するコメント等も聞き流さずノートを取るなど
して復習を行うこと。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

戸田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』（ＮＨＫ出版）
など、論文執筆の入門書を一冊通読することを勧める。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での報告・発表60％、授業への参加度40％。

その他

614_14A42804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（演劇学） 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

大学における学修の集大成としての卒業論文の完成を目指す。
各自の問題意識や執筆の進度に即し、テーマと仮説の設定、論旨の構
成、資料の扱い方、実証・論証の方法、表記・書式等について具体的
な指導を行う。受講者には複数回の口頭発表が課せられる。
的確明瞭で論理的な記述・表現による論文の執筆により、学術的意義
のある議論や主張を提示できる能力を身に付けることを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 論文報告（�）
第�回 論文報告（�）
第�回 論文報告（�）
第�回 論文報告（�）
第�回 講評
第�回 論文報告（�）
第	回 論文報告（�）
第
回 論文報告（�）
第10回 論文報告（	）
第11回 講評
第12回 最終チェック（�）
第13回 最終チェック（�）
第14回 講評・まとめ

履修上の注意

必ず「卒業論文Ｉ」と合わせて履修すること。
第�回に発表の担当日程等を決定するので、「卒業論文Ｉ」で指定さ
れた要領により事前に草稿を提出した上で必ず出席すること。
他の受講者の発表に対しても積極的に発言し議論に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
他の受講者の発表に対するコメント等も聞き流さずノートを取るなど
して復習を行うこと。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業での報告・発表60％、授業への参加度40％。

その他
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615_14A52201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文・卒業制作Ⅰ 文芸メディア専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文・卒業制作は，単位数は四単位であるが，大学四年間に学んだことの集大成とし
て位置づけられている。各自が選び取ったテーマに従い，自らの視点と方法を模索しなが
ら対象を探求し，一定の水準に達するまでに仕上げることが目標である。従って，その成
果には，基本的に常に新しさや独自性が要求される。また，これまでの研究成果としてあ
る参考資料や文献を踏まえ，実証性に裏打ちされた説得力のある論を作成することが必要
である。重要なことは，各自が問題意識を潜めつつ，それぞれ自らを発見する契機として
積極的な「創造の行為」を行うことである。 ・三年次の後期頃から，卒業論文・卒業制
作のテーマと指導教員を決定する準備をしておく必要がある。11月前後に全体的・個別教
員別に予備指導を行う。 ・四年次の�月のイントロダクションにおいて，卒業論文・卒
業制作主題報告書が渡されるが，提出された報告書を基に，それぞれの希望と主題を考慮
して担当教員の振り分けを行う。 ・卒業論文・卒業制作は，担当教員の指導のもとに作
成される。従って，四年次に開講される「卒業論文」の授業に授業への参加態度し指導を
受けることが前提である。 ・卒業論文の枚数は400字詰め原稿用紙に換算して50枚以上。
上限は指導教員の指示による。 ・卒業制作については別途指示があるので，三年次およ
び四年次に行われるイントロダクションに授業への参加態度してその 指示に従うこと。
※卒業制作についてはイントロダクション時に別途指示する。

授業内容

�）卒業論文とは何か
�）テーマの決め方（�）
�）テーマの決め方（�）
�）テーマの決め方（�）
�）参考文献・資料の探し方（�）
�）参考文献・資料の探し方（�）
�）参考文献・資料の探し方（�）
	）研究・分析の手法（�）

）研究・分析の手法（�）
10）研究・分析の手法（�）
11）先行研究の検討（�）
12）先行研究の検討（�）
13）先行研究の検討（�）
14）中間発表

履修上の注意

三年次の秋学期ごろから、卒業論文・卒業制作のテーマと指導教員を決定する準備をして
おく必要がある。11月末ごろに全体的・個別教員別に予備指導を行う。 自分の研究
テーマに沿って個別指導を受けるために，各教員の専門分野に応じて受講すること。な
お，場合によって受講人数を制限することがある。各教員の専門分野・研究テーマは以下
のとおりである。
（氏名50音順）。
伊藤 氏貴 文藝思潮。特に近現代の文学における「自我」の扱いの変遷。
内村 和至 日本近世小説史・思想史。出版メディアと文学テクスト。
佐伯和香子 古典文学の民俗学的研究・口承文芸の研究。
阪本博志 社会学・メディア史・出版文化論。
相良 剛 〈読む・書く〉を，出版実務の経験を元として探索する。
能地 克宜 日本近現代文学、室生犀星、浅草文芸、街と文学。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考文献や先行研究の検討を周到に行う。また、確実な資料やデータを揃える。

教科書

なし。

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文・卒業制作自体が評価のすべてだが，授業科目として「卒業論文・卒業制作」が
設定されている。各教員の授業に参加して指導を受けることが必要である。また提出後の
口頭試問を通過して初めて単位として認定される。

その他

616_14A52301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文・卒業制作Ⅱ 文芸メディア専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文・卒業制作は，単位数は四単位であるが，大学四年間に学んだことの集大成とし
て位置づけられている。各自が選び取ったテーマに従い，自らの視点と方法を模索しなが
ら対象を探求し，一定の水準に達するまでに仕上げることが目標である。従って，その成
果には，基本的に常に新しさや独自性が要求される。また，これまでの研究成果としてあ
る参考資料や文献を踏まえ，実証性に裏打ちされた説得力のある論を作成することが必要
である。重要なことは，各自が問題意識を潜めつつ，それぞれ自らを発見する契機として
積極的な「創造の行為」を行うことである。 ・三年次の後期頃から，卒業論文・卒業制
作のテーマと指導教員を決定する準備をしておく必要がある。11月前後に全体的・個別教
員別に予備指導を行う。 ・四年次の�月のイントロダクションにおいて，卒業論文・卒
業制作主題報告書が渡されるが，提出された報告書を基に，それぞれの希望と主題を考慮
して担当教員の振り分けを行う。 ・卒業論文・卒業制作は，担当教員の指導のもとに作
成される。従って，四年次に開講される「卒業論文」の授業に参加し指導を受けることが
前提である。 ・卒業論文の枚数は400字詰め原稿用紙に換算して50枚以上。上限は指導教
員の指示による。 ・卒業制作については別途指示があるので，三年次および四年次に行
われるイントロダクションに授業への参加してその指示に従う こと。 ※卒業制作につい
てはイントロダクション時に別途指示する。

授業内容

�）研究計画の確認
�）第�期中間発表（�）
�）第�期中間発表（�）
�）第�期中間発表（�）
�）論文の書き方（�）
�）論文の書き方（�）
�）論文の書き方（�）
	）個別指導（�）

）個別指導（�）
10）個別指導（�）
11）論文執筆（第一次稿）
12）論文執筆（第二次稿）
13）論文執筆（最終稿）
14）卒論面接準備

履修上の注意

三年次の秋学期ごろから、卒業論文・卒業制作のテーマと指導教員を決定する準備をして
おく必要がある。11月末ごろに全体的・個別教員別に予備指導を行う。 自分の研究
テーマに沿って個別指導を受けるために，各教員の専門分野に応じて受講すること。な
お，場合によって受講人数を制限することがある。各教員の専門分野・研究テーマは以下
のとおりである。
（氏名50音順）。
伊藤 氏貴 文藝思潮。特に近現代の文学における「自我」の扱いの変遷。
内村 和至 日本近世小説史・思想史。出版メディアと文学テクスト。
佐伯和香子 古典文学の民俗学的研究・口承文芸の研究。
阪本博志 社会学・メディア史・出版文化論。
相良 剛 〈読む・書く〉を，出版実務の経験を元として探索する。
能地 克宜 日本近現代文学、室生犀星、浅草文芸、街と文学。

準備学習（予習・復習等）の内容

内容は言うまでもないが、構成・注・参考文献表など学位請求論文としての形式を整え
る。

教科書

なし。

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文・卒業制作自体が評価のすべてだが，授業科目として「卒業論文・卒業制作」が
設定されている。各教員の授業に参加して指導を受けることが必要である。また提出後の
口頭試問を通過して初めて単位として認定される。

その他
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617_14B01701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 日本史学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

〈�〉中村 友一 古代史の論文指導
〈�〉高橋 一樹 中世史の論文指導
〈�〉清水 有子 近世史（主に政治・外交）の論文指導
〈�〉野尻 泰弘 近世史の論文指導
〈�〉落合 弘樹 明治維新史・近代史の論文指導
〈�〉松山 恵 近代史（都市・文化）の論文指導
〈�〉山田 朗 現代史の論文指導
〈	〉富山 仁貴 現代史（戦後）の論文指導

授業内容

卒業論文は，受講生が各自の卒業論文を完成するために設けられた必修科
目である。特別な事情がない限り，�年次の学年末に，演習I（日本史）で実
施したアンケートで希望した卒業論文を履修することが望ましい。受講生数
の大幅な偏りが生じた場合，希望どおりにならないこともありうるが，その
場合は，指導教員が相談することとなろう。卒業論文の進行計画はおおむね
以下のごとくとなろう。

春学期：各自が設定したテーマに即した研究史の整理・問題の所在と分析
視点・関連史料の収集などをめぐる検討結果の発表と討議。受講生はその作
業を通じて各自の問題意識・研究の深化をはかるとともに，テーマや論文の
章・節の構成の確定に努める。
秋学期：春学期同様の検討・発表も継続されるが，秋学期の課題は卒業論
文の完成である。テーマは勿論，論文の構成も確定しておく必要がある。そ
のためには，卒業論文の授業ばかりではなく夏期休暇をいかに有効に使うか
が重要である。秋学期は授業としては論文をめぐる発表と討議が中心となる。

履修上の注意

・具体的進行については，それぞれの指導教員の指示に従うこと。
・卒業論文の分量は最低70枚（400字換算）以上とする。
・卒業論文は，先行研究の著書や論文を単にまとめたりあるいは継ぎ合わ
せればよいと考える者もいるようだが，そのようなものは卒業論文と認めな
い。
・研究の深化・発展に各自努めなくてはならないが，お互いのテーマをめ
ぐる問題や研究方法について討論しあうことも大切である。自分の発表がな
くても授業には出席し，討論に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

進行状況を随時指導教員に報告し、指示にもとづいて調査・研究を推進する
こと。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o!Meijiのレポート機能を使って提出したレポート等は添削・採点の上、
Oh-o!Meijiで返却する。

成績評価の方法

論文審査および面接により評価する。

その他

618_14B01801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 日本史学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

〈�〉中村 友一 古代史の論文指導
〈�〉高橋 一樹 中世史の論文指導
〈�〉清水 有子 近世史（主に政治・外交）の論文指導
〈�〉野尻 泰弘 近世史の論文指導
〈�〉落合 弘樹 明治維新史・近代史の論文指導
〈�〉松山 恵 近代史（都市・文化）の論文指導
〈�〉山田 朗 現代史の論文指導
〈	〉富山 仁貴 現代史（戦後）の論文指導

授業内容

卒業論文は，受講生が各自の卒業論文を完成するために設けられた必修
科目である。特別な事情がない限り，�年次の学年末に，演習I（日本史）
で実施したアンケートで希望した卒業論文を履修することが望ましい。受
講生数の大幅な偏りが生じた場合，希望どおりにならないこともありうる
が，その場合は，指導教員が相談することとなろう。卒業論文の進行計画
はおおむね以下のごとくとなろう。
春学期：各自が設定したテーマに即した研究史の整理・問題の所在と分

析視点・関連史料の収集などをめぐる検討結果の発表と討議。受講生はそ
の作業を通じて各自の問題意識・研究の深化をはかるとともに，テーマや
論文の章・節の構成の確定に努める。
秋学期：春学期同様の検討・発表も継続されるが，秋学期の課題は卒業

論文の完成である。テーマは勿論，論文の構成も確定しておく必要があ
る。そのためには，卒業論文の授業ばかりではなく夏期休暇をいかに有効
に使うかが重要である。秋学期は授業としては論文をめぐる発表と討議が
中心となる。

履修上の注意

・具体的進行については，それぞれの指導教員の指示に従うこと。
・卒業論文の分量は最低70枚（400字換算）以上とする。
・卒業論文は，先行研究の著書や論文を単にまとめたりあるいは継ぎ合
わせればよいと考える者もいるようだが，そのようなものは卒業論文と認
めない。
・研究の深化・発展に各自努めなくてはならないが，お互いのテーマを

めぐる問題や研究方法について討論しあうことも大切である。自分の発表
がなくても授業には出席し，討論に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

論文の進捗状況を常に指導教員に報告し、指示にもとづいて研究を進める
こと。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o!Meijiのレポート機能を使って提出したレポート等は添削・採点の
上、Oh-o!Meijiで返却する。

成績評価の方法

論文審査および面接により評価する。

その他
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619_14B12401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ アジア史専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

各教員の分担は原則として以下の通りとする。ただし受講生の要望に応じ
て，この分担にこだわらず柔軟に対応するので，遠慮なく相談すること。
（�）高村 武幸 殷〜唐
（�）櫻井 智美 宋〜明，中央アジア，内陸アジア，高麗，東南アジア，台湾
（�）鈴木 開 明〜中国現代，朝鮮半島
（�）江川 ひかり 西アジア，南アジア，東南アジア

授業内容

卒業論文作成にあたっては，指導教員と密に連絡を取り，その指導を受け
ること。教員の指示に従い，必ず数度の中間報告を経て完成させる。卒業論
文の分量は，20.000字（400字詰原稿用紙換算で50枚）以上とする。
以下はおおよその進行スケジュールである。

�月 研究テーマの設定，関連する参考文献及び史料の目録作成，合わせて
文献・史料の収集開始。
�月 上記作業の継続。収集史料の閲読開始。
�月 参考文献閲読とテーマの確定。
�月 おおよその「目次」案の作成。

�月までに，少なくとも�回は中間報告をおこなう。受講者は可能な限り
授業に出て，他の報告を参考にし，また相互に議論・意見交換をして，問題
意識や論点を明確にすること。
	月〜
月 上記作業の継続。
10月〜12月上旬 各ゼミで最終段階の報告をおこない，論文構成の最終決定。
11月上旬 各ゼミ合同の卒業論文中間報告会の開催。浄書に着手。
�月上旬 提出。提出日時は厳守すること。遅延した場合は受理されない。
指定日時に提出する正本のほかに，副本を�部作成し，�部は副査用に提出
する。もう�部は手元に置き，面接に備えて内容を検討し，あわせて卒論要
旨を作成する。
�月末〜�月初 面接。面接は必ず受けること。
その他，細目に関しては，授業開始時に別紙要項を配布する。

履修上の注意

「卒業論文」の時間・運営は各ゼミの方針による。
なお，�年次の秋学期に実施する卒業論文予備ガイダンスにおいてゼミ別
仮分属を行い，�月から�月まで卒業論文作成の指導を受ける。�年次�月
の履修登録によって指導教員を確定し，正規のゼミを開始する。

準備学習（予習・復習等）の内容

各指導教員の指示に従うこと。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

主題の明確さ，文章表現の的確さ，先行研究の把握，外国語文献の読解，
論理的構成，結論の合理性，および面接の内容を総合的に評価する。
なお，科目としては，「卒業論文Ｉ」および「卒業論文II」と分かれている
が，成績は卒業論文の面接後にまとめて評価する。

その他

620_14B12501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ アジア史専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

各教員の分担は原則として以下の通りとする。ただし受講生の要望に応じ
て，この分担にこだわらず柔軟に対応するので，遠慮なく相談すること。
（�）高村 武幸 殷〜唐
（�）櫻井 智美 宋〜明，中央アジア，内陸アジア，東北アジア，東南アジ
ア，台湾
（�）鈴木 開 明〜中国現代，朝鮮半島
（�）江川 ひかり 西アジア，南アジア，東南アジア

授業内容

卒業論文作成にあたっては，指導教員と密に連絡を取り，その指導を受け
ること。教員の指示に従い，必ず数度の中間報告を経て完成させる。卒業論
文の分量は，20.000字（400字詰原稿用紙換算で50枚）以上とする。
以下はおおよその進行スケジュールである。

�月 研究テーマの設定，関連する参考文献及び史料の目録作成，合わせて
文献・史料の収集開始。
�月 上記作業の継続。収集史料の閲読開始。
�月 参考文献閲読とテーマの確定。
�月 おおよその「目次」案の作成。

�月までに，少なくとも�回は中間報告をおこなう。受講者は可能な限り
出て，他の報告を参考にし，また相互に議論・意見交換をして，問題意識や
論点を明確にすること。
	月〜
月 上記作業の継続。
10月〜12月上旬 各ゼミで最終段階の報告をおこない，論文構成の最終決定。
11月上旬 各ゼミ合同の卒業論文中間報告会の開催。浄書に着手。
�月上旬 提出。提出日時は厳守すること。遅延した場合は受理されない。
指定日時に提出する正本のほかに，副本を�部作成し，�部は副査用に提出
する。もう�部は手元に置き，面接に備えて内容を検討し，あわせて卒論要
旨を作成する。
�月末〜�月初 面接。面接は必ず受けること。
その他，細目に関しては，授業開始時に別紙要項を配布する。

履修上の注意

「卒業論文」の時間・運営は各ゼミの方針による。
なお，�年次の秋学期に実施する卒業論文予備ガイダンスにおいてゼミ別
仮分属を行い，�月から�月まで卒業論文作成の指導を受ける。�年次�月
の履修登録によって指導教員を確定し，正規のゼミを開始する。

準備学習（予習・復習等）の内容

各指導教員の指示に従うこと。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

主題の明確さ，文章表現の的確さ，先行研究の把握，外国語文献の読解，
論理的構成，結論の合理性，および面接の内容を総合的に評価する。
なお，科目としては，「卒業論文Ｉ」および「卒業論文II」と分かれている
が，成績は卒業論文の面接後にまとめて評価する。

その他
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621_14B21602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（西洋史） 青 谷 秀 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

主として西洋中世史に関する卒業論文を書こうとする学生の指導を行なう。

授業内容

西洋史の分野では，卒業論文において新しい史料による独創的見解を論証
することはむずかしいが，既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な
作業に基づいて，自分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒論を
書くということは，自分が選んだテーマに関する主体的な関心とテーマに関
する史料・文献が提供する素材とのひとつの格闘の所産である。自分の意見
に都合の良い素材だけを抽出してまとめるという方法は学問的とは言えな
い。また，執筆する者の見解は，テーマに関する歴史プロセスの究明のかげ
に見え隠れしている，というのが普通である。こうした点は，自分のテーマ
に関係のある先人の論文や著作を読んで参考にしてほしい。進行計画は人に
よってさまざまであるが，およそ次のようになるだろう。
�）卒論指導の最初の時間に，卒論のテーマ・内容や研究の進め方，計画な
どを4000字程度にまとめ，それに文献リストを付したものを提出する。
�）指導教員によるそれへのコメント，指導・助言を受けて文献リストをさ
らに充実させ，�月の連休明けに頃，各文献の所在をも付記したものをあら
ためて提出する。
�）自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め，夏休みにかけて，それ
らを読みこなし，ノート，下書き，あるいはカードを作る。こうした作業を
踏まえて，春学期中に必ず�回は中間報告を行う。
�）夏休み中，集中的に研究を進める。その中で，卒論の構成（章別編成）
も考えていくことが望まれる。
�）夏休み中およびそれ以降の研究成果を，秋学期に少なくとも�回発表す
る。
�）こうした準備の上で，卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月は必要で
ある。
�）西洋史学専攻では，他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を配布
する。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期・秋学期に複数回の報告を義務とする。報告レジュメ・参考文献リス
トなどを準備すること。欠席する場合には教員に連絡すること。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論の内容と卒論面接（�月末〜�月初め）で評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程，提出場所が設定されるので，それに注意する
こと。�分でも提出時間に遅れれば，受理されないので注意すること。

622_14B21702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（西洋史） 青 谷 秀 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

主として西洋中世史に関する卒業論文を書こうとする学生の指導を行なう。

授業内容

西洋史の分野では，卒業論文において新しい史料による独創的見解を論証
することはむずかしいが，既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な
作業に基づいて，自分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒論を
書くということは，自分が選んだテーマに関する主体的な関心とテーマに関
する史料・文献が提供する素材とのひとつの格闘の所産である。自分の意見
に都合の良い素材だけを抽出してまとめるという方法は学問的とは言えな
い。また，執筆する者の見解は，テーマに関する歴史プロセスの究明のかげ
に見え隠れしている，というのが普通である。こうした点は，自分のテーマ
に関係のある先人の論文や著作を読んで参考にしてほしい。進行計画は人に
よってさまざまであるが，およそ次のようになるだろう。
�）卒論指導の最初の時間に，卒論のテーマ・内容や研究の進め方，計画な
どを4000字程度にまとめ，それに文献リストを付したものを提出する。
�）指導教員によるそれへのコメント，指導・助言を受けて文献リストをさ
らに充実させ，�月の連休明けに頃，各文献の所在をも付記したものをあら
ためて提出する。
�）自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め，夏休みにかけて，それ
らを読みこなし，ノート，下書き，あるいはカードを作る。こうした作業を
踏まえて，春学期中に必ず�回は中間報告を行う。
�）夏休み中，集中的に研究を進める。その中で，卒論の構成（章別編成）
も考えていくことが望まれる。
�）夏休み中およびそれ以降の研究成果を，秋学期に少なくとも�回発表す
る。
�）こうした準備の上で，卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月は必要で
ある。
�）西洋史学専攻では，他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を配布
する。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期・秋学期に複数回の報告を義務とする。報告レジュメ・参考文献リス
トなどを準備すること。欠席する場合には教員に連絡すること。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論の内容と卒論面接（�月末〜�月初め）で評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程，提出場所が設定されるので，それに注意する
こと。�分でも提出時間に遅れれば，受理されないので注意すること。
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623_14B21605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（西洋史） 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は、�年間の西洋史学専攻の学びの集大成である。悔いのない論文を書
いて、自らの学業の努力の証としてほしい。本卒業論文では、主として西ヨー
ロッパ近現代史の卒業論文を書こうとする学生の指導を行う。

授業内容

西洋史の分野では、卒業論文において新しい史料による独創的見解を論証するこ
とは難しいが、既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な作業に基づいて、
自分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒業論文を書くということは、
自分が選んだテーマに関する主体的な関心とテーマに関する史料・文献が提供す
る素材とのひとつの格闘の所産である。自分の意見に都合の良い素材だけを抽出
してまとめるという方法は学問的とは言えない。また執筆する者の見解は、テー
マに関する歴史プロセスの究明の影に見え隠れしている、というのが普通である。
こうした点は、自分のテーマに関係のある先人の論文や著作を読んで参考にして
ほしい。
進行計画は、人によってさまざまであるが、およそ次のようになるであろう。
�）卒論指導の最初の時間に、卒論のテーマ・内容や研究の進め方、計画などを
�,000字程度にまとめ、それに参考文献リストを付したものを提出する。
�）指導教員によるそれへのコメント、指導・助言を受けて参考文献リストをさ
らに充実させ、�月の連休明け頃、各文献の所在をも付記したものをあらためて
提出する。
�）自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め、夏休みにかけて、それらを
読みこなし、ノート、下書き、あるいはカードを作る。こうした作業を踏まえて、
春学期に必ず�回は中間報告を行う。
�）夏休み中、集中的に研究を進める。その中で、卒論の構成（章別編成）をも
考えていくことが望まれる。
�）夏休み中およびそれ以降の研究成果を、秋学期に少なくとも�回は発表する。
�）こうした準備の上で、卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月は必要である。
�）西洋史学専攻では、他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を配布する。

卒業論文Iでは、およそ上記の�）から�）と�）までが対象となる。

履修上の注意

受講生には、複数回、プレゼンテーションを行ってもらう。報告レジュメおよび
参考文献リストなどを準備すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

まずは、卒業論文のテーマについて、きちんとしたスケジュールを立て、それに
沿って一歩一歩着実に研究を進めていくこと。また、自分のプレゼンテーション
の際には、他の受講生にもわかるように、あらかじめしっかりしたレジュメを用
意して報告すること。その他、他の受講生のプレゼンテーションに対しても積極
的に議論に加わり、そこからも自分の卒業論文に役立つ視点・知見を学ぶこと。

教科書

各自のテーマに関連した史料・文献が教科書になる。必要に応じて担当教員に相
談すること。

参考書

図書館などで参照する文献が参考書になる。わからないことは、担当教員あるい
は図書館の司書の方に相談すること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論の内容と卒論面接（�月末〜�月初め）で評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程、提出場所が設定されるので、それに注意すること。
�分でも提出時間が遅れれば、受理されないので十分注意すること。

624_14B21705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（西洋史） 谷 口 良 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は、�年間の西洋史学専攻の学びの集大成である。悔いのない論文を書
いて、自らの学業の努力の証としてほしい。本卒業論文では、主として西ヨー
ロッパ近現代史の卒業論文を書こうとする学生の指導を行う。

授業内容

西洋史の分野では、卒業論文において新しい史料による独創的見解を論証するこ
とは難しいが、既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な作業に基づいて、
自分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒業論文を書くということは、
自分が選んだテーマに関する主体的な関心とテーマに関する史料・文献が提供す
る素材とのひとつの格闘の所産である。自分の意見に都合の良い素材だけを抽出
してまとめるという方法は学問的とは言えない。また執筆する者の見解は、テー
マに関する歴史プロセスの究明の影に見え隠れしている、というのが普通である。
こうした点は、自分のテーマに関係のある先人の論文や著作を読んで参考にして
ほしい。
進行計画は、人によってさまざまであるが、およそ次のようになるであろう。
�）卒論指導の最初の時間に、卒論のテーマ・内容や研究の進め方、計画などを
�,000字程度にまとめ、それに参考文献リストを付したものを提出する。
�）指導教員によるそれへのコメント、指導・助言を受けて参考文献リストをさ
らに充実させ、�月の連休明け頃、各文献の所在をも付記したものをあらためて
提出する。
�）自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め、夏休みにかけて、それらを
読みこなし、ノート、下書き、あるいはカードを作る。こうした作業を踏まえて、
春学期に必ず�回は中間報告を行う。
�）夏休み中、集中的に研究を進める。その中で、卒論の構成（章別編成）をも
考えていくことが望まれる。
�）夏休み中およびそれ以降の研究成果を、秋学期に少なくとも�回は発表する。
�）こうした準備の上で、卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月は必要である。
�）西洋史学専攻では、他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を配布する。

卒業論文IIでは、およそ�）から�）までが対象となる。

履修上の注意

受講生には、複数回、プレゼンテーションを行ってもらう。報告レジュメおよび
参考文献リストなどを準備すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

まずは、卒業論文のテーマについて、きちんとしたスケジュールを立て、それに
沿って一歩一歩着実に研究を進めていくこと。また、自分のプレゼンテーション
の際には、他の受講生にもわかるように、あらかじめしっかりしたレジュメを用
意して報告すること。その他、他の受講生のプレゼンテーションに対しても積極
的に議論に加わり、そこからも自分の卒業論文に役立つ視点・知見を学ぶこと。

教科書

各自のテーマに関連した史料・文献が教科書になる。必要に応じて担当教員に相
談すること。

参考書

図書館などで参照する文献が参考書になる。わからないことは、担当教員あるい
は図書館の司書の方に相談すること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒論の内容と卒論面接（�月末〜�月初め）で評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程、提出場所が設定されるので、それに注意すること。
�分でも提出時間が遅れれば、受理されないので十分注意すること。
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625_14B21603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（西洋史） 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の作製に向けた指導を行う。毎週の指導を行なうことによ

り、�月提出の卒業論文の完成を目指す。

授業内容

多少の変更はあるが，14回の授業はおよそ以下のような構成で進め

る。

（�）〜（�）導入：卒業論文作成について参加者全員での討論。前

期報告者の決定。

（�）〜（14）卒論経過報告。そのうち�回は全員による討論を行う。

初回は�月最初に提出もらう15000字程度の小論文について報告をす

る。報告者は内容をA4版�〜�枚程度に要約してあらかじめ教員と

受講生に配布する。第�回目の報告は夏休み前の最後の授業で論文作

成の進捗状況を口頭報告する。その際も、初回の報告と同じような要

領で行う。

履修上の注意

卒業論文という学生生活の集大成であることを意識して,論文作成

には十分に時間をかけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告に際して ,受講生は必ずレジュメ（内容の正確な要約）やパ

ワー・ポイントを作成し,論文で扱う事項・史料について詳しく調べ

ること。予習と復習は不可欠である。

教科書

特に指示しない。

参考書

特に指示しない。

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

卒論の内容と卒論面接（�月末〜�月初め）で評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程，提出場所が設定されるので,それに注

意すること。�分でも提出時間に遅れれば，受理されないので注意す

ること。

626_14B21703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（西洋史） 豊 川 浩 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文の作製に向けた指導を行う。毎週の指導を行なうことによ

り、�月提出の卒業論文の完成を目指す。

授業内容

多少の変更はあるが，14回の授業はおよそ以下のような構成で進め

る。

（�）〜（�）導入：卒業論文作成について参加者全員での討論。前

期報告者の決定。

（�）〜（13）卒論経過報告。そのうち�回は全員による討論を行う。

初回は夏休み明けに口頭報告をする。報告者は内容をA4版�〜�枚

程度に要約してあらかじめ教員と受講生に配布する。第�回目の報告

は11月か12月のゼミ合宿で論文作成の進捗状況を口頭報告する。その

際も、初回の報告と同じような要領で行う。

（14）卒業論文提出前の最後の授業では、論文の最終的なチェックと注

意事項の確認を行う。

履修上の注意

卒業論文という学生生活の集大成であることを意識して,論文作成

には十分時間をかけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

報告に際して ,受講生は必ずレジュメ（内容の正確な要約）やパ

ワー・ポイントを作成し,論文で扱う事項・史料について詳しく調べ

ること。予習と復習は不可欠である。

教科書

特に指示しない。

参考書

特に指示しない。

課題に対するフィードバックの方法

毎回、前回の課題に対するフィードバックを口頭で行う。

成績評価の方法

卒論の内容と卒論面接（�月末〜�月初め）で評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程，提出場所が設定されるので,それに注

意すること。�分でも提出時間に遅れれば，受理されないので注意す

ること。
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627_14B21604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（西洋史） 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は，�年間の西洋史学専攻の学びの集大成である。悔いのない
論文を書いて，自らの学業の努力の証としてほしい。本卒業論文では，主
として西洋古代史の卒業論文を書こうとする学生の指導を行う。

授業内容

西洋史の分野では，卒業論文において新しい史料による独創的見解を論
証することは難しいが，既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な
作業に基づいて，自分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒業
論文を書くということは，自分が選んだテーマに関する主体な関心とテー
マに関する史料・文献が提供する素材とのひとつの格闘の所産である。自
分の意見に都合の良い素材だけを抽出してまとめるという方法は学問的と
は言えない。また執筆する者の見解は，テーマに関する歴史プロセスの究
明の影に見え隠れしている，というのが普通である。こうした点は，自分
のテーマに関係のある先人の論文や著作を読んで参考にしてほしい。
進行計画は，人によってさまざまであるが，およそ次のようになるであ

ろう。
�） 卒論指導の最初の時間に，卒論のテーマ・内容や研究の進め方，

計画などを�,000字程度にまとめ，それに参考文献リストを付したものを
提出する。

�） 指導教員によるそれへのコメント，指導・助言を受けて参考文献
リストをさらに充実させ，�月の連休明け頃，各文献の所在をも付記した
ものをあらためて提出する。

�） 自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め，夏休みにかけて，
それらを読みこなし，ノート，下書き，あるいはカードを作る。こうした
作業を踏まえて，春学期に必ず�回の中間報告を行う。

�） 夏休み中，集中的に研究を進める。その中で，卒論の構成（章別
編成）をも考えていくことが望まれる。

履修上の注意

春学期間中に�回の報告を義務とする。報告レジュメ・参考文献リスト
などを準備すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

学期初、および学期末に、卒論中間レポートを課すので、卒論作成に向
けてのステップとすること。

教科書

各自のテーマに沿って進める史料・文献が教科書になる。必要に応じて
担当教員に相談すること。

参考書

図書館などで参照する文献が参考書となる。分からないことは，担当教
員あるいは図書館の司書の方に相談すること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文Ⅱと合わせて評価する。

その他

このシラバスは大学のシラバス作成指針による感染対策レベル>を前提
とする予定計画であり、ここで示した内容や進め方が実際の授業となるわ
けではありません。
2023年度の具体的な授業の方針とシステム及び内容については、�月下
旬段階の感染状況を踏まえて、「シラバスの補足」に掲載します。

628_14B21704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（西洋史） 古 山 夕 城

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は，�年間の西洋史学専攻の学びの集大成である。悔いのな
い論文を書いて，自らの学業の努力の証としてほしい。本卒業論文で
は，主として西洋古代史の卒業論文を書こうとする学生の指導を行う。

授業内容

西洋史の分野では，卒業論文において新しい史料による独創的見解を
論証することは難しいが，既存の史料や文献を十分使いこなすという地
道な作業に基づいて，自分の納得のいく論文を書くように努めてほし
い。卒業論文を書くということは，自分が選んだテーマに関する主体な
関心とテーマに関する史料・文献が提供する素材とのひとつの格闘の所
産である。自分の意見に都合の良い素材だけを抽出してまとめるという
方法は学問的とは言えない。また執筆する者の見解は，テーマに関する
歴史プロセスの究明の影に見え隠れしている，というのが普通である。
こうした点は，自分のテーマに関係のある先人の論文や著作を読んで参
考にしてほしい。
進行計画は，人によってさまざまであるが，およそ次のようになるで
あろう。

�） 夏休み中およびそれ以降の研究成果を，秋学期に少なくとも�
回は発表する。

�） 10月上旬に、セミナーハウスを利用した�年生と合同の卒論合
宿を行う。

�） こうした準備の上で，卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月
は必要である。

�） 12月前半に、各自の卒論構成を披歴する「章立て」発表を行う。

＊西洋史学専攻では，他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を
配布する。

履修上の注意

秋学期に�回の報告を義務とする。報告レジュメ・参考文献リストな
どを準備すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

夏休み明けに中間状況レポートの提出を課すので、卒論作成のステップ
とすること。

教科書

各自のテーマに沿って進める史料・文献が教科書になる。必要に応じ
て担当教員に相談すること。

参考書

図書館などで参照する文献が参考書となる。分からないことは，担当
教員あるいは図書館の司書の方に相談すること。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出された卒論の内容と卒論面接（90％），その他（発表内容など）
（10％）で評価する。なお，成績は，卒業論文工と合わせて評価する。

その他

卒業論文の提出は別に日程，提出場所が設定されるので，それに注意
すること。�分でも提出時間が遅れれば，受理されないので十分注意す
ること。
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629_14B21601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ（西洋史） 水 野 博 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ヨーロッパ近現代史に関する歴史学的考察を進め、学年末には卒業論文を完成させる
ことを目標とする。広い意味でのヨーロッパ近現代史に関する限り、地域や言語、ア
プローチの方法は問わないが、可能な限り多くの欧文文献および原典史料の調査に基
づく論文作成を目指す。

授業内容

西洋史の分野では、卒業論文において新しい史料による独創的見解を論証することは
むずかしいが、既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な作業に基づいて、自
分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒論を書くということは、自分が選
んだテーマに関する主体的な関心とテーマに関する史料・文献が提供する素材とのひ
とつの格闘の所産である。自分の意見に都合の良い素材だけを抽出してまとめるとい
う方法は学問的とは言えない。また、執筆する者の見解は、テーマに関する歴史プロ
セスの究明のかげに見え隠れしている、というのが普通である。こうした点は、自分
のテーマに関係のある先人の論文や著作を読んで参考にしてほしい。
進行計画は人によってさまざまであるが、およそ次のようになるだろう。
�）卒論指導の最初の時間に、卒論のテーマ・内容の基礎的部分を10000字程度にま

とめ、それに文献リストを付したものを提出する。また、この段階で「目次」の作成
を試みる。

�）指導教員によるそれへのコメント、指導・助言を受けて文献リストをさらに充
実させ、�月の連休明け頃、各文献の所在をも付記したものをあらためて提出する。

�）自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め、夏休みにかけて、それらを読
みこなし、ノート、下書き、あるいはカードを作る。こうした作業を踏まえて、春学
期中に必ず�回は中間報告を行う。

�）夏休み中、集中的に研究を進める。その中で、より具体的な卒論の構成（章別
編成）も考えていくことが望まれる。

�）夏休み中およびそれ以降の研究成果を、秋学期に少なくとも�回発表する。
�）こうした準備の上で、卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月は必要である。
�）西洋史学専攻では、他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を配布する。

履修上の注意

参考文献を作成したら、それにそって文献・史料を読み進め、論点整理、事実関係の
確認、あいまいな点を解明するなど、執筆に向けた具体的な作業を継続的に行っても
らいたい。また、10月半ばまでに序文と第�章〜�章を、そして論文提出締切のおよ
そ�か月前までには残りの章と終章を含む草稿（第�稿）を仕上げ、論理展開は妥当
か（論証に矛盾はないか）、注はきちんとついているか（注のない抜書きは剽窃であ
る）など、論文として認められるための手続きを確認する作業の徹底が望まれる。そ
して最後に、文章表現に問題はないか、しっかりとした推敲を行い、「論文」とよぶに
ふさわしい仕事を完成してもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考文献リストの作成、注を付けるためのメモ、欧文文献調査、講読などが必要とな
る。�月最初の�万字をベースに、夏季休暇中にもう�万字、秋学期中にもう�万字
の執筆を目指して、卒業論文の完成を目指します。

教科書

特に教科書が一つあるわけではありません。多くの講読文献、論文をリサーチし、史
料の発掘に励んでください。いずれにしてもたくさんの文献講読が求められます。

参考書

水野博子『戦後オーストリアにおける犠牲者ナショナリズム─戦争とナチズムの記憶
をめぐって』ミネルヴァ書房、2020年�月。
大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門──歴史のラビ
リンスへの招待──』（昭和堂、2013年）。
小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015
年）。
石田勇治・福永美和子編『想起の文化とグローバル市民社会』（現代ドイツへの視座─
─歴史学的アプローチ�）（勉誠出版、2016年）。
そのほか、適宜、授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出された卒業論文と卒論面接（（�月末〜�月初め）の結果を総合して評価する。
卒論面接は通常、副査制度をとっている。

その他

卒業論文の提出は別に日程、提出場所が設定されるので、それに注意すること。�分
でも提出時間に遅れれば，受理されないので注意すること。
個々のテーマ発表は、補講日などを用いて、全員で一斉に行う発表会を設定する場合
がある。秋にはゼミ合宿またはブロックゼミナール（�日発表会）を行う予定である。
授業は対面方式で行う予定である。ただし、新型コロナウィルス感染状況次第では、
オンラインによる授業形式になることもありうる。

630_14B21701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ（西洋史） 水 野 博 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ヨーロッパ近現代史に関する歴史学的考察を進め、学年末には卒業論文を完成させる
ことを目標とする。広い意味でのヨーロッパ近現代史に関する限り、地域や言語、ア
プローチの方法は問わないが、可能な限り多くの欧文文献および原典史料の調査に基
づく論文作成を目指す。

授業内容

西洋史の分野では、卒業論文において新しい史料による独創的見解を論証することは
むずかしいが、既存の史料や文献を十分使いこなすという地道な作業に基づいて、自
分の納得のいく論文を書くように努めてほしい。卒論を書くということは、自分が選
んだテーマに関する主体的な関心とテーマに関する史料・文献が提供する素材とのひ
とつの格闘の所産である。自分の意見に都合の良い素材だけを抽出してまとめるとい
う方法は学問的とは言えない。また、執筆する者の見解は、テーマに関する歴史プロ
セスの究明のかげに見え隠れしている、というのが普通である。こうした点は、自分
のテーマに関係のある先人の論文や著作を読んで参考にしてほしい。
進行計画は人によってさまざまであるが、およそ次のようになるだろう。
�）卒論指導の最初の時間に、卒論のテーマ・内容の基礎的部分を10000字程度にま

とめ、それに文献リストを付したものを提出する。また、この段階で「目次」の作成
を試みる。

�）指導教員によるそれへのコメント、指導・助言を受けて文献リストをさらに充
実させ、�月の連休明け頃、各文献の所在をも付記したものをあらためて提出する。

�）自分の卒論にとって中心的な文献・史料を定め、夏休みにかけて、それらを読
みこなし、ノート、下書き、あるいはカードを作る。こうした作業を踏まえて、春学
期中に必ず�回は中間報告を行う。

�）夏休み中、集中的に研究を進める。その中で、より具体的な卒論の構成（章別
編成）も考えていくことが望まれる。

�）夏休み中およびそれ以降の研究成果を、秋学期に少なくとも�回発表する。
�）こうした準備の上で、卒論（注を含む）の執筆には最低�ヶ月は必要である。
�）西洋史学専攻では、他に「卒業論文の作成・提出に関する注意」を配布する。

履修上の注意

参考文献を作成したら、それにそって文献・史料を読み進め、論点整理、事実関係の
確認、あいまいな点を解明するなど、執筆に向けた具体的な作業を継続的に行っても
らいたい。また、10月半ばまでに序文と第�章〜�章を、そして論文提出締切のおよ
そ�か月前までには残りの章と終章を含む草稿（第�稿）を仕上げ、論理展開は妥当
か（論証に矛盾はないか）、注はきちんとついているか（注のない抜書きは剽窃であ
る）など、論文として認められるための手続きを確認する作業の徹底が望まれる。そ
して最後に、文章表現に問題はないか、しっかりとした推敲を行い、「論文」とよぶに
ふさわしい仕事を完成させてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考文献リストの作成、注を付けるためのメモ、欧文文献調査、講読などが必要とな
る。�月最初の�万字をベースに、夏季休暇中にもう�万字、秋学期中にもう�万字
の執筆を目指して、卒業論文の完成を目指します。

教科書

特に教科書が一つあるわけではありません。多くの講読文献、論文をリサーチし、史
料の発掘に励んでください。いずれにしてもたくさんの文献講読が求められます。

参考書

水野博子『戦後オーストリアにおける犠牲者ナショナリズム─戦争とナチズムの記憶
をめぐって』ミネルヴァ書房、2020年�月。
大津留厚・水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門──歴史のラビ
リンスへの招待──』（昭和堂、2013年）。
小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015
年）。
石田勇治・福永美和子編『想起の文化とグローバル市民社会』（現代ドイツへの視座─
─歴史学的アプローチ�）（勉誠出版、2016年）。
そのほか、適宜、授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出された卒業論文と卒論面接（（�月末〜�月初め）の結果を総合して評価する。
卒論面接は通常、副査制度をとっている。

その他

卒業論文の提出は別に日程、提出場所が設定されるので、それに注意すること。�分
でも提出時間に遅れれば，受理されないので注意すること。
個々のテーマ発表は、補講日などを用いて、全員で一斉に行う発表会を設定する場合
がある。秋にはゼミ合宿またはブロックゼミナール（�日発表会）を行う予定である。
授業は対面方式で行う予定である。ただし、新型コロナウィルス感染状況次第では、
オンラインによる授業形式になることもありうる。
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631_14B31601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 考古学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�年生までに培った考古学的な知識と技術および研究史の理解をふ
まえ，歴史学的な課題を自ら設定したうえで，その解決に必要となる
方法論の吟味，データ収集・分析をおこなう。授業では，自らの研究
の進捗状況，論理の構築方法，解釈の方向性などについて報告し，そ
の結果について教員および履修者全員と議論をかさねる。
本授業の目標は，質の高い卒業論文の完成・提出にある。

授業内容

大谷・阿部・石川・佐々木・若狭の�名が担当し，各学生の関心
と，各担当教員の研究の中心となる時代の両方を勘案した上で，最初
の時間にクラス分けを行う。
基本的に個人発表によって授業を構成し，論文の課題設定，分析の
方法，考察の内容などについて研究計画や進捗状況を報告する。発表
内容について教員や演習参加者と議論する時間を設けるので，その内
容を論文の完成度の向上に役立てるようにする。下記のとおりの進行
計画を予定しているが，必要に応じて順序などを変更することがあ
る。
第�回 卒業論文の意義（クラス分け，授業の内容・予定・進め方に

ついての解説を含む）
第�回 卒論執筆に関わる全体講義(�)
第�〜13回 研究テーマに関する個人報告
第14回 卒論執筆に関わる全体講義(�)

履修上の注意

卒業論文の提出にあたっては，本演習に出席したうえで教員の適切
な指導を受けている必要がある。卒業論文の詳細な作成要領について
は，春学期に行う�回の全体講義時にプリントを配布する。卒業論文
の提出方法については，文学部事務室からの掲示に十分に注意するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業においては自らが報告をしない場合でも，他の履修者の研究内
容について生産的な意見交換・問題提起をおこなうよう心がけ，その
議論のなかに自らの研究にも資する部分を積極的にさぐる問題意識を
もつこと。また，自らの報告に際してはあらかじめレジュメを準備
し，当日，配布すること。

教科書

特定のテキストは使用しない。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出された卒業論文にもとづき，�月末〜�月初めに行われる全教
員による面接試問により評価する。

その他

632_14B31701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 考古学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

�年生までに培った考古学的な知識と技術および研究史の理解をふ

まえ，歴史学的な課題を自ら設定したうえで，その解決に必要となる

方法論の吟味，データ収集・分析をおこなう。授業では，自らの研究

の進捗状況，論理の構築方法，解釈の方向性などについて報告し，そ

の結果について教員および履修者全員と議論をかさねる。

本授業の目標は，質の高い卒業論文の完成・提出にある。

授業内容

第�回 卒論執筆に関わる概説

第�〜13回 研究テーマに関する個人報告

第14回 卒業論文発表会： 面接試問後の�月下旬の予定。

履修上の注意

基本的に個人発表によって授業を構成し，論文の課題設定，分析の

方法，考察の内容などについて研究計画や進捗状況を報告する。発表

内容について教員や演習参加者と議論する時間を設けるので，その内

容を論文の完成度の向上に役立てるようにする。上記のとおりの進行

計画を予定しているが，必要に応じて順序などを変更することがあ

る。

準備学習（予習・復習等）の内容

個人発表と全体での討議を基本とするため，全員が十分な準備の下

に参加すること。

教科書

特定のテキストは使用しない。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出された卒業論文にもとづき，�月末〜�月初めに行われる全教

員による面接試問により評価する。

その他
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633_14B42202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 地理学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

地理学に関する卒業論文の作成を通じて，自ら問題を設定・調査・検証
し，自説を主張する過程を学ぶことを目的とする。受講者は大学で学んだ
ことのすべてを注力し，�年間の成果といえるような，自らに恥じること
のない立派な「作品」を仕上がることが求められる。
地理学における研究の大半は，具体的な地域調査（現地調査）を主体と

している。地域調査にまとまった時間が取れるのは夏休みなので，春学期
は主としてテーマの設定から調査の方法までを，また秋学期には調査の成
果を論文という形にすることを，それぞれ主眼とする指導を演習形式で行
う。

授業内容

第�回 地理学の研究論文としての卒業論文
第�回 論文のテーマ設定
第�回 構想発表（その�）
第�回 構想発表（その�）
第�回 構想発表（その�）
第�回 対象地域の選定方法
第�回 調査地域の紹介（その�）
第	回 調査地域の紹介（その�）
第
回 調査地域の紹介（その�）
第10回 関連研究論文のまとめ方
第11回 データの品質管理と資料の検討
第12回 調査計画報告（その�）
第13回 調査計画報告（その�）
第14回 調査計画報告（その�）

履修上の注意

原則として�年次の「演習I」の担当教員のクラスを履修することにな
る。

�月の第�回の授業では発表の順番等を決定するので必ず出席するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

卒業論文の作成には適切な指導が不可欠なので出席を重視する。出席状
況が悪いとき，すなわち適切な指導を受けたと見なされない場合には，卒
業論文の採点を拒否することがある。また，詳細な論文執筆上の注意点に
ついては，別途配布する「地理学専攻卒業論文作成上の注意」を熟読し，
遵守すること。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文の査読および�月末から�月初に実施される面接試験（詳しく
は卒業論文提出後に掲示する）の結果により，単位が認定される。なお，
本専攻の面接試験は指導教員を含む�名以上の専任教員によって実施す
る。成績評価は専攻の全専任教員による合議によって決定される。また，
通常授業における課題を果していない場合（すなわち所定の発表回数を満
たしていない場合）は，原則として単位を認定しない。

その他

634_14B42302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 地理学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

地理学に関する卒業論文の作成を通じて，自ら問題を設定・調査・
検証し，自説を主張する過程を学ぶことを目的とする。受講者は大学
で学んだことのすべてを注入し，�年間の成果といえるような，自ら
に恥じることのない立派な「作品」を仕上がることが求められる。秋
学期は，夏季休業中に行った現地調査の成果を論文という形にするこ
とを主眼とする指導を演習形式で行う。

授業内容

第�回 調査結果のまとめ方
第�回 夏休み成果報告（その�）
第�回 夏休み成果報告（その�）
第�回 夏休み成果報告（その�）
第�回 夏休み成果報告（その�）
第�回 中間報告（その�）
第�回 中間報告（その�）
第	回 中間報告（その�）
第
回 中間報告（その�）
第10回 最終報告（その�）
第11回 最終報告（その�）
第12回 最終報告（その�）
第13回 最終報告（その�）
第14回 卒論報告会（�年生同席）・日程は調整

履修上の注意

原則として�年次の「演習I」の担当教員のクラスを履修することに
なる。


月の第�回の授業では発表の順番等を決定するので必ず出席する
こと。また，詳細な論文執筆上の注意点については，別途配布する
「地理学専攻卒業論文作成上の注意」を熟読し，遵守すること。
なお，卒業論文提出後，�年ゼミのメンバーを招いて卒論報告会を

行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

卒業論文の作成には適切な指導が不可欠なので，出席を重視する。
出席状況が悪いとき，すなわち適切な指導を受けたと見なされない場
合には，卒業論文の採点を拒否することがある。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文の査読および�月下旬から�月初旬に実施される面接試験
（詳しくは卒業論文提出後に掲示する）の結果により，単位が認定され
る。本専攻の面接試験は指導教員を含む�名以上の専任教員によって
実施する。成績評価は専攻の全専任教員による合議によって決定され
る。また，通常授業における課題を果していない場合（すなわち所定
の発表回数を満たしていない場合）は，原則として単位を認定しない。

その他
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635_14C03901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 臨床心理学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は，これまでの講義，演習，実習で学んできたことの集大
成として各自が関心をもち選択したテーマにもとづいて論文を完成す
るために設けられている必修科目です。�年次に履修した臨床心理学
演習で履修した内容に基づいて，各自が研究テーマを設定し，実証的
なデータを収集，分析し，それに基づいて研究内容に考察を加え，論
文としてまとめることが目標です。

授業内容

卒業論文Iでは，各自が選んだテーマに即して関連する資料，事例，研
究論文などの文献を収集・整理し，問題の明確化，アプローチ，分析
視点などを検討し発表，討論します。卒論指導授業でのこれらの作業
を通じて，各自は問題意識・研究の深化をはかるとともに，論文の
章・節などの構成を考えます。各回の授業では，研究の進捗状況を資
料にまとめて，報告することが求められます。

第�回 卒業論文のまとめ方に関する留意事項の説明
第�回〜第�回 各学生の研究テーマとその設定理由についての発表
第�回〜第13回 各学生の研究の進捗状況についての発表
第14回 今後の研究の進め方についての説明

履修上の注意

注意事項：

○卒業論文の提出期日は「厳守」すること。提出日時に�分でも遅れ
た卒業論文，未完成の卒業論文は受理されません。
○卒業論文の提出のさいには卒業論文要旨も提出すること。要旨作成
には意外に時間を要するので十分余裕をみておくこと。
○卒業論文の提出後に，所定の日時に口頭面接があります。口頭試問
に臨んでも、論文内容や当日の面接態度などに問題がある場合、不合
格となる可能性があります。
○本単位は，研究内容だけでなく，卒論への取り組み状況などすべて
を「総合評定」した結果であることを十分自覚しながら，各人計画的
に取り組んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

卒業論文を作成するにあたり，十分な数の国内外の文献の購読に基づ
いた研究テーマの設定が求められます。また，実証的なデータを収集
するにあたり，調査や実験等の方法について，十分な指導を受けてお
く必要があります。

教科書

特に使用しません。

参考書

必要に応じて適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

進捗状況や卒論への取り組み状況などを総合的に考慮して評価します。

その他

636_14C04001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 臨床心理学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は，これまでの講義，演習，実習で学んできたことの集大
成として各自が関心をもち選択したテーマにもとづいて論文を完成す
るために設けられている必修科目です。�年次に履修した臨床心理学
演習で履修した内容に基づいて，各自が研究テーマを設定し，実証的
なデータを収集，分析し，それに基づいて研究内容に考察を加え，論
文としてまとめることが目標です。

授業内容

卒業論文IIにおいて何より重要なのは，卒業論文の執筆・完成です。
そのためには，研究テーマに関して勉強してきたことに基づいて，
章・節など論文構成を確定する必要があります。卒業論文指導の授業
だけでなく，夏期休暇を論文作成にむけていかに有効に使うかが重要
となります。

第�回 論文のまとめ方に関する解説
第�回〜第10回 各学生の研究の進捗状況についての発表
第11回〜第13回 論文の構成に関する発表と指導
第14回 口頭試問での発表方法についての説明

履修上の注意

注意事項：

○卒業論文の提出期日は「厳守」すること。提出日時に�分でも遅れ
た卒業論文，未完成の卒業論文は受理されません。
○卒業論文の提出のさいには卒業論文要旨も提出すること。要旨作成
には意外に時間を要するので十分余裕をみておくこと。
○卒業論文の提出後に，所定の日時に口頭面接があります。口頭試問
に臨んでも、論文内容や当日の面接態度などに問題がある場合、不合
格となる可能性があります。
○本単位は，論文内容だけでなく，卒論への取り組み状況などすべて
を「総合評定」した結果であることを十分自覚しながら，各人計画的
に取り組んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

最終的に卒業論文を作成するにあたり，事象的データに基づいた論理
的な論文を構成することが求められます。指導教員と十分に相談しな
がら，論文を執筆するための準備をしてください。

教科書

特に使用しません。

参考書

必要に応じて適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

論文内容や面接での質疑応答の内容，および卒論への取り組み状況な
どを総合的に考慮して評価します。

その他

─ 329─



637_14C04101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 現代社会学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は，これまでの講義，演習，実習で学んできたことの集大成として各自が
関心をもち選択したテーマにもとづいて論文を完成するために設けられている必修科
目です。卒業論文指導にあたる教員は，基本的には�年次に現代社会学専攻で所属し
た演習の担当教員ですが，選んだテーマが演習担当教員のテーマと大きく異なる場合
には，変更を認めることがあります。その場合は演習担当教員の了承を得ること。

本年度の現代社会学専攻の卒業論文担当教員は以下の通り。

（�）内藤朝雄 （�）平山満紀 （�）昔農英明 （�）宇田和子

授業内容

卒業論文は，�月に行われる各自の卒業論文指導担当教員の説明をよく聞くこと。
ついで担当教員と密接な連絡を常時とりつつ,以下のような段取りで進めてください。
「卒業論文Ⅰ」（春学期）
各自が選んだテーマに即して関連する資料，事例，研究論文などの文献を収集・整
理し，問題の所在，アプローチ，分析視点などを検討し発表，討論します。卒論指導
授業でのこれらの作業を通じて，各自は問題意識・研究の深化をはかるとともに，論
文の章・節などの構成を考えます。
「卒業論文Ⅱ」（秋学期）
春学期と同じ作業を続けるが，秋学期においてなにより重要なのは卒業論文の執筆・
完成です。このためにはテーマを明確にしておくことはもちろん章・節など論文構成
を確定する必要があります。卒業論文指導の授業だけでなく，夏期休暇を論文作成に
むけていかに有効に使うかが重要となります。

履修上の注意

注意：
○具体的進行については，それぞれの指導教員の指示に従うこと。
○卒業論文の提出期日は「厳守」すること。提出日時に�分でも遅れた卒業論文，

未完成の卒業論文は受理されません。
○卒業論文の提出のさいには卒業論文要旨（体裁については指導教員が指示しま

す）も提出すること。要旨作成には意外に時間を要するので十分余裕をみておくこと。
○卒業論文の提出後に，所定の日時に口頭面接があります。口頭試問に臨んでも、

論文内容や当日の面接態度などに問題がある場合、不合格となる可能性があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

○本単位は、一年間の「卒業論文演習」での平常点など、すべてを「総合評定」した
結果であることを十分自覚しながら、各人計画的に取り組んでください。

多くの学生にとって、特に春学期は就職活動があり、卒論に集中することが難しいか
もしれない。だからといって就職活動がすっかり終わってからの時期に卒論に取り組
み始めるのでは、かけられる時間が少なすぎ、不十分な内容になってしまう。そこで、
ふたつのことを勧めたい。
①就職活動が本格化する前にテーマ、研究計画、基礎的なデータ集め、基礎的な文献
調査などをおこなっておくこと。
②就職活動中も、必要な文献のうちハンディなものをカバン持ち運び、空き時間や気
分転換をしたいときなどに、読み進めること。

就職活動でも、面接で卒論のテーマが話題になることがしばしばある。このやり方を
していれば、その際にもよい応答ができて就職、卒論両者がうまくいくだろうと期待
できる。

教科書

参考書

特に使用しない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

論文の内容，口頭試問，平常点など，すべてを「総合評定」した結果を評価する。

その他

638_14C04201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 現代社会学専攻

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文は，これまでの講義，演習，実習で学んできたことの集大成として
各自が関心をもち選択したテーマにもとづいて論文を完成するために設けられ
ている必修科目です。卒業論文指導にあたる教員は，基本的には�年次に現代
社会学専攻で所属した演習の担当教員ですが，選んだテーマが演習担当教員の
テーマと大きく異なる場合には，変更を認めることがあります。その場合は演
習担当教員の了承を得ること。

本年度の現代社会学専攻の卒業論文担当教員は以下の通り。

（�）内藤朝雄 （�）平山満紀 （�）昔農英明 （�）宇田和子

授業内容

卒業論文は，�月に行われる各自の卒業論文指導担当教員の説明をよく聞く
こと。ついで担当教員と密接な連絡を常時とりつつ,以下のような段取りで進め
てください。
「卒業論文Ⅰ」（春学期）
各自が選んだテーマに即して関連する資料，事例，研究論文などの文献を収

集・整理し，問題の所在，アプローチ，分析視点などを検討し発表，討論しま
す。卒論指導授業でのこれらの作業を通じて，各自は問題意識・研究の深化を
はかるとともに，論文の章・節などの構成を考えます。
「卒業論文Ⅱ」（秋学期）
春学期と同じ作業を続けるが，秋学期においてなにより重要なのは卒業論文

の執筆・完成です。このためにはテーマを明確にしておくことはもちろん章・
節など論文構成を確定する必要があります。卒業論文指導の授業だけでなく，
夏期休暇を論文作成にむけていかに有効に使うかが重要となります。

履修上の注意

注意：
○具体的進行については，それぞれの指導教員の指示に従うこと。
○卒業論文の提出期日は「厳守」すること。提出日時に�分でも遅れた卒

業論文，未完成の卒業論文は受理されません。
○卒業論文の提出のさいには卒業論文要旨（体裁については指導教員が指

示します）も提出すること。要旨作成には意外に時間を要するので十分余裕を
みておくこと。
○卒業論文の提出後に，所定の日時に口頭面接があります。口頭試問に臨

んでも、論文内容や当日の面接態度などに問題がある場合、不合格となる可能
性があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

○本単位は、一年間の「卒業論文演習」での平常点など、すべてを「総合評定」
した結果であることを十分自覚しながら、各人計画的に取り組んでください

教科書

参考書

特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

論文の内容，口頭試問，平常点など，すべてを「総合評定」した結果を評価す
る。

その他
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639_14C31104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ゼミでの発表や相互の応答を通じて、20,000字程度の卒業論文を執筆します。
卒業論文自体だけでなく、卒業論文を仕上げるまでの過程での、自身の中間発
表、他の受講生の発表への応答、予備論文への取り組みも評価の対象とします。
卒業論文の指導はゼミの開講時間でのみ行います。

授業内容

�. 春学期の流れの説明、成績評価の方法、春休みの課題の提出について（坂本
ゼミと合同）

�. 前半＝卒論研究会：卒業論文とは何であり、何をする必要があるのか（春休
みの課題をもとに各自発表）、後半＝卒論構想発表会の説明：発表のやり方、
注意点、各回の役割分担の決定（坂本ゼミと合同）

�. テキスト分析・解釈(�)：前回の振り返り、発表�名
�. テキスト分析・解釈(�)：プロトコルの確認、発表�名
�. テキスト分析・解釈(�)：プロトコルの確認、発表�名
�. テキスト分析・解釈(�)：プロトコルの確認、発表�名
�. テキスト分析・解釈(�)：プロトコルの確認、発表�名、卒論構想発表の注
意点・再説

	. 卒論構想発表会(�)：発表�名

. 卒論構想発表会(�)：プロトコルの確認、発表�名
10. 卒論構想発表会(�)：プロトコルの確認、発表�名
11. 卒論構想発表会(�)：プロトコルの確認、発表�名
12. 卒論構想発表会(�)：プロトコルの確認、発表�名
13. [
]-[12]の振り返り：プロトコルの確認、卒論構想発表の振り返り（フォー
マットに沿って発表）

14. 夏休みの課題（予備論文）の確認、秋学期への展望（坂本ゼミと合同）

履修上の注意

事前に発表されたクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に学生が準備した成果物がなければ、担当教員の指導や他の受講生のレス
ポンスは不可能になる。そのため、学生は必ず成果物を用意して授業に臨まな
ければならない。

教科書

戸田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』NHK出版

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内発表 20％
発表への応答 10％
卒業論文 60％（予備論文の評価を含む）
口頭試問 10％

�/�以上の出席が必要。�回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れる。
ただし、就職活動のために出席ができない場合、授業日前日までに担当教員に
欠席の事由を伝えることを条件として、例外として扱い、欠席に数えない。

その他

640_14C31204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ゼミでの発表や相互の応答を通じて、20,000字程度の卒業論文を執筆し
ます。
卒業論文自体だけでなく、卒業論文を仕上げるまでの過程での、自身の
中間発表、他の受講生の発表への応答、予備論文への取り組みも評価の
対象とします。
卒業論文の指導はゼミの開講時間でのみ行います。

授業内容

�.秋学期の流れ、成績評価の方法、予備論文提出の確認（坂本ゼミと合
同）

�. 前回の振り返り、中間発表のやり方、各回の役割分担の決定
�. 卒論中間発表(�)発表�名、特定コメンテーター�名
�. 卒論中間発表(�)発表�名、特定コメンテーター�名
�. 卒論中間発表(�)発表�名、特定コメンテーター�名
�. [�]-[�]の振り返り（フォーマットに沿って発表）
�. 卒論中間発表(�)発表�名、コメンテーター�名
	. 卒論中間発表(�)発表�名、コメンテーター�名

. [�]-[	]の振り返り（フォーマットに沿って発表）
10. 最終的な課題の洗い出し（フォーマットに沿って各自発表）
11. 作業日
12. 最終相互形式チェック
13. 卒論要旨の検討（卒業論文の提出直前）
14. 全体の振り返り（坂本ゼミと合同）

履修上の注意

事前に発表されたクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修
すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に学生が準備した成果物がなければ、担当教員の指導や他の受講生
のレスポンスは不可能になる。そのため、学生は必ず成果物を用意して
授業に臨まなければならない。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内発表 20％
発表への応答 10％
卒業論文 60％（予備論文の評価を含む）
口頭試問 10％

�/�以上の出席が必要。�回以上欠席した場合、単位認定の対象から
外れる。ただし、就職活動のために出席ができない場合、授業日前日ま
でに担当教員に欠席の事由を伝えることを条件として、例外として扱
い、欠席に数えない。

その他

卒論中間発表の最終回以降は卒業論文本文についての質問は受け付けな
い。テキストの特定の箇所の解釈についての質問のみ受け付ける。
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641_14C31102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業は卒業論文の完成に向け、必要とされる情報や知識を提供す

るものである。

授業内容

卒業論文で取り扱う予定のテーマに沿い、参加者それぞれが文献を

選択し、講読し、内容を論文として纏めるための準備を行う。

春学期のスケジュールは以下である。

�月：テーマの確認と文献の選定

�月：文献講読

�月・�月：卒論に向けた中間発表

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

各自、自身の選択した文献をどのようなスケジュールで講読するの

か、まずは計画を立ててほしい。その後、計画を参加者全員で共有の

し、計画通り読み進め、纏める作業を行えるよう、各自に準備作業を

お願いしたい。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度：70％

中間報告：30％

その他

642_14C31202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業は卒業論文の完成に向け、必要とされる情報や知識を提供す

るものである。

授業内容

参加者各自の卒業論文テーマに沿い、文献を選択、講読し、論文と

して纏める。

秋学期の予定は以下である。


月：夏休みに読んだ資料を基に、まとめのレポートを作成

10月、11月：文献の再度の選定と講読

12月：卒業論文提出前最終発表

�月：口頭試問対策

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

各自が計画を立て、卒業論文の完成に向け、準備を行うこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度：70％

最終発表：30％

その他
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643_14C31101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文には大きく言って二つの意味がある。一つは、これまでの
人生の中で起こったこと、自ら考えたこと、学んだことを一度整理し
て、自分とは誰なのか、自分と他の人々、他の諸事物との関係はどの
ようなものなのか、今後、自分は、自分の周囲は、世界はどうなるべ
きなのか、を思考することである。第二は、どのような職業に就こう
とも最も大事な課題となるであろう、人を納得させうるような文章を
綴る術を習得することである。春学期の卒論指導では、この二つの目
標を銘記してもらった上で、考えるべき主題をこちらから提示する。

授業内容

①卒業論文の形式、特に引用箇所の処理ついて説明する。
②受講者各人の現時点でのテーマについて発表してもらう。
③それを承けて、担当者から、関連テーマ、関連文献を提示する。
④担当者の話を踏まえて、再度、受講生各人の卒業論文テーマ、その
問題点な乳について発表してもらう。

履修上の注意

①何よりも自分自身の人生を振り返り、何が起こっていたのか、自分
とは、自分の周辺とは、世界とは何かについて不断に思考することが
重要である。
②その上で、講義で提示されたものを柔軟に受容すること。
③必要な文献や資料については、安易な道を選ばず、自ら手を尽くし
て探し出すこと。
④理解し、理解されることに関して、繊細な感性を養うこと。
⑤様々な言語への生き生きとした関心を失わないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

特に必要ない。

教科書

特定の教科書は使用しない。必要な資料はその都度配布する。

参考書

参考書は適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

講義内での発表、講義への積極的参加100%。

その他

644_14C31201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

春学期の指導を踏まえて、実際に卒業論文を執筆し、その完成をめ

ざす。

授業内容

①卒業論文の構成を定める。

②参考文献の整理を行う。

③中間発表。

④中間発表を踏まえて個別指導を行う。

履修上の注意

卒業論文完成までの各段階で、自分の達成度を冷静に確認し、他人

からの意見、アドヴァイスを活かす努力を怠らないこと。また、剽窃

の疑義などかけられないよう、安易な引用に過度に頼らず、孤独の中

での思考力を錬成するようにしてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

特に必要ない。

教科書

特定の教科書は使用しない。

参考書

参考書は適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文とその面接審査100%。

その他
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645_14C31105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、一年をかけて卒業論文の制作を行います。受講者は学期中に�
回、自分の卒業論文の草稿を読み上げる発表を行い、他の受講者、および担当教
員からコメントを受けます。教員からのコメントは、セミナーの開講時間にのみ
行われます。
セミナー時になされるコメントの多くは、たとえそれが特定の受講生の草稿に
ついてのものであったとしても、受講生全員にとって参考になるものです。その
ため、後の発表者は、以前の発表者が受けていたコメントを踏まえて草稿を作成
することが期待されます。その点を考慮に入れて、教員は評価を行います。

授業内容

�.イントロダクションイントロダクション（シラバスの確認、剽窃について）（池
田クラスと合同）

�.発表日程の調整
�.第一次学生発表（�）
�.第一次学生発表（�）
�.第一次学生発表（�）
�.第一次学生発表（�）
�.第一次学生発表（�）
	.発表の振り返り

.第二次学生発表（�）
10.第二次学生発表（�）
11.第二次学生発表（�）
12.第二次学生発表（�）
13.第二次学生発表（�）
14.発表の振り返り。夏休みの課題の説明（池田クラスと合同）

履修上の注意

事前に発表されたクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に受講者が準備した成果物がなければ、担当教員や他の受講者からのコメン
トは不可能になる。そのため、受講者は必ず成果物を用意して授業に臨まなけれ
ばならない。事前の成果物の提出がない場合、発表を認めないので注意すること。

教科書

戸田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』NHK出版、2012年。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業内で行う。

成績評価の方法

授業内発表 30
発表へのコメント 10
予備論文 30
卒業論文 20
口頭試問 10

�/�以上の出席が必要。�回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れる。就
職活動がゼミの時間と重なった場合、先方と交渉し、先方が交渉に応じなかった
ことをメール本文などで証明できる場合に限り、例外扱いを検討する場合がある。
遅刻は開始20分まで入室可。それより遅れた場合は入室不可、欠席となる。

その他

646_14C31205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、一年をかけて卒業論文の制作を行います。受講者は学期中に�
回、自分の卒業論文の草稿を読み上げる発表を行い、他の受講者、および担当教
員からコメントを受けます。教員からのコメントは、セミナーの開講時間にのみ
行われます。
セミナー時になされるコメントの多くは、たとえそれが特定の受講生の草稿に
ついてのものであったとしても、受講生全員にとって参考になるものです。その
ため、後の発表者は、以前の発表者が受けていたコメントを踏まえて草稿を作成
することが期待されます。その点を考慮に入れて、教員は評価を行います。

授業内容

�.予備論文提出の確認と、日程の確認（池田クラスと合同）
�.第三次学生発表（�）
�.第三次学生発表（�）
�.第三次学生発表（�）
�.第三次学生発表（�）
�.第三次学生発表（�）
�.第四次学生発表（�）
	.第四次学生発表（�）

.第四次学生発表（�）
10.第四次学生発表（�）
11.第四次学生発表（�）
12.要旨の点検
13.最終版の点検
14.口頭試問に関する説明（池田クラスと合同）

履修上の注意

事前に発表されたクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に受講者が準備した成果物がなければ、担当教員や他の受講者からのコメン
トは不可能になる。そのため、受講者は必ず成果物を用意して授業に臨まなけれ
ばならない。事前の成果物の提出がない場合、発表を認めないので注意すること。

教科書

戸田山和久『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』NHK出版、2012年。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業内に行う。

成績評価の方法

授業内発表 30
発表へのコメント 10
予備論文 30
卒業論文 20
口頭試問 10

�/�以上の出席が必要。�回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れる。就
職活動がゼミの時間と重なった場合、先方と交渉し、先方が交渉に応じなかった
ことをメール本文などで証明できる場合に限り、例外扱いを検討する場合がある。
遅刻は開始20分まで入室可。それより遅れた場合は入室不可、欠席となる。

その他

最終報告以降は卒業論文本文についての質問は受け付けない。テキストの特定の
箇所の解釈についての質問のみ受け付ける。
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647_14C31103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅰ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

大学での学びの集大成として，担当教員と相談しながら，また他の
履修者からの意見も参考にしながら執筆を進め，卒業論文を完成させ
る。最新の研究蓄積を踏まえつつ，新しい知見を論理的・説得的に提
示できるような論文を完成させることが目標である。

授業内容

第�回 テーマの決定
第�回 一次資料の精読�

第�回 一次資料の精読�

第�回 一次資料の精読�

第�回 一次資料の精読�

第�回 一次資料の精読�

第�回 中間発表
第	回 二次資料の検討�

第
回 二次資料の検討�

第10回 二次資料の検討�

第11回 二次資料の検討�

第12回 二次資料の検討�

第13回 構成を考える�

第14回ａ 構成を考える�

履修上の注意

事前のアンケートに基づき，許可を受けた学生のみ履修できる。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当教員の指導のもと，文献の調査・読解など各自の課題に積極的
に取り組むこと。

教科書

なし。

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文執筆に至る途中経過での取り組み20％、卒業論文に対する
評価70％，面接に対する評価10％
科目としては，「卒業論文I」および「卒業論文II」と分かれている

が，成績は卒業論文の面接後にまとめて評価する。

その他

648_14C31203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

卒業論文Ⅱ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

大学での学びの集大成として，担当教員と相談しながら，また他の
履修者からの意見も参考にしながら執筆を進め，卒業論文を完成させ
る。最新の研究蓄積を踏まえつつ，新しい知見を論理的・説得的に提
示できるような論文を完成させることが目標である。

授業内容

第�回 構成を整える�

第�回 構成を整える�

第�回 執筆内容の検討�

第�回 執筆内容の検討�

第�回 執筆内容の検討�

第�回 執筆内容の検討�

第�回 執筆内容の検討�

第	回 執筆内容の検討�

第
回 執筆内容の検討�

第10回 執筆内容の検討	

第11回 暫定版提出、暫定版の修正�

第12回 暫定版の修正�

第13回 暫定版の修正�

第14回ａ 卒業論文の最終確認

履修上の注意

事前のアンケートに基づき，許可を受けた学生のみ履修できる。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当教員の指導のもと，文献の調査・読解など各自の課題に積極的
に取り組むこと。

教科書

なし。

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

卒業論文執筆に至る途中経過での取り組み20％、卒業論文に対する
評価70％，面接に対する評価10％
科目としては，「卒業論文I」および「卒業論文II」と分かれている

が，成績は卒業論文の面接後にまとめて評価する。

その他
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649_14G03401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ターミナルケア 小 館 貴 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この世に誕生した者は、例外なくたった一度だけ死を迎える。これは確固たる事実であり、
しかも誰もが生まれた瞬間から死が現実化する可能性を常に有している。私たちはこの事実を
認識しているにも関わらず、死の訪れはいつでも突然で私たちの想定よりも早すぎるのであり、
私たちの死への備えはいつでも手つかずで遅すぎるのである。
そうであるならば、絶対的に訪れる死から目を逸らすのではなく、むしろ死をしっかりと見
据えたうえで、できるだけ納得のいくものにするという努力こそが私たちのなすべきことなの
ではなかろうか。
今年度はターミナルケアの場面で生じる具体的諸問題を取り上げながら、ターミナルケアに
関する基本的な諸事項はもちろん、グリーフケアについても扱っていく予定である。受講者に
は、映像資料を活用して追体験してもらう機会や、ワークやロールプレイを通して実感しても
らう機会を設ける予定である。これらを通して、来るべき自身のターミナルケアの場面におい
て、「自分で答えを出す力」を養うことが本講義の最大の目的となる。

授業内容

基本諸事項については講義形式で説明しますが，映像資料などを活用しながら，多くの具体
的事例を示して，みなさん自身の問題として死の問題を追体験してもらい，より深く考えても
らいます。
授業は対面にて実施します。一部、遠隔授業となる場合もあります。遠隔講義の際は、Zoom
によるリアル配信の形で実施します。なお、最初の講義では講義の概要や評価についても説明
しますので、必ず出席して下さい。最後の講義では全体のまとめも行います。

第�回a：イントロダクション b：「いのち」とは何か
第�回：ターミナルケアとは何か（�）─基本的諸事項の解説
第�回：ターミナルケアとは何か（�）─段階的なケアのあり方と考え方
第�回：トータルペインとトータルケア
第�回：生命倫理の四原則とインフォームド・コンセント
第�回：人生の最終段階における意思決定
第�回：認知症とそのケアについて
第	回：ターミナルケアをめぐる諸問題（�）─胃ろうを取り上げる予定
第
回：ターミナルケアをめぐる諸問題（�）─鎮静を取り上げる予定
第10回：グリーフケア（�）─基本的諸事項と初期のグリーフ論
第11回：グリーフケア（�）─新しいグリーフ論
第12回：グリーフケア（�）─グリーフケアと実際の取組み
第13回：患者の生き方に学ぶ
第14回a：コミュニケーション技法─傾聴 b：ロールプレイによる演習

履修上の注意

受講者の数や意向を考慮した上で、一方的に講義をするだけではなく、実際にみなさんにも
活動する機会も設け、ターミナルケアにおける様々な場面を実体験できるような工夫をするつ
もりです。
受講者の皆さんには、脳に汗をかくほど考え、心が燃えるほど感じてもらいたいと思います。
主体的に参加する心構えをして、講義に出席してください。
基本的には対面講義を予定しますが、遠隔講義となった場合には、Zoomによるリアル配信型
の遠隔講義を実施します（場合によっては、オンデマンド型になる場合もあります）。
また、全体の成績評価に関しては、学期末試験を想定していますが、遠隔講義となった場合

には変更もあり得ます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、次回のテーマに関しての疑問点や質問事項などを整理しておいて下さい。ま
た、関連する内容についての書籍や記事などを自主的に調べておいて下さい。
復習としては、配布プリントを見直し講義内容を確認して知識の定着を図ることと、講義内
で感じたことや考えたことを振り返り、再度じっくりと向き合ってみて下さい。
基本的には予習よりも復習に重きを置いて下さい。

教科書

特定のテキストは使用しません。ただし、必要に応じて講義ごとに毎回レジュメや資料を配
布します。参考文献などは、講義にて適宜紹介します。

参考書

『ターミナルケア・ガイド』村上國男（関西看護出版）2003年。
『ケアの始まる場所』 金井淑子、竹内聖一編（ナカニシヤ出版）2015年。
『人生の終わりをしなやかに』 清水哲郎、アルフォンス・デーケン、浅見昇吾編著（三省堂）
2012年。
『悲嘆学入門』坂口幸弘（昭和堂）2010年。
『はじめて学ぶグリーフケア（第�版）』宮林幸江、関本昭治（日本看護協会出版会）2022年。

課題に対するフィードバックの方法

提出物へのフィードバックは、各自にコメントを記す形で行います。
全体の集計結果などについては、次回の講義で集計結果を紹介して皆で共有します。

成績評価の方法

学期末試験、中間レポート、平常点（講義でのリアクションペーパー等）にもとづいて総合
的に評価します。（学期末試験60％、中間レポート20％、平常点20％）

※中間レポートは、クラスウェブを使用して実施する予定です。
※遠隔講義となった場合には、成績評価について変更があります。

その他

授業内容（講義計画）については、あくまで予定です。受講者の皆さんの関心や実際の講義
の展開状況に合わせて、臨機応変に対応したいと思っています。質問などについては、講義後
にゆっくり時間を取ります。講義とは違って、対話の中から気づきやヒントが見つかることも
あるかもしれませんので、小さな疑問や感想などがあれば遠慮なく話して下さい。
遅い時間の講義となりますが、むしろこの時間だからこそ、一週間に一度「生と死」・「いの
ち」についてじっくり向き合うよい機会となると思います。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地域統計学Ⅰ 小 泉 諒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では，統計データや地域特性を定量的に分析・理解するための
技術を学ぶ．
講義の前半では統計学やデータ分析の基礎的事項を学び，後半では統
計分析に基づく統計地図の作成や統計データの地理的可視化を学ぶ．
これらを通して，空間的思考の基礎となる統計的知識の獲得を目標と
する．

授業内容

第01回 モジュールbのみ 地域調査と統計データ（国勢調査，社会
経済統計，各種地域統計の入手）

第02回 質問票の作成とサンプリング手法
第03回 データ種別・図表作成の基礎
第04回 平均，度数分布，ヒストグラム
第05回 相関，移動平均
第06回 分散，標準偏差
第07回 カイ二乗検定と推定，グラフ作成と表現
第08回 基礎統計量と相関分析，回帰分析（多変量解析）
第09回 クロス集計と属性別の分析
第10回 統計地図作成の基礎（基本操作，階級区分，データ収集法）
第11回 地域的分布の把握，人口移動，地域間相互作用
第12回 地図の重ね合わせ，グラフ表示，地域特性分析
第13回 気象統計の利用，等値線，地域の分類
第14回 商業統計の利用，応用技術

履修上の注意

Excelの基本的操作を取得している前提で展開する。
遅刻や欠席が無いよう努めること。地域統計学IIを連続して受講する
こと。事前学習の指示はweb上で行う。
なお履修希望者が多数となった場合，抽選となる可能性がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の内容を自力で解けるよう復習しておくこと。次回の予習にもな
る。

教科書

谷 謙二(2022)『フリーGISソフト MANDARA10入門 増補版』古今書
院．

参考書

半澤誠司，武者忠彦，近藤章夫，濱田博之(2015)『地域分析ハンド
ブック』ナカニシヤ出版．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

講義内の作業課題（70％），期末レポート（30％）．
なお成績評価を受けるためには，すべての作業課題（欠席時を含む）
ならびに期末レポートの提出が必要である．

その他

使用ソフトを私有のPCにもインストールして下さい。 [url=https://
www.meiji.ac.jp/isc/msca/of365.html] Excel, [url=http://ktgis.net/
mandara/]地理情報分析支援ソフトMANDARA(w indowsのみ),
[url=https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html]qGIS 長期
リリースリポジトリ

651_14F60601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地域統計学Ⅱ 小 泉 諒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では，地域特性を定量的に把握し，GIS(地理情報システム)ソ
フトウェアを用いて地図化するための技術を学ぶ．
自然地理学分野・人文地理学分野それぞれの統計データや変数の地図
化を通して，地域特性を定量的に把握する技術の獲得を目標とする．

授業内容

第01回 統計データの種類とその入手（総務省統計局サイトe-statの
利用）

第02回 背景地図の種類とその入手
第03回 地域統計データの種類とその入手
第04回 地理空間データの種類とその入手
第05回 GISソフトウェアの基礎
第06回 自然地理学的分野の統計データ分析
第07回 自然地理学的分野の統計データ分析とその地図化
第08回 人文地理学分野の統計データ分析
第09回 人文地理学分野の統計データ分析とその地図化
第10回 一般図の作成
第11回 地域特性分析とその地図化
第12回 アドレスマッチングやバッファ機能を用いた立地分析
第13回 メッシュデータによる地域分析
第14回 GISの応用技術

履修上の注意

地域統計学Iを履修済であり，ExcelとMANDARAの基本的操作を習得
していることを前提とする．
遅刻や欠席が無いよう努めること．
事前学習の指示はweb上で行う．

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の内容を自力で解けるよう復習しておくこと。次回の予習にもな
る。

教科書

谷 謙二(2022)『フリーGISソフト MANDARA10入門 増補版』古今書
院．

参考書

半澤誠司，武者忠彦，近藤章夫，濱田博之(2015)『地域分析ハンド
ブック』ナカニシヤ出版．
若林芳樹(2018)『地図の進化論 : 地理空間情報と人間の未来』創元
社．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

講義内の作業課題（60％），期末レポート（40％）．
なお成績評価を受けるためには，すべての作業課題（欠席時を含む）
ならびに期末レポートの提出が必要である．

その他

使用ソフトを私有のPCにもインストールして下さい。 [url=https://
www.meiji.ac.jp/isc/msca/of365.html] Excel, [url=http://ktgis.net/
mandara/]地理情報分析支援ソフトMANDARA(w indowsのみ),
[url=https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html]qGIS 長期
リリースリポジトリ
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

知覚・認知心理学 小 粥 宏 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

感覚や知覚、思考などの認知機能に関わる研究は、様々な形で社会的
な課題に貢献している。知覚や認知機能の仕組みを理解することで、
私たちの暮らしに生まれる様々な変化について考えていくことが、認
知心理学を学ぶ意義となる。この授業では、感覚・知覚・認知の基本
的な仕組みについて理解し、人間の行動を情報処理モデルに基づいて
説明できることを目標とする。

授業内容

第�回：認知心理学の概説
第�回：知覚と感覚の仕組み①
第�回：知覚と感覚の仕組み②
第�回：知覚機能の障害
第�回：認知とは？問題解決と推論
第�回：問題解決と推論
第�回：判断と意思決定
第	回：記憶①
第
回：記憶②
第10回：認知の発達①
第11回：認知の発達②
第12回：認知の発達③
第13回：認知機能の障害
第14回a：まとめ

b：試験

履修上の注意

最初の授業で、履修上の注意や授業内容の大筋を伝えるため、本授業
のイメージをつかんで欲しい。
授業で扱ったテーマを、日常生活にも積極的に応用しようとする意欲
が求められる。
授業の進行は、履修者の理解度によって変更するため、授業内容の変
更がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

難しい単語が多いため、自己学習が必須になる。
適宜授業内で参考図書を紹介するため、それらを使って予習や復習を
して欲しい。
授業に関連する内容の動画などを予習や復習に活用することがある。

教科書

使用しない

参考書

授業中に随時紹介するが、以下の本を事前に見ておくことが望ましい。

『認知心理学』 箱田裕司他 （有斐閣）
『グラフィック認知心理学』 森 敏昭・井上毅・松井孝雄共著 （サイ

エンス社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内アンケートおよび授業への貢献度（20％）、小テストと期末試験
（80％）により総合的に評価する

その他
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地球環境Ａ 長谷川 裕 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

地球環境問題や日本列島の自然保護・環境保全問題を考えていく上で基礎となる天体地球および日本列
島の自然特性について考える．
文系学部に在籍するみなさんは，小・中・高で歴史科目を学び，歴史時代の時間感覚をすでに身につけ
ていることと思います。明治維新，戦国時代，平安時代くらいまでなら，日常生活の時間軸の延長上に位
置する出来事として，きちんと理解できているのではないでしょうか。ところが紀元前になるとどうで
しょう。かなりの歴史好き，考古学好きでないとちょっとあやふやになってくる（注：ここから先は，考
古学専攻生と，地理学専攻生のうち自然地理学を専攻する学生を除いての話です）。さらに�万年前以前
になると，よほどの考古学オタクか地学・自然地理学オタクでもないかぎり，自分自身の時間軸の範疇外
となってしまうのが普通です。�万年前も，100万年前も，�億年前も，すべてひっくるめて「大昔」。
しかし，それでは46億年に渡る地球史を正確に理解することはできません。現在の地球上に展開する

様々な自然景観，言い換えれば現在の「地球環境」は，少なくとも数万年〜数億年に渡る歴史を経て生成
されたものです。この授業では，現在の地球環境を理解するために必要となる，地球史46億年の中で生じ
てきた様々な出来事に言及します。
前期終了時までに，地質学的時間感覚を身につけ，自然景観の中に読み取れる自然史の意味を理解でき

るようになることが，本授業の到達目標です。

授業内容

�．天体地球：地球の形とサイズ，空間スケールの認識
キーワード：ジオイド，チョモランマ（エベレスト）山，マリアナ海溝

�．地球の内部構造，時間スケールの認識
キーワード：地殻，花崗岩，玄武岩，マントル，プレート，地質時代，人類史

�．地形営力と地形作用
キーワード：広域応力場（圧縮応力・引張応力），褶曲作用，断層作用，風化（作用）

�．内的営力と内作用�：プレートテクトニクス理論（�）研究史
キーワード：化石，大陸，海洋，放射年代測定，地磁気，古地磁気

�．内的営力と内作用�：プレートテクトニクス理論（�）理論の実際
キーワード：プレート境界，海嶺，海溝，造山運動，造山帯，火山帯

�．内的営力と内作用�：日本列島の地体構造
キーワード：トラフ，構造線，堆積岩，砂岩，泥岩，石灰岩，付加体

�．内的営力と内作用�：断層作用と地震
キーワード：プレート境界（型）地震，直下型地震，震源，地震波，波食棚

	．内的営力と内作用�：火山
キーワード：マグマ，マグマ溜り，溶岩，テフラ，火山灰，火砕流


．気象と気候�：気温
キーワード：自転，公転，地軸，緯度，日較差，年較差，気圧，海抜高度

10．気象と気候�：風・降水
キーワード：高気圧，低気圧，コリオリの力，気団，前線帯，温暖前線，寒冷前線

11．気象と気候�：気圧帯と恒常風，モンスーン，地方風
キーワード：偏西風，貿易風，海流，暖流，寒流，気圧傾度

12．気象と気候�：気候地域，日本の気候
キーワード：ケッペン，植生，植生帯，森林限界，乾燥限界，土壌帯

13．第四紀環境変動
キーワード：第四紀，更新世，完新世，氷河，氷床，氷河の質量収支，雪線

14．深海底コア・氷床コアから明らかにされた地球環境変動
キーワード：有孔虫，（酸素の）安定同位体，海洋酸素同位体ステージ（MIS），氷河氷

履修上の注意

第�回授業で半期間の授業内容の詳細と進行予定および成績評価の方法等について情報提供するので，
履修希望者は必ず出席されたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習には，下記参考書が役立つ。また，授業時にその他の参考書についても随時紹介する。
授業で使用するパワーポイントのpdf版を当日中にOh-o!Meiji「授業内容・資料」にアップするので，

授業の内容を明瞭に記憶している期間内に，配布プリントの図表や板書した図等と合わせてノート等にま
とめ，知識の定着を計ることを推奨する。
（教員ごとに考え方は異なるが）大学における講義は「新たな知」との出逢いの場であり，その歓びを
最大限に味わうためには，予習は不要と考える。ただし，授業内容（地球科学）の理解に対して不安を感
じる場合には，「授業内容」に示した各回のキーワードについて検索しておくことを勧める。

教科書

教科書は使用しない。パワーポイント，および随時配布するプリントを利用して授業を進める。

参考書

『地理学基礎シリーズ：自然地理学概論』高橋日出男・小泉武栄（朝倉書店）
『図解プレートテクトニクス入門』木村 学・大木勇人（講談社ブルーバックス）
『日本列島の誕生』平 朝彦（岩波新書）
『日本列島100万年史 大地に刻まれた壮大な物語』山崎春雄・久保純子（講談社ブルーバックス）
『氷河時代の謎をとく』インブリー, J.・インブリー, K.P.（小泉 格 訳）（岩波書店）
『人類と気候の10万年史』中川 毅（講談社ブルーバックス）

課題に対するフィードバックの方法

質問は，毎回課すリアクションペーパーで受け付ける。質問に対しては，次回授業開始時にできる限り
答える予定であるが，質問数が多い場合には，質問者以外の受講生にとってもプラスになる内容に絞って
返答する。

成績評価の方法

平常点50％（毎回課すリアクションペーパーへの取り組み方によって評価する），学期末提出のレポー
ト50％。

その他

654_14H07001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地球環境Ｂ 長谷川 裕 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

唯一無二の宇宙船地球号の乗組員として知っておくべき事実を紹介し，人類が生存し続けて
いくために今何が問題となっているのか，その問題を解決していくために何を成すべきかを考
える。
みなさんは「保護」と「保全」の違いについて考えたことがありますか？ そして，「地球環

境の保護・保全」とは，いったい「誰のため」，「何のため」に必要だと考えられているので
しょうか？
今，私たちの周りには，様々なスケールの環境問題が渦巻いています。私たちヒト（ホモ=サ

ピエンス）がこの地球上で生き延びていくためには，一人一人が明確なスタンス（立ち位置，
視点，哲学，思想……様々な言葉に置き換えて考えてみてください）を持ち，一つ一つの問題
に対峙していく必要があります。本授業では，地球規模の環境問題や，日本列島における自然
破壊の実例について，そのプロセスと結果を紹介し，根本的な原因がどこにあるのかを考えて
いきます。
授業最終回までに，受講生のみなさん一人一人が，�）「誰のための，何のための保護・保全
であるのか」という問いかけに対する答えを見いだし，�）環境問題に対峙していく時の各自
のスタンスを確立すること，の�点を本授業の到達目標とします。

授業内容

�．イントロダクション：地球生態系，地球環境問題�：地球温暖化
�．地球環境問題�：オゾン層破壊，地球環境問題�：酸性雨（�）
�．地球環境問題�：酸性雨（�），地球環境問題�：砂漠化と人口爆発
�．地球環境問題�：熱帯林破壊（�）東南アジア
�．地球環境問題�：熱帯林破壊（�）アマゾン
�．地球環境問題�：種の保存と文化・産業，商業捕鯨の是非
�．そして我が祖国日本�：森林伐採と林道開発（�）
	．そして我が祖国日本�：森林伐採と林道開発（�）

．そして我が祖国日本�：原子力発電と環境（�）安全性，放射性廃棄物の問題
10．そして我が祖国日本�：原子力発電と環境（�）原発建設のプロセス，日本の電力需要
11．そして我が祖国日本�：原子力発電と環境（�）福島第一原発事故
12．そして我が祖国日本�：河川開発，ダムの功罪（�）
13．そして我が祖国日本�：河川開発，ダムの功罪（�）
14．そして我が祖国日本�：砂防事業，まとめ：誰のための保護・保全か？

履修上の注意

第�回の授業時に授業内容の詳細と進行予定および成績評価の方法等について情報提供する
ので，履修希望者は必ず出席されたい。
事前に地球環境Aを履修済みであることが望ましい。地球環境Bのみを履修する場合には，A

で扱っている内容について事前学習しておくことを勧める。

準備学習（予習・復習等）の内容

学びを深めるには，下記参考書が役に立つ。その他の参考書についても授業時に随時紹介す
る。
（教員ごとに考え方は異なるが）大学における講義は「新たな知」との出逢いの場であり，そ
の歓びを最大限に味わいたいのであれば，予習は不要である。地球科学の専門知を扱う地球環
境Aとは異なり，地球環境Bで扱う内容は，新聞を読んで理解できる能力があれば，専門用語に
対する事前準備等は必要ない。
本授業で取り扱う内容は，人類が直面する喫緊の大問題ばかりである。また，我々日本人に
は一見無関係に思える話題でも，実は密接な関わりがあったりもする。この授業に真剣に取り
組めば取り組むほど，人間の醜悪さや，自分の無力さを強く感じることになるだろう。そんな
時，授業内で感じたこと，考えたことを，是非回りの友人たちや家族の方々に話してみてほし
い。身の回りの人たちとの議論を通じ，様々な物・事が明確化されるはずだ。この授業を誘い
水に，どんどん自身を啓発していってほしい。

教科書

教科書は使用しない。授業はパワーポイントと随時配布するプリントを利用して進める。授
業で使用したパワーポイントは，授業後にpdf版をOh-o!Meiji「授業内容・資料」からダウン
ロードできるようにするので活用されたい。

参考書

『生態系ってなに？』江崎保男（中公新書）
『地球環境報告』石 弘之（岩波新書）
『酸性雨』石 弘之（岩波新書）
『地球環境報告 II』石 弘之（岩波新書）
『アマゾン 生態と開発』西沢利栄・小池洋一（岩波新書：絶版）
『原発のコスト』大島堅一（岩波新書）
『まやかしの安全の国 原子力村からの告発』田辺文也（角川新書）
『犠牲のシステム 福島・沖縄』高橋哲哉（集英社新書）
『人新世の「資本論」』斎藤幸平（集英社新書）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

単位を取得できるかどうかの判定は学期末提出のレポート100%。但し，単位取得者の成績評
価（S・A・B・C判定）に関しては，毎回課すリアクションペーパーへの取り組み等平常点を加
味する。

その他
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655_14F58901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地形学Ⅰ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

地形は，気候，水資源とともに，人間活動・生物活動の基盤となる
重要な自然要素の一つである。地形景観は，様々なプロセスで形成さ
れた地形の集合体で，個々の地形の形成は「地形構成物質」「地形営
力」「時間」で説明される。本授業では，これら�つの要素を軸にし
て地表の多様な地形形成プロセスを理解するともに，気候・水文環境
との関係を意識して地形景観を読み解くことを目標とする。これらの
学習は，地質学的時間スケールでの地形発達や，災害発生メカニズム
の理解の基礎となる。

授業内容

第�回 地形学で学ぶこと，地形営力
第�回 変動地形、活断層
第�回 火山地形
第�回 風化
第�回 カルスト地形
第�回 斜面地形
第�回 河川プロセス・河川地形
第	回 海岸地形
第
回 乾燥地形
第10回 氷河地形
第11回 周氷河地形
第12回 気候地形
第13回 人工地形
第14回 まとめと試験

履修上の注意

自然地理学概論A，Bを履修しておくこと。地形学を専門とする場合
には，秋学期の地形学IIも合わせて履修するのが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業資料を事前にOh-o！Meijiにアップロードしておくので，印刷し
たものを授業に持参して，授業ノートとして使用できるように準備す
ること。予習として教科書を該当箇所を読んでから授業に臨むこと。

教科書

松倉公憲『地形学』（朝倉書店）

参考書

Paul R . Bierman, David R . Montgomery『Key Concept in
Geomorphology』（Macmillan Learning）
Dale F . Ritter, R . Craig Kochel , Jerry R . Miller『Process
Geomorphology』 (Waveland Press)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

コメントペーパー30％，学期末の筆記試験70%

その他

656_14F59001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地形学Ⅱ 佐々木 夏 来

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では，地形学のうち発達史地形学を主に扱い，地質学的時間
スケールでの地形形成について学習する。内的営力と外的営力の相互
作用による地形の形成や，第四紀の気候変化・海水準変化・地殻変動
の相互作用の結果としての地形形成といった，複雑な地形発達史を理
解することを目標とする。後半では，特に日本列島の形成史に焦点を
当てて学習する。

授業内容

第�回 ガイダンス・発達史地形学の考え方
第�回 地形発達の履歴を知る方法
第�回 地形と環境の編年
第�回 地震による地形変化
第�回 隆起と侵食
第�回 変動帯に位置する日本列島の概観
第�回 日本列島の形成史�（鮮新世以降の地殻変動による隆起と沈

降）
第	回 日本列島の形成史�（更新世中期以降の変動地形）
第
回 日本列島の形成史�（第四紀の火山活動と地形形成）
第10回 第四紀の気候変動と地形
第11回 海水準変動と地形の形成（山地の侵食・段丘）
第12回 海水準変動と地形の形成（海岸地形・海底地形）
第13回 関東平野の地形発達史
第14回 まとめと試験

履修上の注意

自然地理学概論A，Bおよび地形学Iを履修しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業資料を事前にOh-o！Meijiにアップロードしておくので，印刷し
たものを授業に持参し，授業ノートとして使用できるように準備する
こと。

教科書

特に定めないが，地形学を専門とする場合には，参考書の中から自分
の興味に合ったものを選んで購入することを推奨する。

参考書

貝塚爽平『発達史地形学』（東京大学出版会）
太田陽子ほか『日本列島の地形学』（東京大学出版会）
DouglasW. Burbank, Robert S. Anderson『Tectonic Geomorphology』
(Wiley-Blackwell)
Paul R . Bierman, David R . Montgomery『Key Concept in
Geomorphology』（Macmillan Learning）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

コメントペーパー30%，学期末の筆記試験70%

その他
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657_14B40501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地誌学概論Ａ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

地誌学は、19世紀以降、世界が急速に結びついていく中で、自然、環境と生活、文
化、生業や産業などの情報を総合し、さまざまな地域の見方をつくり出してきた。
それは世界の理解を進めるのと同時に、時には地域の見方を固定し、偏見を生み出
してしまったこともある。この授業では、主にヨーロッパについての地誌学の考え
方を提示しながら、陥穽にはまらずに地誌学的な研究をするためには何が必要なの
かを受講生とともに考えていきたい。
受講生がまずは地誌学とは何かを理解し、ヨーロッパについての基礎的な知識を身
につけ、日本の地誌に引き付けて考えることができるようになることを到達目標と
する。

授業内容

ガイダンスののち、教科書『世界地誌11ヨーロッパ』（朝倉書店2019）に沿って授業
を行う。授業の中では、教科書の内容を解説するにとどまらず、そこから補足的に
展開できる事項について、資料やビデオなどを用いながら議論を進めていく。また、
教員が訪問した国を地誌学的にとらえる仕方を提示し、受講生との意見交換も行う。

�．地誌学とは何か
�．EUという組織
�．自然環境
�．農業と村落
�．工業化
�．都市の形成と発展（交通、地域活性化など）
�．観光
	．EU市民の暮らし

．ヨーロッパ人の地理的想像力（地域性、景観など）
10．移民
11．難民
12．統合するEUと国境地域
13．世界の中のEU（貿易など）
14．a.期末テスト b.解答

テキストはヨーロッパ中心であるため、日本との比較、あるいは他の地域への関心
と知識を広げるために、地誌学的な他の地域に関するテキストについて読書レポー
ト、また日本との比較に関する研究レポートの作成を中間課題として課す。

履修上の注意

映像資料を多用するので、字幕や音声に特に希望があれば早めに申し出ること。そ
の他の必要事項も応相談。
オンライン授業を取り入れる可能性があるので、インターネット環境や機材を整え
ておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書を読むこと。理解が難しければ、教員に確認すること。授業内で紹介する参
考図書を読むこと。

教科書

加賀美雅弘編2019『世界地誌シリーズ11ヨーロッパ』朝倉書店

その他、日本、アジア、アフリカ、アメリカなどに関する読書レポートを課すため、
課題図書を指定する。
（阿部和俊編2017『都市の景観地理 アジア・アフリカ編』古今書院など。）

詳しくは授業の初回で示す。

参考書

加賀美雅弘ほか編2014『ヨーロッパ学への招待』学文社

その他、テーマごとに授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回コメントペーパーの提出を求める。�回欠席した場合は期末テストを受けるこ
とを認めない。
評価はコメントペーパーの内容で10％、読書レポート40％、試験50％で行う。
また、授業内での発言を積極的に加味する。

その他

658_14B40601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地誌学概論Ｂ 松 橋 公 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

地誌学の基礎を講義した上で，「産業」「環境と生活」「文化」「国土開発」
などをテーマとして，EU諸国および日本との比較を念頭に置いて紀行風に
講義する．テーマに着目する動態的な地誌を指向するとともに，日欧の比較
を通して異文化理解としての地理学・地誌学の役割を考えてみる．
対象地域の実像把握と異文化理解＜自己相対化＞の課題を考えてもらうこ

とを目標とする．

授業内容

講義で触れたいと考えている項目としては，大筋次のように考えている．
�．序：地誌学とは？：「地誌る」ことを考える
00）イントロダクション：シラバスの修正ほかについて
01）地誌って何？
02）旅行と地誌と異文化理解
03）ヨーロッパは狭くて広い！

�．余暇と観光産業
04）余暇生活とツーリズム：文化としての余暇
05）観光＝EU最大の産業
06）日本におけるインバウンド･ツーリズムとその問題
07）観光・観光産業：わかりやすい現象，捉えにくい実像

�．産業と生活，そして文化
08）ヨーロッパ・ワイン紀行（日本との対比で）
09）所変われば「品変わる」とともに，「価値観と文化」も変わる
10）ヨーロッパ・ビール紀行（日本との対比で）

�．地域認識と地域の自立：地球環境問題への対応
11）環境と生活：サステイナブル・シティ
12）エネルギー自給をめざす地域・都市
13）風土認識とエネルギー・シフト

14）講義全体のふりかえりと期末試験

履修上の注意

高校の時の地図帳を常に用意して授業の話題が「どこで」のことなのかを
常に確認してほしい．楽しい講義を心がけるが，話題の楽しさと余談にだけ
関心を示さず，話題と余談の含意に気を配ってもらいたい．

準備学習（予習・復習等）の内容

準備： 各回の講義で配布する資料の予習・復習を求める．不明な点があ
れば，授業で質問すること．

教科書

特定のテキストは使用しない．

参考書

特定の参考書は使用しない．関連する文献に関しては，セクションごとに
文献リストを配布する．

課題に対するフィードバックの方法

課題と期末試験： 期間中に�回の小テスト（課題）を実施する．また，
最終授業日に期末試験を実施する．いずれも，講義内容についての理解と，
そこで考えたこと・感じたことを問う．

成績評価の方法

期末試験（目安：80％）と，期間中の講義時に実施する小テストなどの授
業への関わり方（同上：20％）などを総合して評価する．

その他
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659_14F59501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地図学Ⅰ 宇 根 寛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（概要）
地図は、地理学において最も基礎的かつ重要な道具であり、地域の自然や人間活
動の科学的な調査、分析、表現を行うために必要不可欠なツールである。また、人
類が最も早く手にしたコミュニケーションツールであり、世界観を構成する要素で
もある。本講義では、地図学Ⅱと併せて、地図とは何か、地図の歴史、地図の種類、
地図表現の原理、地図の作り方、現代の地図、地図の利用など、地図に関する基礎
的な知識と技術を幅広く学習する。
この科目は当該授業内容に関する実務の経験を有する教員がその実務経験（国土地
理院職員として38年間勤務）を活かして講義を行う科目である。
和泉校舎での対面授業で実施する。春学期の期間中、校外実習（�日）を行う予定
である。その場合、講義�回を休講とする。

（到達目標）
地図学Ⅱの履修と併せて、地図についての基礎知識を全般的に習得し、地図に関
する理解と地図を利活用する能力を養い、地理学の調査研究のみならず、地理空間
情報活用社会の担い手として、社会のあらゆる場面において、地図の作成と利用を
的確に行える能力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 �/11：イントロダクション、基礎知識確認
第�回 �/18：地図とは何か、地図の歴史
第�回 �/25：地図の種類、図式
第�回 �/
：地形表現、等高線
第�回 �/16：地形図読図実習
第�回 �/23：測地系、地図投影法の原理
第�回 �/30：さまざまな地図投影法
第	回 �/�：座標系
第
回 �/13：立体視、空中写真
第10回 �/20：写真判読実習
第11回 �/27：地図ができるまで
第12回 �/ �：主題図の種類と入手法
第13回 �/11：世界の地図、地図と世界観
第14回 �/18 a：授業のまとめ ｂ：試験

履修上の注意

この授業は、秋学期に実施する「地図学Ⅱ」と連続しており、このうち、地図学Ⅰ
では、主に地図の基本的な知識を習得し、地図学Ⅱでは、主に地図の活用方法を身
につける。両者を通して履修することにより目標に到達するよう設計されており、
できるかぎり両者を同じ年度に履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義資料は原則として事前にOh-o! Meijiに掲載される。予習をしておくとともに、
これをプリントまたはダウンロードして授業に持参すること。やむをえず授業を欠
席した場合は、Oh-o! Meijiに掲載された講義資料を閲覧するとともに、教科書など
により自習しておくこと。

教科書

『地図づくりの現在形 地球を測り、図を描く』 宇根寛・講談社
上記のほか国土地理院の�万�千分�地形図�枚を実習に使用するので購入するこ
と。使用する図名、購入方法等は授業で指示する。

参考書

授業の中で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）授業への貢献度（レポートを含む）、（�）定期試験を総合的に判断して評価
する。目安として、（�）が50％、（�）が50％。地図地理検定試験を受検したこと
を報告した場合には評価に加味する。

その他

地図関連のイベント、関連施設を適宜紹介するので、積極的に参加・訪問して欲し
い。
地理学専攻以外の学生の受講を大いに歓迎する。

660_14F59601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地図学Ⅱ 宇 根 寛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（概要）
地図は、地理学において最も基礎的かつ重要な道具であり、地域の自然や人間活

動の科学的な調査、分析、表現を行うために必要不可欠なツールである。また、人
類が最も早く手にしたコミュニケーションツールであり、世界観を構成する要素で
もある。本講義では、地図学Ⅰと併せて、地図とは何か、地図の歴史、地図の種類、
地図表現の原理、地図の作り方、現代の地図、地図の利用など、地図に関する基礎
的な知識と技術を幅広く学習する。
この科目は当該授業内容に関する実務の経験を有する教員がその実務経験（国土地
理院職員として38年間勤務）を活かして講義を行う科目である。
和泉校舎での対面授業を予定している。秋学期の期間中（明大祭の休講期間中）、校
外実習（�日）を行う予定である。その場合、講義�回を休講とする。

（到達目標）
地図学Ⅰの履修と併せて、地図についての基礎知識を全般的に習得し、地図に関
する理解と地図を利活用する能力を養い、地理学の調査研究のみならず、地理空間
情報活用社会の担い手として、社会のあらゆる場面において、地図の作成と利用を
的確に行える能力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 
/26：ウエブ地図の時代
第�回 10/�：地理空間情報活用社会とは
第�回 10/10：地理情報標準
第�回 10/17：基盤地図情報と電子国土基本図
第�回 10/24：統計地図
第�回 10/31：海の地図
第�回 11/14：災害と地図
第	回 11/21：ハザードマップ
第
回 11/28：自然の営みと地図
第10回 12/�：地図を活用した防災教育（グループ討議）�
第11回 12/12：地図を活用した防災教育（グループ討議）�
第12回 12/19：地図を活用した防災教育（プレゼンテーション）�
第13回 �/
：地図を活用した防災教育（プレゼンテーション）�
第14回 �/16 a：講義全体のまとめ b：試験

履修上の注意

この授業は、春学期に実施する「地図学Ⅰ」と連続しており、このうち、地図学Ⅰ
では、主に地図の基本的な知識を習得し、地図学Ⅱでは、主に地図の活用方法を身
につける。両者を通して履修することにより目標に到達するよう設計されており、
できるかぎり両者を同じ年度に履修することが望ましい。また、秋学期の期間中
（明大祭の休講期間中を予定）、校外実習（�日）を行う予定であり、履修者は原則
として参加すること。校外実習を実施する場合は講義�回を代休とする。
後半には、防災教育の指導案を作成するグループ討議とプレゼンテーションを実施
する。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義資料は原則として事前にOh-o! Meijiに掲載される。予習をしておくとともに、
これをプリントまたはダウンロードして授業に持参すること。やむをえず授業を欠
席した場合は、Oh-o! Meijiに掲載された講義資料を閲覧するとともに、教科書など
により自習しておくこと。

教科書

『地図づくりの現在形 地球を測り、図を描く』宇根寛・講談社

参考書

授業の中で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）授業への貢献度（レポートを含む）、（�）プレゼンテーション（�）定期試験
を総合的に判断して評価する。目安として、（�）が40％、（�）が30％。（�）が
30％。地図地理検定試験を受検したことを報告した場合には評価に加味する。

その他

地図関連のイベント、関連施設を適宜紹介するので、積極的に参加・訪問して欲し
い。
地理学専攻以外の学生の受講を大いに歓迎する。
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661_14F65201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中央ユーラシア史 赤 木 崇 敏

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
前近代の世界史の主要な舞台となったユーラシア大陸。その内陸部には，中
央ユーラシアと呼ばれる乾燥した世界が広がっています。ここには交通・交
易のネットワークである「シルクロード」が展開し，地域を超えて人・モノ・
文化が行き交い世界史を動かしてきました。この講義では、風土や生業，多
様な言語と文化，遊牧民とオアシス民の生活と共生関係など，中央ユーラシ
アの諸特徴を把握し，さらにトルコ系遊牧集団と彼らが歴史に与えた影響に
ついて現地史料や研究史を振り返りながら解説します。
《到達目標》

近代以前の中央ユーラシアの歴史文化に関する基礎知識を身につけるととも
に，この地域を中心に展開したユーラシア世界史の流れを巨視的に掴む力を
養うことを目標とします。

授業内容

第�回 a. イントロダクション b. 中央ユーラシアとはどこか
第�回 中央ユーラシアの環境──風土・民族・ことば
第�回 馬駆ける草原の世界
第�回 緑なすオアシスの世界
第�回 交通と交易──「シルクロード」の実像
第�回 遊牧民とオアシス民の共生関係
第�回 トルコ系遊牧国家の時代
第	回 
世紀のユーラシア東方
第
回 トルコ族の西遷と東西交易（�）：絹の流通
第10回 トルコ族の西遷と東西交易（�）：ウイグル=ネットワーク
第11回 五代・宋の使臣たちの見聞録
第12回 トルコ化と仏教信仰の広がり
第13回 中央アジアのイスラーム化
第14回 a. 授業のまとめ b. 試験
※上記の内容は授業の進行具合によって多少の変更を加えることがあります。

履修上の注意

授業中の私語は厳禁。疑問点があればコメントシートにて質問すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

配付したレジュメや授業中に紹介した参考図書で事項などを復習しておくこ
と。また，事前に年表や地図を確認しておくことが望ましい。

教科書

使用しない。毎回レジュメを配付します。また，適宜パワーポイントや映像
資料も使用します。

参考書

荒川正晴『オアシス国家とキャラヴァン交易』（山川出版社，2003年）；小松
久男(編)『中央ユーラシア史』（山川出版社，2000年）の第一章〜第三章；森
安孝夫『興亡の世界史 シルクロードと唐帝国』（講談社学術文庫・講談社，
2016年）；森 安 孝夫『シルクロード世界 史』（講談社選書メチ エ・講談社，
2020）など。その他参考書は授業中に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

コメントシートに対する講評・質問への回答を次回授業時に解説する。

成績評価の方法

試験60％，授業への参加度・貢献度（毎回提出のコメントシートの分量・内
容で評価する）40％

その他
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662_14H18301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級中国語ⅡA 永 井 弥 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

当授業は、�年生時の中国語の授業（中級前期）を引き継ぐもので、言わば、中級
後期に当たります。
基本的には、文献読解を中心とし、やや高度な文献を読みこなす力を養うことを目
的とします。
文献の内容は、時事、文化、歴史、文学などなるべく多岐に渉る様に心掛けたいと
考えております。
文献読解以外では、受講生の状況を鑑み、適宜ヒアリングなどその他の練習を行う
予定です。

授業内容

�長文�（時事）＋その他練習

�長文�（時事）＋その他練習

�長文�（時事）＋その他練習

�長文�（時事）＋その他練習

�長文�（文化）＋その他練習

�長文�（文化）＋その他練習

�長文�（文化）＋その他練習

	長文�（文化）＋その他練習


長文�（歴史）＋その他練習

10長文�（歴史）＋その他練習
11長文�（歴史）＋その他練習
12長文�（歴史）＋その他練習
13長文�（歴史）＋その他練習
14各自復習＋試験

履修上の注意

積極的に授業にご参加下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

必ず予め文献を予習しておいて下さい。

教科書

その都度コピーを配布。（ohomeiji上にアップします。）

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

基本的にohomeiji上で行う予定です。

成績評価の方法

学期末試験60％ 平常点40％ 平常点に於いては、授業に対する姿勢を評価対象
と致します。

その他

進度は多少遅速が生じる可能性があります。

663_14H18401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級中国語ⅡB 永 井 弥 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

当授業は、�年生時の中国語の授業（中級前期）を引き継ぐもので、言わば、中級
後期に当たります。
基本的には、文献読解を中心とし、やや高度な文献を読みこなす力を養うことを目
的とします。
文献の内容は、時事、文化、歴史、文学などなるべく多岐に渉る様に心掛けたいと
考えております。
文献読解以外では、受講生の状況を鑑み、適宜ヒアリングなどその他の練習を行う
予定です。

授業内容

�長文�（時事）＋その他練習

�長文�（時事）＋その他練習

�長文�（文学）＋その他練習

�長文�（文学）＋その他練習

�長文�（文学）＋その他練習

�長文�（文学）＋その他練習

�長文�（時事）＋その他練習

	長文�（時事）＋その他練習


長文�（時事）＋その他練習

10長文�（時事）＋その他練習
11長文�（歴史）＋その他練習
12長文�（歴史）＋その他練習
13長文�（歴史）＋その他練習
14各自復習＋試験

履修上の注意

積極的に授業にご参加下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

必ず予め文献を予習しておいて下さい。

教科書

その都度コピーを配布。（ohomeiji上にアップします。）

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

基本的にohomeiji上で行う予定です。

成績評価の方法

学期末試験60％ 平常点40％ 平常点に於いては、授業に対する姿勢を評価対象
と致します。

その他

進度は多少遅速が生じる可能性があります。

─ 344 ─



664_14H18501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級朝鮮語ⅠA 趙 義 成

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次に文学部の朝鮮語を履修し、学習事項をしっかり理解できてい
る者（あるいはそれと同等の学力を有する者）が、より高度な朝鮮語
運用能力を養うことを目的とする。春学期は個々の子音・母音の発音、
音の高低などに注意を払い、ネイティブスピーカーに通じやすい発音
の技術を磨く。また、簡単な会話を練習し、実際に使える表現も併せ
て学ぶ。

「�年次に文学部の朝鮮語を履修し、学習事項をしっかり理解できてい
る者」とは、文字を正しく読み書きでき、用言の活用、ヘヨ体とｌハ
ムニダ体、過去形、連体形などがきちんと理解できていて、その形を
作ることができる者を指す。

授業内容

01）導入
02）発音矯正�
03）会話練習�
04）発音矯正�
05）会話練習�
06）発音矯正�
07）会話練習�
08）発音矯正�
09）会話練習�
10）発音矯正�
11）会話練習�
12）発音矯正�
13）会話練習�
14）まとめ

履修上の注意

朝鮮語母語話者（韓国人留学生等）は原則として履修を認めない。
この授業を過去に受講したことのある者の再度の受講を認めない。
授業内容は基本的に春学期と秋学期でワンセットとする予定なので、
春学期と秋学期を通して受講することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

学習した内容を次の授業時間までに復習しておくことが望ましい。

教科書

開講後に指示する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の発表50%、授業への貢献度50%

その他

オンライン授業となった場合は、Zoomによるリアルタイム配信型の授
業となる。その場合、ZoomミーティングのURL情 報等は「Oh-o!
Meiji」で流す予定なので、チェックしておくこと。

665_14H18601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級朝鮮語ⅠB 趙 義 成

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次に文学部の朝鮮語を履修し、学習事項をしっかり理解できてい
る者（あるいはそれと同等の学力を有する者）が、より高度な朝鮮語
運用能力を養うことを目的とする。秋学期は辞書を引かずに漢字語を
推測し、辞書をなるべく引かずにWebなどの朝鮮語の文章を読む技
術を養う。同時に聞き取りの訓練をする。

「�年次に文学部の朝鮮語を履修し、学習事項をしっかり理解できて
いる者」とは、文字を正しく読み書きでき、用言の活用、ヘヨ体とｌ
ハムニダ体、過去形、連体形などがきちんと理解できていて、その形
を作ることができる者を指す。

授業内容

01）導入
02）漢字語推測訓練�
03）聞き取り訓練�
04）漢字語推測訓練�
05）聞き取り訓練�
06）漢字語推測訓練�
07）聞き取り訓練�
08）漢字語推測訓練�
09）聞き取り訓練�
10）漢字語推測訓練�
11）聞き取り訓練�
12）漢字語推測訓練�
13）聞き取り訓練�
14）まとめ

履修上の注意

朝鮮語母語話者（韓国人留学生等）は原則として履修を認めない。
この授業を過去に受講したことのある者の再度の受講を認めない。
授業内容は基本的に春学期と秋学期でワンセットとする予定なので、
春学期と秋学期を通して受講することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

学習した内容を次の授業時間までに復習しておくことが望ましい。

教科書

開講後に指示する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の発表50%、授業への貢献度50%

その他

オンライン授業となった場合は、Zoomによるリアルタイム配信型の
授業となる。その場合、ZoomミーティングのURL情報等は「Oh-o!
Meiji」で流す予定なので、チェックしておくこと。
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666_14H16501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級ドイツ語ⅠA 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語中級における読解，語彙，表現の力を練磨する。その際，
練習を繰り返すことをモットーとする。使用する教科書は，ドイツ人
の視点から見て日本がどう見えるか，それは日本に住む我々の視点に
はどう映るかという異文化コミュニケーションのとらえ方に親しむ目
的で書かれたものである。授業では，教科書の味読や練習に加えて，
随時プリントを配布して，理解を助け，動画等を参照しつつドイツの
文化や習慣，ドイツ人の発想を適宜概説する。
中級レベルのドイツ語の基礎（文法，語彙，表現）を確固たるもの

にすることが到達目標である。文学部学生の皆さんの積極的参加を期
待している。

授業内容

第�回：基本的な表現の復習（その�）
第�回：基本的な表現の復習（その�）
第�回：数詞（その�）
第�回：数詞（その�）
第�回：定冠詞類（その�）
第�回：定冠詞類（その�）
第�回：話法の助動詞など（その�）
第	回：話法の助動詞など（その�）
第
回：�格をとる前置詞，zu不定詞（その�）
第10回：�格をとる前置詞，zu不定詞（その�）
第11回：zu不定詞，使役動詞，知覚動詞（その�）
第12回：zu不定詞，使役動詞，知覚動詞（その�）
第13回：et. mit˜ zu tun haben，不定代名詞（その�）
第14回a：試験

b：正答解説

履修上の注意

各自が使用した初級ドイツ語文法の教科書（あるいは参考書）を持参
すること。内容的に前後期は連動するので，原則として通年で履修の
こと。また，詳しい説明をする初回の授業から出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に，教科書の該当箇所を入念に読み，疑問点や質問を明確にして
おくこと。復習として，教科書の該当箇所や配布プリントを読み直す
こと。

教科書

高橋秀彰『ドイツ語エコー�＜中級編＞』（朝日出版社）2020年

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（ディスカッションや質疑応答を含む）等の平常点
と期末テストを総合して評価する（平常点40％， 期末テスト60％）。

その他

667_14H16601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級ドイツ語ⅠB 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語中級における読解，語彙，表現の力を練磨する。その際，
練習を繰り返すことをモットーとする。使用する教科書は，ドイツ人
の視点から見て日本がどう見えるか，それは日本に住む我々の視点に
はどう映るかという異文化コミュニケーションのとらえ方に親しむ目
的で書かれたものである。授業では，教科書の味読や練習に加えて，
随時プリントを配布して，理解を助け，動画等を参照しつつドイツの
文化や習慣，ドイツ人の発想を適宜概説する。
中級レベルのドイツ語の基礎（文法，語彙，表現）を確固たるもの

にすることが到達目標である。文学部学生の皆さんの積極的参加を期
待している。

授業内容

第�回：et. mit ˜ zu tun haben，不定代名詞
第�回：不定関係代名詞
第�回：話をつなぐ表現
第�回：関係代名詞
第�回：冠飾句
第�回：過去完了形，未来完了形（その�）
第�回：過去完了形，未来完了形（その�）
第	回：接続法�式、�式（その�）
第
回：接続法�式、�式（その�）
第10回：男女平等の表現（その�）
第11回：男女平等の表現（その�）
第12回：ドイツ語の視点，日本語の視点（その�）
第13回：ドイツ語の視点，日本語の視点（その�）
第14回：a. 試験

b. 正答解説

履修上の注意

各自が使用した初級ドイツ語文法の教科書（あるいは参考書）を持参
すること。内容的に前後期は連動するので，原則として通年で履修の
こと。また，詳しい説明をする初回の授業から出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に，教科書の該当箇所を入念に読み，疑問点や質問を明確にして
おくこと。復習として，教科書の該当箇所や配布プリントを読み直す
こと。

教科書

高橋秀彰『ドイツ語エコー�＜中級編＞』（朝日出版社）2020年

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（ディスカッションや質疑応答を含む）等の平常点と
期末テストを総合して評価する（平常点40％， 期末テスト60％）。

その他

─ 346 ─



668_14A32901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級フランス語講読Ａ 増 田 晴 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は，国際的な外交言語・作業言語であるフランス語の基礎的な文法を理
解した上で，主として読解力の定着を行うクラスです。�年次に習得した基礎
を確認しながら，その発展，応用として，ある程度の長さを持ったフランス文
化に関する話題の文章が訳せる・聴き取れることを目的とします。また，短い
文章や関連語彙の暗誦・暗記も，適宜，行います。
教材を通じて，あるいは，その他の資料を通じて，フランスの文化や時事的な
トピックに接し，「フランス共和国」のイメージを，より具体的に持てるように
なることも目標です。
今日，様々な民族が共生・対立する世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔
軟な思考方法を獲得するには，「グローバル・ランゲージ＝英語」以外の言語が
担う文化や表現形式を識ることが大切です。将来，多様な分野に進んでゆく皆
さんに，英語圏（anglophone）とは異なるフランス語圏（francophone）の存
在に慣れ親しんでほしいと思います。

授業内容

第�回 ： �年次の習熟度やフランスの基本情報の確認
第�回 ： 文のつながりを理解する ／ フランスの祝日・祭りの話題
第�回 ： 文のつながりを理解する ／ フランスの祝日・祭りの話題
第�回 ： 動詞を理解する ／ フランスにおける日本文化の話題
第�回 ： 動詞を理解する ／ フランスにおける日本文化の話題
第�回 ： 冠詞を理解する ／ フランスの家族事情の話題
第�回 ： 冠詞を理解する ／ フランスの家族事情の話題
第	回 ： 前置詞を理解する ／ フランスのヴァカンス・夏休みの話題
第
回 ： 前置詞を理解する ／ フランスのヴァカンス・夏休みの話題
第10回 ： 複合過去・半過去を理解する ／ フランスの食生活の話題
第11回 ： 複合過去・半過去を理解する ／ フランスの食生活の話題
第12回 ： さまざまな疑問文・否定文を理解する ／ フランスのストライ

キ・政治参加の話題
第13回 ： さまざまな疑問文・否定文を理解する ／ フランスのストライ

キ・政治参加の話題
第14回 ： a 復習 b 筆記試験による理解度の確認

履修上の注意

・教科書は必ず持参すること。教科書を入手しない場合は「不可」となるので
注意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこと。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

・授業は，読解・聞き取りを中心に行う予定ですので，教材に用意された文法
問題は，自主的に学習することをお勧めします。
・ふだんから，フランス発，あるいはヨーロッパ発の情報・ニュースに関心を
持つようにするとよいでしょう。

教科書

『シヴィ・ラング（改定版）』（Michel Sagaz，中里まき子，駿河台出版社、2022
年）

参考書

特に指定なし。
辞書、あるいは辞書に相当するデバイスは必ず持参すること。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に簡易な小テストを行った場合は、次の授業時に返却し、解説を行う。

成績評価の方法

授業と定期試験の総合評価とする（試験40％，出席状態と授業内の活動60％）。

その他

授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。

669_14A32902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級フランス語講読Ａ 瀧 川 広 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

�年間フランス語を学んだフランス文学専攻の学生を対象に、中級レベルのフランス語
の文章を読みながら、語彙や成句の知識を増やし、読むことの楽しさを味わうことを目標
にした選択授業です。
春学期は、地の文も複合過去形で会話文の多い子供向けの話『Le petit Nicolas』と地の

文が単純過去形の『Le Petit Prince』の抜粋を読むことと並行して、仏検�級、準�級レ
ベルの語彙問題にも挑戦します。
今学期の到達目標は、�）初見の文章を音読できる、�）仏検準�級レベルの文法力、

語彙力を身につける、�）動詞の活用と各時制の用法を理解する、�）長文に慣れ、読解
力を養う、�））フランス語の文章に親しむの�点です。

授業内容

第�講 a : イントロダクション（授業説明、�年次の復習）
b : 綴り字の読み方復習

第�講 文の読み方�，『Le petit Nicolas』、語彙練習問題�
第�講 文の読み方�、、『Le petit Nicolas』、語彙練習問題�
第�講 『Le petit Nicolas』、語彙練習問題�
第�講 『Le petit Nicolas』、語彙練習問題�
第�講 『Le petit Nicolas』、語彙練習問題�
第�講 映画鑑賞（『Le petit Nicolas』）
第	講 『Le Petit Prince』、語彙練習問題�
第
講 『Le Petit Prince』、語彙練習問題�
第10講 『Le Petit Prince』、語彙練習問題	
第11講 『Le Petit Prince』、語彙練習問題

第12講 『Le Petit Prince』、語彙練習問題10
第13講 『『Le Petit Prince』、まとめと練習問題
第14講 a :総まとめ

b : 試験

履修上の注意

春学期は、プリント教材を使って、文法事項や動詞の用法を確認しながら、『Le petit
Nicolas』と『Le Petit Prince』の抜粋を読んでいきます。音読練習をした後、皆さんに読
んで訳してもらいますが、全員が調べて来る箇所と個人に訳してもらう箇所を指定しま
す。
また、長文読解と並行して、仏検�級、準�級レベルの語彙問題に挑戦し、適宜小テス

トを行います。 その他、映画鑑賞やシャンソンを聴く機会も設ける予定です。
音読練習は大きな声で読み、最低限全員指定の和訳箇所は調べましょう。個人訳担当者

は無断欠席しないように（減点対象になります）。また、語彙問題で学んだ単語や表現を
しっかり覚えて語彙力を強化しましょう。そして、何よりも、フランス語を学ぶこと、フ
ランスの文学や文化に触れることを大いに楽しんで、積極的に授業に参加してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

宿題や小テストなどの課題がある場合は、まずはそれにしっかり取り組んでください。
復習はその回に学んだ事項を確認して、不明な点があれば放置せずすぐに質問してくださ
い。予習は、全員に指定された箇所はもちろんですが、その他の箇所も単語を調べておけ
ば、あるいは何回か音読して目を通しておくだけでも、授業の理解度が違ってきます。ま
た、フランス語を読むにも発信するにも、語彙力は大事ですから、学んだことを実際に活
かせるよう、覚えるべきことはしっかり覚えましょう。そして、読解にはフランス語力だ
けではなく、日本語力も大切です。フランス文学作品の翻訳本、あるいは日本の文学作品
でもいいですからだきるだけたくさんの本を読んで、読解力を養ってください。
授業に沿った事項だけでなく、シャンソンを聴いたり、映画を見たり、料理やお菓子を

食べたり、フランス語やフランス文化に親しむ機会はいろいろあります。授業時以外での
健闘も期待しています。

教科書

プリント教材（授業時に配布）

参考書

参考書は特に必要ありませんが、仏和辞典は授業時に使いますから必ず持参してくださ
い。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）平常点 40％・・・ 和訳、小テスト、授業での発表や積極性、宿題など授業への参
加度
（�）期末試験 60％

その他
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670_14A32903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級フランス語講読Ａ 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を読めるようになることを目的とする。そのためには実際

のレヴェルよりも難しいテキストに挑戦することになることが予想さ

れるが、少しずつ慣れてもらう。フランスの現代作家、Emmanuel

Carrère の最新作、”V13"を部分的に読んでいく。これは、2015年11月

13日にパリで起こった同時多発テロの裁判、2021年
月から2022年�

月まで続いた歴史的裁判のレポートでもある。したがって、単にフラ

ンス語を読むだけではなく、現代フランス社会、ひいていは世界情勢

の背景を各人勉強してもらいながら、読んでいく。また、テロの被害

者の証言・手記なども読むことになる。参加者のレヴェルを見て、カ

レールの本からだけではなく、フランスの新聞やネット記事からの抜

粋やテキストを随時決めていくつもりである。

授業内容

�）授業説明、自己紹介など

�）2015年11月13日のテロとフランスの社会問題(発表）

�）シャルリー・エブド事件（発表）

�）Samuel Paty事件（発表）

�）〜14）”V13”から、また新聞やネットからの記事を読み、この裁判

について考える。

履修上の注意

とにかく授業に参加する。機械的に訳すのではなく、できるだけ考え

ながら訳す。わからなかったことは必ず質問する。

準備学習（予習・復習等）の内容

出された課題を必ず予習してくる。講読のテキストは範囲の単語を調

べるだけでなく、ちゃんと理解しているか確かめる。音読を練習す

る。

教科書

プリント

参考書

随時指示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加（発表、訳読、音読、質問や意見）70％＋最後に翻訳しても

らうテスト30%

その他

671_14A33001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級フランス語講読Ｂ 増 田 晴 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続き，本授業では，国際的な外交言語・作業言語であるフランス語
の基礎的な文法を理解した上で，主として読解力の定着を行います。ある程度の
長さを持ったフランス文化に関する話題の文章が訳せる・聴き取れることが目的
です。また，適宜，短い文章や関連語彙の暗誦・暗記も行います。
教材を通じて，あるいは，その他の資料を通じて，フランスの文化や時事的なト
ピックに接し，「フランス共和国」のイメージを，より具体的に持てるようになる
ことも目標です。
今日，様々な民族が共生・対立する世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔軟
な思考方法を獲得するには，「グローバル・ランゲージ＝英語」以外の言語が担う
文化や表現形式を識ることが大切です。将来，多様な分野に進んでゆく皆さんに，
英語圏（anglophone）とは異なるフランス語圏（francophone）の存在に慣れ親
しんでほしいと思います。

授業内容

第�回 ： 春学期の振り返りなど
第�回 ： 目的補語人称代名詞を理解する ／ フランスのＩＴ分野の話題
第�回 ： 目的補語人称代名詞を理解する ／ フランスのＩＴ分野の話題
第�回 ： 単純未来を理解する ／ フランスの教育制度の話題
第�回 ： 単純未来を理解する ／ フランスの教育制度の話題
第�回 ： 数量表現を理解する ／ フランスの食文化の話題
第�回 ： 数量表現を理解する ／ フランスの食文化の話題
第	回 ： 比較級・最上級を理解する ／ フランスのカップル事情の話題
第
回 ： 比較級・最上級を理解する ／ フランスのカップル事情の話題
第10回 ： 受動態・非人称構文・文のつながりを理解する ／ フランスの健

康事情（タバコ）の話題
第11回 ： 受動態・非人称構文・文のつながりを理解する ／ フランスの健

康事情（タバコ）の話題
第12回 ： 条件法現在・ジェロンディフを理解する ／ フランスの飲酒の話

題
第13回 ： 条件法現在・ジェロンディフを理解する ／ フランスの飲酒の話

題
第14回 ： a 復習 b 筆記試験による理解度の確認

履修上の注意

・教科書は必ず持参すること。教科書を入手しない場合は「不可」となるので注
意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこと。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

・授業は，読解・聞き取りを中心に行う予定ですので，教材に用意された文法問
題は，自主的に学習することをお勧めします。
・ふだんから，フランス発，あるいはヨーロッパ発の情報・ニュースに関心を持
つようにするとよいでしょう。

教科書

『シヴィ・ラング（改定版）』（Michel Sagaz，中里まき子，駿河台出版社、2022
年）

参考書

特に指定なし。
辞書、あるいは辞書に相当するデバイスは必ず持参すること。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に簡易な小テストを行った場合は、次の授業時に返却し、解説を行う。

成績評価の方法

授業と定期試験の総合評価とする（試験40%，出席状態と授業内の活動60%）。

その他

授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。
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672_14A33002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級フランス語講読Ｂ 瀧 川 広 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

�年間フランス語を学んだフランス文学専攻の学生を対象に、中級レベルのフラン
ス語の文章を読みながら、語彙や成句の知識を増やし、読むことの楽しさを味わいつ
つ、他者の言葉を読む際に文章の流れや論理を追うことの必要性と有効性を理解する
ことを目的とした授業です。
秋学期は、短編小説を通して読みます。また、講読と並行して仏検�級、準�級レ

ベルの聞き取り・書き取り問題にも挑戦します。
今学期の到達目標は、�）語彙・成句の知識を増やす、�）仏検準�級レベルの聞

き取りができる、�）作品を通して作者の思考や論理を理解できる読解力を身につけ
る、�）フランス語の文章を的確な日本語に訳せる、�）フランス文学に親しむの�
点です。

授業内容

第�講 a : イントロダクション（授業説明、春学期復習）
b :聞き取り練習問題

第�講 本文講読、聞き取り練習問題
第�講 本文講読、聞き取り練習問題
第�講 本文講読、聞き取り練習問題
第�講 本文講読、聞き取り練習問題
第�講 本文講読、聞き取り練習問題
第�講 本文講読、聞き取り練習問題
第	講 映画鑑賞
第
講 本文講読、聞き取り練習問題
第10講 本文講読、聞き取り練習問題
第11講 本文講読、聞き取り練習問題
第12講 本文講読、書き取り練習問題
第13講 本文講読、書き取り
練習問題
第14講 a :総まとめ

b: 試験

履修上の注意

秋学期は19世紀・20世紀（予定）の短編小説を通して読みます。春学期同様、全員
が調べて来る箇所、個人担当の箇所を指定して、皆さんに音読、和訳をしてもらいま
すが、毎回授業の最後に、その日に読んだ部分を自分の言葉で訳したものを全員に提
出してもらいます。その中からいくつか私が和訳候補を選んで次の授業時に提示し、
皆さんに選んでもらいます。支持が�番多かった和訳を繋いでいって、最終的にこの
クラスでの翻訳を作り上げる作業に挑戦しますので、他の人が訳した箇所にも注意を
向けていてください。フランス語力だけでなく日本語力も磨きましょう。
また、聞き取り・書き取り練習問題は仏検�級レベルの問題から始めて準�級レベ
ルの問題に挑戦します。この問題にも語彙力が大切ですから、日頃から語彙の幅を広
げて行きましょう。
今学期も、適宜小テストを行い、映像鑑賞の機会も設けます。春学期同様、音読練
習は大きな声で読み、積極的に授業に参加してください。指名されていた場合の無断
欠席が減点対象になるのも、春学期と同じです。

準備学習（予習・復習等）の内容

基本的に春学期と同様の姿勢で学んでください。小テスト対策では復習に重点を置
き、予習としては単語調べをし、音読は復習にも予習にも役立ちます。
春学期にも書きましたが、楽しみながらフランス語やフランス文化に親しむ手段は
多々あります。せっかく縁あってフランス文学を専攻したのですから更なるスキル
アップを目指しましょう。

教科書

プリント教材（授業時に配布します）

参考書

参考書は特には必要ありませんが，仏和辞典は授業時に使いますので必ず持参して
ください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

(�)平常点 40％ …小テスト・授業での発表や積極性、宿題などの授業への参加度
(�)期末試験 60％

その他

特記事項なし

673_14A33003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級フランス語講読Ｂ 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

中級フランス語講読Aに引き続き、Emmanuel Carrèreの "V13"を読み

ながら、少しずつ死刑について考えていく。フランスにおける死刑の

歴史について調べてもらう。また、Hugo, Camusの死刑反対論の有名

なフランスの文章を読む。

授業内容

�）授業の説明＆ V13 おさらい

�）V13

�）〜�）死刑制度について調べてきて発表

�）＆�）Hugo

�）＆	）Camus

10）〜14）V13を読みながら死刑について考える

履修上の注意

春学期と同じ

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期と同じ

教科書

プリント

参考書

随時提示する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加70％＋ファイナル課題30％

その他
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674_14H17901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級スペイン語ⅡA バリエントス ロドリ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業ではすでに獲得しているスペイン語の力を伸ばし，更に様々
な会話表現を身につけることを目指します。 正確に言いたいことを
伝え，相手の言っていることを理解できるよう，話すことと聞くこと
に重点をおき，会話の幅を広げてゆきます。また履修者の興味に応じ
てスペイン語圏の様々な文化も授業でとりあげます。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：El trabajo（仕事や勉強について話す）
第�回：El trabajo（交通手段について話す，頻度を表わす表現を使

い話す）
第�回：Planes（将来の計画について話す）
第�回：Planes（義務や必要性について話す）
第�回：Comidas（店で商品について尋ねる、商品の値段を聞く）
第�回：Comidas（レストランで注文する、レストランで要求を伝え

る）
第	回：Un dia normal（最近したことを話す）
第
回：Un dia normal（謝る、言い訳をする）
第10回：Experiencias（個人的な体験について話す）
第11回：Opiniones（意見を伝える、賛成・反対する）
第12回：Ropa（着ている服を説明する、服の比較をする）
第13回：Ropa（店で服を買う）
第14回：a. 春学期末試験 b. 春学期のまとめ

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

言語を学ぶ際に音読することは大切であるので，積極的にスペイン語
を声に出して読むこと。辞書を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱うテーマについて事前に考え、必要な単語を調べておくこ
と。また、配付プリントを読み、わからない点は質問を準備しておく
こと。

教科書

プリントを配付します。

参考書

授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に口頭で行う。

成績評価の方法

試験（40%）、授業参加（60%）で評価します。

その他

675_14H18001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中級スペイン語ⅡB バリエントス ロドリ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業ではすでに獲得しているスペイン語の力を伸ばし，更に様々な会
話表現を身につけることを目指します。 正確に言いたいことを伝え，相
手の言っていることを理解できるよう，話すことと聞くことに重点をお
き，会話の幅を広げてゆきます。また履修者の興味に応じてスペイン語圏
の様々な文化も授業でとりあげます。

授業内容

第�回：En una fiesta（していることを話す，お祝いを言う，贈り物をあ
げる）

第�回：En una fiesta（物事について感想を言う，食べ物や飲み物をすす
める，すすめを承諾する・断る，日にちを言う）

第�回：Un viaje（過去について話す）
第�回：Un viaje（旅行について話す）
第�回：Famosos（歴史上の著名人、今の著名人について話す）
第�回：Permisos（許可を求める，許可を与える，可能か不可能かを尋ね

る）
第�回：Favores（頼みごとをする，頼みごとをきく・断る，借りる）
第	回：Ir de viaje（座席の好み等について話し比較をする，交通手段に

ついての情報を尋ねる・与える，天気について話す）
第
回：El fin de semana（先週末に何をしたか話す，過去の出来事につい

て感想を言う）
第10回：La infancia（過去の人物，場所について説明する，過去の習慣に

ついて話す）
第11回：Regalos（事物を説明する，贈り物について話す）
第12回：El mundo（未来について話す）
第13回：El mundo（未来について予想する）
第14回：a. 秋学期末試験 b. 秋学期のまとめ

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

言語を学ぶ際に音読することは大切であるので，積極的にスペイン語を声
に出して読むこと。辞書を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱うテーマについて事前に考え、必要な単語を調べておくこと。ま
た、配付プリントを読み、わからない点は質問を準備しておくこと。

教科書

プリントを配付します。

参考書

授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に口頭で行う。

成績評価の方法

試験（40%）、授業参加（60%）で評価します。

その他
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676_14F56801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国の考古学Ａ 小 澤 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人類は当初狩猟採集の生活を送っていたが、やがて定住農耕生活を始
め、さらに都市や国家を生み出していきました。この人類史の流れが東
アジアにも当てはまることは言うまでもありません。東アジアでは中国
においてこの変化が最も早く起こり、紀元前2000年頃には都市や国家が
姿を現しています。
この授業では中国における上記のような歴史の流れ、すなわち遊動狩
猟採集生活から定住農耕生活へ、そして農耕社会における都市や国家の
形成へといった歴史過程を、考古学資料を用いて概観することを目的と
します。
従って到達目標は、受講者が中国における国家や都市の出現に至る歴

史的な流れを理解する、といったものになります。

授業内容

第�回：イントロダクション−中国の風土
第�回：中国における最古の人類とその文化−旧石器時代
第�回：農耕の始まり−新石器時代前期
第�回：農耕社会の定着−新石器時代中期（�）
第�回：農耕社会の定着−新石器時代中期（�）
第�回：農耕社会の変化−新石器時代後期（�）
第�回：農耕社会の変化−新石器時代後期（�）
第	回：農耕社会の変化−新石器時代後期（�）
第
回：都市と国家の形成−初期王朝時代二里頭文化（�）
第10回：都市と国家の形成−初期王朝時代二里頭文化（�）
第11回：都市と国家の形成−初期王朝時代二里頭文化（�）
第12回：都市と国家の広がり−初期王朝時代二里崗文化（�）
第13回：都市と国家の広がり−初期王朝時代二里崗文化（�）
第14回：まとめ

履修上の注意

受講前に中国史の概説を読んでおくと、授業がより理解しやすくなりま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業後には講義ノートを整理し，授業前には前回の講義ノートを読んで
授業に参加することを希望します。

教科書

教科書は特に指定しません。授業で使う資料は、クラスウェブに掲載し
ます。

参考書

松丸道雄他『中国文明の成立』（ビジュアル版世界の歴史� 講談社）
松丸道雄他編『中国史（�） 先史〜後漢』（世界歴史大系 山川出版
社）
小澤正人・西江清高・谷豊信『中国の考古学』（同成社）
また、授業中にも紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポートを�編提出してもらい、成績評価を行います。

その他

677_14F56901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国の考古学Ｂ 小 澤 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業はオンデマンド方式で行います。
中国では紀元前2000年頃には都市や国家が成立し、紀元前2000年紀

後半には同時代の文字記録をもつ最古の王朝となる殷王朝が出現しま
す。その後周王朝への政権の移行とその衰退を経て、中国は春秋戦国
時代の分裂と戦乱の時代を迎えますが、やがて秦始皇帝による統一が
果たされ、その後の中国の政治体制を規定することになる皇帝政治が
始まることになります。
授業ではこのような殷王朝から秦の統一による古代帝国の出現まで
の中国の歴史過程を考古学資料を用いて概観することを目的とします。
従って受講者がこのような中国古代における社会の変遷を理解するこ
とを到達目標とします。

授業内容

第�回：イントロダクション−殷王朝以前の中国
第�回：殷墟と殷王朝の考古学（�）
第�回：殷墟と殷王朝の考古学（�）
第�回：殷王朝の特質（�）
第�回：殷王朝の特質（�）
第�回：殷王朝から周王朝へ
第�回：周王朝の考古学（�）
第	回：周王朝の考古学（�）
第
回：春秋戦国時代の考古学（�）
第10回：春秋戦国時代の考古学（�）
第11回：春秋戦国時代の考古学（�）
第12回：秦帝国の考古学（�）
第13回：秦帝国の考古学（�）
第14回：a:まとめ b:試験

履修上の注意

受講前に中国史の概説を読んでおくと、授業がより理解しやすくなり
ます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業後には講義ノートを整理し，授業前には前回の講義ノートを読ん
で授業に臨むことを望みます。

教科書

授業中にプリントを配布します。

参考書

松丸道雄他『中国文明の成立』（ビジュアル版世界の歴史� 講談社）
松丸道雄他編『中国史（�） 先史〜後漢』（世界歴史大系 山川出版
社）
小澤正人・西江清高・谷豊信『中国の考古学』（同成社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポートを�編提出してもらい、成績評価を行います。

その他
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678_14A02301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国文学研究ⅠＡ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

中唐という画期─元白文学集団を中心として─

文学史上、唐代は初唐・盛唐・中唐・晩唐と伝統的に区分されるが、中唐は大き
な革新の時代である。それは官僚任用試験である科挙が整備され、また安史の乱
によって既得権益層が没落したことで、新たな階層の文人達が文学の担い手と
なったことに起因している。
中唐の文学集団は大きく二つ、白居易を中心とするグループと韓愈を中心とする
グループに代表される。それぞれ文学的成就があるが、白居易の詩文集『白氏文
集』が校勘材料としてのテキストに富む（詳しくは授業にて）こともあり、本授
業では白居易の文学集団を中心に中唐という時代の文学が何を、どのように成し
遂げたのかについて見ていきたい。

本授業が設定するもう一つのテーマは、「恋愛」である。白居易「長恨歌」、伝奇
小説（「鶯鶯伝」、「李娃伝」など）は恋愛を主要なテーマとした中唐期を代表する
作品であるが、これらの作品を通読しながら、中国古典文学における恋愛（そし
て女性）についても理解を深めることを目標とする。

授業内容

第�回：白居易の人生と作品
第�回：『白氏文集』のテキストとその流行について
第�回：元白・劉白唱和について
第�回：中唐以前の詩に見える女性─李白・杜甫を例に─
第�回：「長恨歌」通読�
第�回：「長恨歌」通読�
第�回：「長恨歌」通読�
第	回：「長恨歌」通読�
第
回：「尤物」論─「新楽府・李夫人」など─
第10回：「鶯鶯伝」通読�
第11回：「鶯鶯伝」通読�
第12回：「李娃伝」通読�
第13回：「李娃伝」通読�
第14回a：まとめ

履修上の注意

私語厳禁とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題に対して問いを立てると共に、どういう調査・分析を行えばその問い
が解決するかを自ら考える。また扱った作品や文人についての参考図書・論文を
各自で読み、理解を深める。

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

毎回の小レポートに対するフィードバックは次回授業の冒頭か、もしくはクラス
ウェブ上で行う。

成績評価の方法

授業ごとの小レポート（45％）と期末レポート（55％）により、内容の理解到達
度・発想の独創性・日本語の文章力を基準として評価する。

その他

予習・復習時に漢和辞典を引くことを強く推奨する（電子辞書可、ジャパンナ
レッジで『大漢和辞典』が引ける）。推奨は『全訳漢辞海』（三省堂・iPhoneアプ
リ有）。

679_14A02401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国文学研究ⅠＢ 吉 井 涼 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

まず『史記』の中でも有数の名場面である刺客列伝の荊軻の部分を精
読し、戦国から秦へと時代が急速に変化していく背景も学ぶ。その
後、史書である『史記』とは全く性質の異なる志怪小説をテーマごと
に数編を読み、続いて唐代伝奇の代表的な作品である『枕中記』と
『人虎伝』を読み解く。
資料・作品を精読することで、漢文（中国古典）を正しく読解するた
めに必要な知識を習得し、時代背景や登場人物の置かれた状況まで理
解することを到達目標とする。

授業内容

第�回 a:ガイダンス（授業についての詳細説明など）
b:イントロダクション（漢字の歴史と中国）

第�回：『史記』刺客列伝 荊軻（�）
第�回：『史記』刺客列伝 荊軻（�）
第�回：『史記』刺客列伝 荊軻（�）
第�回：『史記』刺客列伝 荊軻（�）
第�回：志怪小説（�）魂のはなし
第�回：志怪小説（�）予言のはなし
第	回：志怪小説（�）怪異のはなし
第
回：志怪小説（�）異界のはなし
第10回：『枕中記』
第11回：『人虎伝』（�）
第12回：『人虎伝』（�）
第13回 a：『人虎伝』（�）

b:まとめ：授業全体の復習
第14回 a:試験

b:正答解説

履修上の注意

漢文（中国古典）を読む際には基本的に漢文訓読の形式を用いるが、
適宜現代日本語訳なども配布する。高校世界史Ｂ程度の中国史の知識
があることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に次の回についての資料の配布、もしくは導入をする。資料の
配布があった場合は、必ず次までに目を通しておくこと。特に数回に
わたって読む作品は、必ず復習もすること。

教科書

特に定めない。適宜プリントを配布し使用する。

参考書

特に定めないが、漢和字典や高校国語の副教本（便覧・要覧など）が
あれば参照が望ましい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業時に毎回提出物（小課題）の提出がある。小課題を中心とした授
業時の平常点を30％、期末試験を70％の割合で評価する。出席は大前
提とする。

その他

─ 352 ─



680_14A02501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国文学研究ⅡＡ 高 橋 あやの

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中国文学に含まれる範囲は広い。今一般に考えられる小説や物語、詩だ
けでなく、まとまった思想や感情を表現した作品、「文章」を中国文学
と呼ぶ。歴史は長く、ジャンルも様々である。そこで本授業では、中国
文学の歴史を時代ごとに取り上げ講義する。散文を中心としてできるだ
け多くの作品を紹介し、作者や内容について解説する。
中国文学の全体像や時代ごとの流れを把握し、主要な事項について説明
できるようになることを目標とする。

授業内容

第�回 a:イントロダクション，b:古典文学の基本事項について
第�回 神話・伝説
第�回 先秦時代の詩歌（『詩経』『楚辞』など）
第�回 先秦時代の散文（歴史書、諸子百家など）
第�回 秦・漢時代の辞賦・楽府
第�回 秦・漢時代の散文（『史記』など）
第�回 建安文学、文章論
第	回 六朝時代の文学
第
回 志怪小説・志人小説
第10回 伝奇小説
第11回 唐・宋の詩や散文
第12回 元曲・白話小説
第13回 清代以降の文学
第14回 a:まとめ，b:試験

履修上の注意

中国文学研究Iもあわせて受講することが望ましい。本授業では、漢文の
読解を課す予定はないが、漢文読解の基礎知識がない者は、漢文句法の
本を事前に読んでおくことをおすすめする。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考書に挙げた文献を一冊でも手に取り、該当箇所を事前に読んで概要
を把握しておくことが望ましい。授業後、分からない用語があれば、辞
書などで調べる。授業で取り上げた漢文を自分でも読み内容を理解す
る。

教科書

教科書は使用しない。適宜、資料を配布する。

参考書

章培恒・駱玉明主編、井上泰山ほか共訳『中国文学史新著（増訂本）』
上・中・下（関西大学出版部、2011〜2014年）
安藤信廣『中国文学の歴史 古代から唐宋まで』（東方選書、東方書店、
2021年）
松原朗・佐藤浩一・児島弘一郎『教養のための中国古典文学史』（研文
出版、2009年）
吉川幸次郎述・黒川洋一編『中国文学史』（岩波書店、1974年）
佐藤一郎『中国文学史』（慶應義塾大学出版会、1971年）
など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験（70％）、平常点（30％）

その他

681_14A02601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国文学研究ⅡＢ 高 橋 あやの

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

『文選』は清少納言が『枕草子』に上げるように、古くから日本でも親しま
れた文の作品集である。作品をどのように取捨選択し、どのような順序で配
列したかは、編者である昭明太子蕭統の意識が表れている。そこで本授業で
は、『文選』の序文をまず取り上げ、読解しながら蕭統の文学に対する意識を
確認する。次に、『文選』に取り上げられている作品を注も含めて読み、作品
を味わう。
『文選』が成立した六朝期は、文学意識に大きな変革があった時代と言われ
る。時代背景を把握し、『文選』や採録された作品についての理解を深めるこ
とが本授業の目標である。

授業内容

第�回 イントロダクション，『文選』について
第�回 『文選』序文を読む（�）
第�回 『文選』序文を読む（�）
第�回 『文選』序文を読む（�）
第�回 『文選』序文を読む（�）
第�回 『文選』序文を読む（�）
第�回 張衡「帰田賦」を読む（�）
第	回 張衡「帰田賦」を読む（�）
第
回 班固「両都賦序」を読む（�）
第10回 班固「両都賦序」を読む（�）
第11回 班固「両都賦序」を読む（�）
第12回 班固「西都賦」を読む（�）
第13回 班固「西都賦」を読む（�）
第14回 まとめ

履修上の注意

他の中国文学研究の授業も履修することが望ましい。漢文訓読が必須である。
初回でも簡単に解説する予定だが、基礎知識がない、あるいは学習経験がな
い者は、事前に漢文訓読に関する本（返り点・送り仮名・語順など）を読ん
でおいてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業内で学生に訓読してもらうため、事前に辞書を用いて準備してお
くこと。

教科書

教科書は使用しない。適宜、資料を配布する。

参考書

『文選』（芸文印書館）…影印
『文選』（新釈漢文大系、明治書院）…訳注
『文選』（全釈漢文大系。集英社）…訳注
牧角悦子『経国と文章─漢魏六朝文学論』（汲古書院、2018年）
（その他にも多くの関連文献がある。）

辞書は必須。おすすめは『新字源』（角川書店）、『漢字海』（三省堂）。電子辞
書でも可。また、高校生向けでよいので、漢文句形・句法に関する本がある
と参考になる

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内での訓読の出来（70％），レポート（30％）
授業に出席し、事前に予習することが重要である。

その他

─ 353 ─



682_14F00701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国文学講読ⅠＡ 吉 井 涼 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

漢字のはじまりから、唐詩までの文学資料・文学作品の代表的なもの
を時代順に学び、その後『史記』の臥薪嘗胆の故事で有名な「呉越の
戦い」の部分を読む。
苦手意識を持ってしまいがちな漢文（中国古典）であるが、我々の身
近なものや故事成語に関連する内容から学んでいくことで中国の歴史
や文化全体への興味を開き、漢文（中国古典）をより深く理解するに
あたって必要な基礎知識を習得することを到達目標とする。

授業内容

第�回 a:ガイダンス（授業についての詳細説明など）
b:イントロダクション（漢字の歴史と中国）

第�回：甲骨文字・金文
第�回：『詩経』
第�回：『楚辞』
第�回：『淮南子』
第�回：楽府と古詩
第�回：三曹の詩
第	回：陶淵明
第
回：唐詩（�）李白・杜甫
第10回：唐詩（�）白居易
第11回：『史記』越世家（�）
第12回：『史記』越世家（�）
第13回 a：『史記』越世家（�）

b:まとめ：授業全体の復習
第14回 a:試験

b:正答解説

履修上の注意

漢文（中国古典）を読む際には基本的に漢文訓読の形式を用いるが、
適宜現代日本語訳なども配布する。高校世界史Ｂ程度の中国史の知識
があることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に次の回についての資料の配布、もしくは導入をする。資料の
配布があった場合は、必ず次までに目を通しておくこと。授業ではで
きるかぎり相互に関連する作品を採用しているため、必ず復習もする
こと。

教科書

特に定めない。適宜プリントを配布し使用する。

参考書

特に定めないが、漢和字典や高校国語の副教本（便覧・要覧など）が
あれば参照が望ましい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業時に毎回提出物（小課題）の提出がある。小課題を中心とした授
業時の平常点を30％、期末試験を70％の割合で評価する。出席は大前
提とする。

その他

683_14F00901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国文学講読ⅡＡ 吉 井 涼 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

まずガイダンスで先秦時代の古典を読むために必要な知識を学び、第
�回以降は『春秋左氏伝』や正史の最初である『史記』から、有名な
人物の話を中心に読んでいく。
故事成語の典拠や有名なエピソードを読むことで、古代中国の文化へ
の理解を深め、漢文（中国古典）を鑑賞するための知識を習得するこ
とを到達目標とする。

授業内容

第�回 a:ガイダンス（授業についての詳細説明など）
b:イントロダクション（漢字の歴史と中国）

第�回 a:『春秋』と『春秋左氏伝』
b:『春秋左氏伝』鄭の荘公（�）

第�回：『春秋左氏伝』鄭の荘公（�）
第�回：『史記』晋世家・重耳（�）
第�回：『史記』晋世家・重耳（�）
第�回：『史記』晋世家・重耳（�）
第�回：『史記』晋世家・重耳（�）
第	回：『史記』楽毅（�）
第
回：『史記』楽毅（�）
第10回：『史記』藺相如（�）
第11回：『史記』藺相如（�）
第12回：『史記』藺相如（�)
第13回 a:『史記』藺相如（�）

b:まとめ：授業全体の復習
第14回 a:試験

b:正答解説

履修上の注意

漢文（中国古典）を読む際には基本的に漢文訓読の形式を用いる予定
であるが、適宜現代日本語訳なども配布する。高校世界史Ｂ程度の中
国史の知識があることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に次の回についての資料の配布、もしくは導入をする。資料の
配布があった場合は、必ず次までに目を通しておくこと。授業内容で
疑問に思ったことは、まず積極的に自分で調べてみること。

教科書

特に定めない。適宜プリントを配布し使用する。

参考書

特に定めないが、漢和字典や高校国語の副教本（便覧・要覧など）が
あれば参照が望ましい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業時に毎回提出物（小課題）の提出がある。小課題を中心とした授
業時の平常点を30％、期末試験を70％の割合で評価する。出席は大前
提とする。

その他

─ 354 ─



684_14F57001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮の考古学Ａ 山 本 孝 文

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

韓国では近年の開発に伴う発掘調査の増大により、膨大な量の資料が蓄積され
つつあるが、日本に入る情報量は決して多くない。本講義では、日本列島に最も
近い位置にあり、各時代を通じて列島の諸集団・諸地域と深いつながりを持って
いた朝鮮半島（韓半島）の考古学的調査および研究の成果を最新の情報を交えて
概説的内容を講義し、加えて研究の現状や議論の対象となっている部分を紹介す
る。特に日本列島と深く関わる部分に関しては詳細なテーマを設定する。春学期
の「朝鮮の考古学Ａ」では、朝鮮半島考古学の地理・歴史環境、時期区分、学史
からはじめ、先史時代の資料を中心に概観する。

近年の資料によって新たに構築された朝鮮半島の各時代像を遺跡・遺構・遺物
によって把握し、その考古資料に対する知識を得ることで、朝鮮半島考古学研究
の枠組みと内容、日本列島と朝鮮半島の新しい交渉史を理解することを目標とす
る。
なお、授業内容に関する質問はリアクションペーパーなどによって随時受け付
け、その内容を授業にも反映させる。

授業内容

第�回 a ： イントロダクション
b ： 朝鮮半島考古学とは −研究の傾向と課題

第�回 朝鮮半島の地理と環境
第�回 朝鮮半島の歴史と時期区分の問題
第�回 朝鮮半島における考古学研究の歴史と現状
第�回 朝鮮半島における土器の変遷
第�回 旧石器時代の文化と社会
第�回 新石器時代の文化と社会
第	回 青銅器時代の文化と社会
第
回 いわゆる古朝鮮の問題
第10回 初期鉄器時代の文化と社会
第11回 朝鮮半島における楽浪の歴史的位置と文化
第12回 原三国時代の文化と社会� −馬韓
第13回 原三国時代の文化と社会� −辰韓・弁韓
第14回 a：まとめ

b：試験

履修上の注意

朝鮮の考古学B（秋学期）を連続して受講することが望ましい。
授業中に提示する参考文献を並行して各自で読んでいくことが望ましい。
特別な理由なく授業開始後15分を過ぎての入退室は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考書に指定した書籍のうち、講義内容に関連する部分を読んでおく。

教科書

教科書は使用しない。
必要に応じて授業内にプリント等を配布する。

参考書

『概説韓国考古学』韓国考古学会編、庄田慎矢・山本孝文訳（同成社）2013年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内リアクションペーパーないし簡易課題30％、定期試験60％、その他の受講
姿勢10％

その他

685_14F57101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮の考古学Ｂ 山 本 孝 文

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

韓国では近年の開発に伴う発掘調査の増大により、膨大な量の資料が蓄積され
つつあるが、日本に入る情報量は決して多くない。本講義では、日本列島に最も
近い位置にあり、各時代を通じて列島の諸集団・諸地域と深いつながりを持って
いた朝鮮半島（韓半島）の考古学的調査および研究の成果を最新の情報を交えて
概説的内容を講義し、加えて研究の現状や議論の対象となっている部分を紹介す
る。特に日本列島と深く関わる部分に関しては詳細なテーマを設定する。秋学期
の「朝鮮の考古学Ｂ」では、朝鮮半島における国家の問題と、三国時代を中心に
概観する。

近年の資料によって新たに構築された朝鮮半島の各時代像を遺跡・遺構・遺物
によって把握し、その考古資料に対する知識を得ることで、朝鮮半島考古学研究
の枠組みと内容、日本列島と朝鮮半島の新しい交渉史を理解することを目標とす
る。
なお、授業内容に関する質問はリアクションペーパーなどによって随時受け付
け、その内容を授業にも反映させる。

授業内容

第�回 a ： イントロダクション
b ： 朝鮮半島の社会発展段階に対する理解

第�回 朝鮮半島の国家形成に関する諸論
第�回 三国時代とはどのような時代か
第�回 高句麗の歴史と遺跡
第�回 高句麗の古墳壁画
第�回 百済の歴史と遺跡� −百済の成立と漢城期
第�回 百済の歴史と遺跡� −百済の中興と熊津期
第	回 百済の歴史と遺跡� −百済の滅亡と泗沘期
第
回 栄山江流域の文化と遺跡
第10回 韓国の前方後円墳に関する諸議論
第11回 新羅の歴史と遺跡
第12回 新羅と西方文化
第13回 加耶の歴史と遺跡
第14回 a：まとめ

b：試験

履修上の注意

朝鮮の考古学A（春学期）を受講していることが望ましい。
授業中に提示する参考文献を並行して各自で読んでいくことが望ましい。
特別な理由なく授業開始後15分を過ぎての入退室は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考書に指定した書籍のうち、講義内容に関連する部分を読んでおく。

教科書

教科書は使用しない。
必要に応じて授業内にプリント等を配布する。

参考書

『概説韓国考古学』韓国考古学会編、庄田慎矢・山本孝文訳（同成社）2013年
『古代韓半島と倭国』山本孝文（中央公論新社）2018年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内リアクションペーパーないし簡易課題30％、定期試験60％、その他の受講
姿勢10％

その他
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686_14B40801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学研究法Ａ 高 波 紳太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

地理学専攻に所属する�年生を対象として，自然地理学の基礎的な調査技
術の学習および実地訓練を行う。内容は，地域調査の事前準備・事後のまと
めとしての机上作業，自然地理学における各種データの取り扱い，および野
外調査法の基礎である。�日間相当（日帰り�回）の野外実習を別途の必修
科目「地理学実習Ⅱ」を利用して実施する。

授業内容

�：地形図使用法と等高線の解析
�：水系図と流域区分
�：接峰面図（�）
�：接峰面図（�）
�：野外調査の方法について
�：空中写真実体視による地形判読（�）
�：空中写真実体視による地形判読（�）
	：実習準備（先行研究のレビューを含む）

：実習データのとりまとめ
10：植生と土地利用の写真判読（�）
11：植生と土地利用の写真判読（�）
12：地形と小気候の関係（植生・土地利用の分布）
13：調査成果プレゼンテーション（�）
14：調査成果プレゼンテーション（�）
これ以外に，「地理学実習II」による�日間の野外実習を行う。

履修上の注意

本科目の一部は猿楽町第二校舎の地理学実習室で実施する。活動制限指針
のレベルによりオンライン授業となる場合は，時間割に指定された曜日・時
限におけるリアルタイムのオンライン配信型の授業形態で実施する。個人用
の地形図数枚および製図用品（約�千円)，野外調査用個人装備としてクリノ
メータ付き方位コンパス（約	千円)，等若干の費用がかかる。使用条件を授
業時に指示するので各自の好みで個別に準備してもらう。また，正味�日間
の野外実習（必修）を行う。毎回の授業では，この実習地域の空間情報が練
習教材となるので，実習への参加は必須である。実施日程は初回授業で調整
するが，原則として授業が無い日曜日（�回）とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業は，レポート作成に必要な作業の全体ではない。事前に配布す
る資料を熟読し，毎回の授業で修得すべき内容を想定しておくこと。また，
レポートに掲載すべき結果の図表作成には，それぞれ数時間の作業が必要で
ある。

教科書

使用しない。

参考書

内容が多岐にわたるため，参考書のリストは別途配布する。

課題に対するフィードバックの方法

提出されたレポートには評価とコメントを記し、次回の授業時に返却する。

成績評価の方法

授業内容の小テーマごとにレポートを課し，その合計点（100点満点）で評
価する。ただし，毎回の授業の欠席�回につき10点の減点とし，�回以上欠
席した場合は理由によらず成績をFとする。また，未提出のレポートがある場
合も原則として成績をFとする。なお，このレポートには野外実習のレポート
を含むので，実習参加が単位取得の前提条件となる。

その他

�年次のゼミ調査，�年次の卒業研究（研究成果レポートが卒業論文とな
る）のフィールドワークを独力で計画実施する能力を養うため，野外実習は
すべて現地集合・現地解散で実施する。宿泊を伴う場合でも，原則として合
宿は行わず，実習地において現地集合・解散とする。なお，大学で加入して
いる保険適用の条件として，現地への往復は各自が公共交通機関を利用する
こと。

687_14B40901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学研究法Ｂ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人文地理学を学ぶ上で必要な知識およびスキルを身につけることを目
的とする。教科書に沿って，毎週課題をこなしていく。また一泊二日の
野外調査も行う。

授業内容

� 授業内容説明
� 文献・情報の探し方
� 地図の種類
� 空中写真・Google earth
� 土地利用図作成

�〜	 統計の種類と加工

〜10 主題図について
11〜12 野外調査準備（フィールド選定と，テーマ決定）
13〜14 調査報告のプレゼンテーション

履修上の注意

第�回目の授業の際に，発表の順番や�泊�日の野外調査日程を決定
するので，必ず出席すること。

なお，毎週の作業のなかには，授業時間外にやらねば間に合わないも
のも多いので留意すること。
皆出席を前提とする。
ただし診断書や証明書のある場合については考慮する。
（欠席は最大�回まで。それ以上は進度に支障が生じるので認められ
ない）。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回必ず課題を与えるので，それを各自こなしてから授業に臨むこ
と。
授業時にその作業を行う時間は無いので注意すること。
エクセルとパワーポイントを使えるよう，必ず事前に習得しておくこ
と。
また，イラストレーターを使えることが望ましいので，各キャンパス
で用意されている関連の講座に出席することが望ましい。

教科書

野間晴雄ほか『ジオ・パルNEO：地理学・地域調査便利帖（第�版）』
海青社，2017年
必ず「第�版」（茶色の表紙）事前に購入し，初回も含め毎回持参する
こと。
版が異なるとズレが生じるので気を付けること。

参考書

授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・平常点（40％）＋レポート・プレゼン内容（40％）＋α（20％）によ
る。
αはクラスでの積極的な姿勢を指す。
平常点とは，毎回の課題達成度を積算したもののことをいう。

・19時から授業が開始できるよう，教室には早目に入室すること（プレ
ゼンのためのUSBからのPCへのデータ移送に時間がかかるため）。
・春学期中に行う�泊�日の野外調査に必ず出席すること。これに参加
できない場合，単位を与えることはできない。

その他
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688_14B40902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学研究法Ｂ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人文地理学を学ぶ学生が，学習・研究に当たって心得ておくべき基本的な知識
や技術の習得をはかる。受講者は開講時に示される授業計画に沿って以下の作
業，発表を行い，レポートを提出する。また，付随して�日間の野外実習を行
う。
Work �−地理学の文献紹介（第�回〜第�回）
人文地理学に関する専門の学術雑誌に掲載されている論文を取り上げ，各自

が紹介する。
Work �−主題図の作成と統計の分析（第�回〜第�回）
任意の都道府県を選び，指示に従って市町村別の各種分布図を作成する。

Work �−現地調査の準備（第	回〜第14回）
任意の市町村を選び，指示に従って各種作業をしたあと，現地調査の企画を

たてる。
Work �−研究テーマの準備（第	回〜第14回）
任意のテーマについて論文を�本以上取り上げ，既往研究の成果と課題につ

いてまとめる。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Work �，Work �の報告（その�）
第�回 Work �，Work �の報告（その�）
第�回 Work �，Work �の報告（その�）
第�回 Work �，Work �の報告（その�）
第�回 Work �，Work �の報告（その�）
第�回 Work �，Work �の報告（その�）
第	回 Work �，Work �の報告（その�）
第
回 Work �，Work �の報告（その�）
第10回 Work �，Work �の報告（その�）
第11回 Work �，Work �の報告（その�）
第12回 Work �，Work �の報告（その�）
第13回 Work �，Work �の報告（その�）
第14回 総括

履修上の注意

指示の詳細は，授業開始時に授業計画を配付し，説明するので，必ず出席する
こと。また，野外実習は10月後半を予定している。

準備学習（予習・復習等）の内容

Work �ならびにWork �の作業は基本的に授業時間以外の時間を用いて各自行
うことになる。

教科書

野間晴雄ほか編著『ジオ・パルＮＥＯ−地理学・地域調査便利帖（第�版）』
（海青社，2017年）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席を最重視し，�回以上の欠席は評価の対象としない。また，レポートの期
限に遅れるのも同様である。

その他

689_14B40903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学研究法Ｂ 荒 又 美 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、データ分析や地図化、現地調査など、人文地理学に特徴的な知識
とスキルを身につける。具体的には、多摩ニュータウン（予定）で�回調査を行
うために必要な情報収集を行い、またその結果を地理学的に示す仕方を考えてい
く。受講生が地理学的な手法の有効性を理解することを到達目標とする。

授業内容

�．自己紹介・何をどこまで進めるか
�．郊外とニュータウンの形成─階層性とジェンダー
�．表象と市民活動─イメージと実態
�．調査準備─関連論文の調査
�．調査準備─資料収集・データの示し方
�．現地調査①のまとめ
�．統計を地図化する①─有効性と危険性
	．統計を地図化する②─実習

．調査準備─追加的な文献調査
10．調査準備─理論的補強
11．現地調査②のまとめ
12．報告書の作成�─何を書く・描くのか
13．報告書の作成�─初稿チェック・ディスカッション
14．学期のまとめ・相互評価

履修上の注意

授業内では時間外での作業の発表が主となるため、必要な時間を確保できるよう
に留意すること。10月と11月の週末に調査を行う。授業初回に日程調整を行う。
実習への参加が研究法と実習IIの単位に必要なので、10月と11月の週末について
は、実習を最優先にできるよう、できる限り予定を空けておくこと。

オンライン授業を取り入れる可能性があるので、インターネット環境や機材を整
えておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備ができなければ調査には出られないため、地域への理解を深めるために文献
を読むこと。

教科書

特になし

参考書

『多摩ニュータウン研究』No.1〜22
細野助博・中庭光彦編著2010『オーラル・ヒストリー多摩ニュータウン』中央大
学出版部
上野淳・松本真澄2012『多摩ニュータウン物語─オールドタウンと呼ばせない』
鹿島出版会
金子淳2017『ニュータウンの社会史』青弓社

野間晴雄ほか編著2017『ジオ・パルNEO─地理学・地域調査便利帳』（第二版）海
青社
谷謙二2018『フリーGISソフトMANDARA10パーフェクトマスター』古今書院
今木洋大・岡安利治編著2018『QGIS入門第二版』古今書院

その他授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席と課題への取り組みを重視する。�回以上欠席した場合には評価の対象外と
する。平常点（40％）と課題（60％）で評価する。

その他
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690_14B40904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学研究法Ｂ 松 橋 公 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

人文地理学の諸分野を学ぶ学生が，学習・研究を始めるにあたり基本的に
心得ておくべき基礎的な知識や技術，方法（論）の修得を図る．また，付随
する野外（地理学）実習（�日）を実施する．
人文地理学研究のための基礎的な知識や技術，方法（論），調査方法を修得

することを目標とする．

授業内容

上記の目的に接近するために，次の一連の研究プロセスに即して，その基
礎を学習・修得する．

01．授業のねらいと研究の心構え・準備
02．研究プロセス：問題意識形成から研究へ
03．現地調査の基礎（�）：事前学習から現地調査へ
04．文献調査と文献表
05．文献の読み方（�）：研究成果の公開としての論文とは
06．文献の読み方（�）：論文のルールとその読み方
07．現地調査の基礎（�）：地理学実習に向けて
08．資料・統計調査（�）：統計について
09．資料・統計調査（�）：資料収集について
10．統計処理とその加工（�）：統計分析について
11．統計処理とその加工（�）：処理作業から図表化
12．地図化と分布図
13．主題図（�）：ベースマップ・表の作成
14．主題図（�）：主題図の作成

＊パソコンの利用が前提となる．インターネットの利用環境を整えておく
こと．
＊期末には，各自の関心のある研究テーマに関する学習・研究のプロセス
を，「地理学研究法Ｂレポート」（	,000字程度）としてまとめ，提出してもら
う．

履修上の注意

最初の授業において，授業計画と課題の詳細について指示するので，必ず
出席すること．課題の作業・レポートは基本的に自宅で行うことになる． 第
�回目の授業時に，各自の問題関心（研究テーマ）を提出してもらうので，
各自の興味・関心を膨らませ，まとめておくこと．

準備学習（予習・復習等）の内容

準備： 各回の講義で配布する資料の予習・復習を求める．

教科書

野間晴雄ほか編著（2017）『ジオ・パルNEO−地理学・地域調査便利帳（第
�版）』海青社．

参考書

特定の参考書は使用しない．

課題に対するフィードバックの方法

授業および授業課題の解説のための資料として利用することもあるので，
課題を確実に提出することと

成績評価の方法

出席と課題提出を重視する．�回以上欠席の場合には評価の対象としない．
発表・報告・発言など授業への関わり方（50％）と，課題提出（50％）を総
合して評価する

その他
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691_14B41801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学実習Ⅰ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

�年次に学外で実施する授業であり，現地観察を通じて，地域の人文
や自然の特徴を把握するための基礎的な訓練を行う。

授業内容

以下のように「演習形式の必修科目に付随する実習」と「参加者を募
集して行う実習」の�種類があり，指定の実習に計「�日」参加し，
それぞれのレポートに合格する必要がある。詳細については，入学時
の「専攻別ガイダンス」において説明する。
�）オリエンテーション実習
原則として�月に行われる�泊�日の実習で，地図の使用法や
フィールドノートのとり方など，実習での野外活動の基本を実地に学
ぶ。実習参加実績「�日」に換算する。
�）�年次必修科目「基礎演習（地理学）AおよびB」に付随する�
〜�日間の実習

教室での学習（演習）と関連付けた入門コースの実習である（クラ
スにより内容が異なる）。実習参加実績「�日」に換算する。
�）選択の実習
地域やテーマを設定して参加者を募る形式で，原則として日帰りの
実習（年間�〜�回開催）。首都圏にある興味深い観察地を歩き，地
域を見る目を養う「巡検」形式の実習である。�回につき実習参加実
績「�日」に換算する。

履修上の注意

履修申請，単位認定に関しては，入学時の「専攻別ガイダンス」で
説明するので，全員が必ず出席すること。実習に参加したカレンダー
上の日数と，成績評価に使用する実習参加実績の日数は異なるので注
意する必要がある。
上記�）の「選択の実習」は，原則として�月から12月（夏季休業
期間を除く）の第�または第�土曜日に実施される（具体的な日程等
は別途掲示する）。また，それ以外の実習も週末に実施されることが
多い。よって，実習に積極的に参加するためには土曜日に定期的な用
事を入れないことが肝要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめ実習資料をクラスウェブに掲載するので，各自ダウンロー
ドして，現地に行くまでに学習しておくこと。

教科書

使用しない。

参考書

個々の実習の事前準備として参考文献を指定することがある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�年次を通じて，単位取得のために必要とされた実習に参加し，それ
らのすべてについてレポートに合格した場合に単位が認定される。

その他

「地理学実習Ⅰ」の単位を既に取得している場合でも，任意に参加
することができ，余分に取得した実習参加実績は，未取得の地理学実
習の成績に反映させることもある。

692_14B41901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学実習Ⅱ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

�年次に学外で実施する授業であり，現地観察を通じて，地域の人文

や自然の特徴を把握するための技法を身につける。詳細については

「専攻別ガイダンス」において説明する。

授業内容

「地理学研究法に付随する実習」であり，具体的な調査技術等を実地

に応用する最初の本格的な実習である。

�）�年次必修科目「地理学研究法A」の実習

地理学研究法Aに付随する自然地理学関連の実習で，�日間に相当

する内容で実施する（�泊�日の実習を�回もしくは日帰り実習を�

回）。

�）�年次必修科目「地理学研究法B」の実習

地理学研究法Bに付随する人文地理学関連の実習で，�日間に相当

する内容で実施する（�泊�日の実習を�回もしくは日帰り実習を�

回）。

履修上の注意

履修申請，単位認定に関しては，専攻別ガイダンスにて説明するの

で，全員が必ず出席すること。実習は週末に実施されることが多いの

で，実習に積極的に参加するためには土曜日に定期的な用事を入れな

いことが肝要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

現地に行く前に，あらかじめ指示された作業を行っておく必要があ

る。また，実習終了後のレポートの提出を求める。

教科書

使用しない。

参考書

個々の実習の事前準備として参考文献を指定することがある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�年次を通じて，単位取得のために必要とされた実習に参加し，そ

れらのすべてについてレポートに合格した場合に単位が認定される。

その他
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693_14B42001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学実習Ⅲ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 通年集中 1 駿河台

授業の概要・到達目標

�年次に学外で実施する授業であり， 地域の人文や自然の特徴を把

握するために�年次の研究法で身につけた諸技法を，現地調査を通じ

て実地に応用する。また，卒業論文を意識して調査結果の分析から取

りまとめに至るプロセスを学習する。

授業内容

�年次必修科目「演習I（地理学）AおよびB」に付随する現地調査の

うち�日間を実習参加日とする。実施時期は原則として夏休み期間中

となる。この実習は，�月から始まる共同調査テーマの設定，調査計

画の立案と調査地域に関する研究論文等の事前学習や，12月に一般公

開形式で行う研究報告会での調査成果のプレゼンテーション，さらに

は年度末までに調査報告書を作成し印刷刊行するという�年がかりの

プロジェクトの中核となるものである。

履修上の注意

履修申請，単位認定に関しては，専攻別ガイダンスにて説明するの

で，全員が必ず出席すること。また，個別の実習のレポートの合否に

ついては担当教員に問い合わせること。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当教員の指示により，事前・事後の作業が課されることがある。

教科書

特に使用しない。

参考書

個々の実習の事前準備として参考文献を指定することがある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�日以上の出席と，実習レポートの合格によって単位が認定される。

その他

694_14B42101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

地理学実習Ⅳ 梅 本 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

4 通年集中 1 駿河台

授業の概要・到達目標

卒業論文に関わる現地調査を通じて，各自の設定したテーマに基づく

地域の人文や自然の特徴を把握する。

授業内容

�年次必修科目「卒業論文（地理学）ⅠおよびⅡ」に関連する�日間

以上に相当するフィールドワークである。

履修上の注意

履修申請，単位認定に関しては，専攻別ガイダンスにて説明するの

で，全員が必ず出席すること。また，実習の合否の詳細については卒

業論文の担当教員に問い合わせること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に担当教員と綿密に相談することが求められる。

教科書

使用しない。

参考書

個々のフィールドワークの事前準備として参考文献を指定することが

ある。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

各自のフィールドワークの成果が反映された卒業論文との関わりにお

いて単位が認定される。

その他
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695_14A51103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト研究Ａ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

近世期に勃興、興隆した国学は、日本における民族意識の発現として
見逃すことのできない意義を持っている。現在、世界各地で民族主義
的運動が高まっているかに思われるが、ここで改めて日本の民族意識
の淵源を探ってみることは、現在の我々の位置を見直す作業ともなる
はずである。

授業内容

第�回：国学の概念
第�回：国学前史
第�回：契沖
第�回：荷田春満
第�回：賀茂真淵�

第�回：賀茂真淵�

第�回：本居宣長�

第	回：本居宣長�

第
回：上田秋成
第10回：平田篤胤�

第11回：平田篤胤�

第12回：幕末の国学運動
第13回：新国学の構想─柳田国男
第14回：国学の過去・現在・未来

履修上の注意

参考文献・関連論文等について随時レポートを課す。

準備学習（予習・復習等）の内容

国学に関する作品や関連論文などは自ら読まなければならない。

教科書

資料を配布する。

参考書

國學院大學日本文化研究所編『歴史で読む国学』(ぺりかん社)、中澤
伸弘『やさしく読む国学』(戎光祥出版)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（40％）・レポート（30％）・試験（30％）の�点に
ついて評価する。

その他

696_14A51101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト研究Ａ 高 橋 雄 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（概要〉
人は何故に自己表出を為すのだろうか。その深部に多少なりとも近

づくこと，それが，本講義の第一のねらいである。
具体的な作品としては，平安時代の日記文学である「土佐日記」を

取り上げるが，あわせて，平安時代の文学に対する理解を深める。こ
れが，第二のねらいである。
〈到達目標〉
日本の古典文学を学ぶことで，日本文化全般にわたる教養の一端を

身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 平安日記文学概説
第�回 漢文日記から日記文学へ
第�回 「土佐日記」概説
第�回〜�回 日記文学の始発としての意義
第�回〜�回 紀行文学としての土佐日記
第	回〜
回 都鄙の文化論
第10回〜11回 和歌宣揚の意識
第12回〜13回 亡児追懐の意味
第14回 日記文学の本質

履修上の注意

毎回講義時に問題提起を投げかけるので，講義内容を踏まえ，自ら考
え，自ら調べてみるという姿勢が望ましい。その成果を，�回課すレ
ポートで発揮してもらいたい。定期試験は課さない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業では毎回、指名してテキストを音読してもらう。教科書の本文や
現代語訳はあらかじめ必ず読んでおくこと。

教科書

『土佐日記（全）』 紀貫之・西山秀人編 （角川ソフィア文庫−ビキ
ナーズ・クラシックス）

参考書

毎回講義時に問題提起を投げかけるので，講義内容を踏まえ，自ら考
え，自ら調べてみるという姿勢が望ましい。その成果を，�回課すレ
ポートで発揮してもらいたい。定期試験は課さない。

課題に対するフィードバックの方法

課題はオー明治経由で提出してもらう。したがって、フィードバック
もオー明治からのコメントになる。

成績評価の方法

レポート�回15点。�回のレポートを課すので，合計60点。授業への
貢献度40点。合計100点満点で評価する。�/�以上の出席を単位認定
の前提とする。

その他

古典文法や古語の知識がなくても，講義内容は十分理解できるので，
安心して履修してください。
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697_14A51203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト研究Ｂ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本民俗学の基礎を築いた柳田國男の著作『女性と民間伝承』を取
り上げる。これは大正15年�月から昭和�年11月まで『婦女新聞』に
連載され、昭和�年に刊行された、柳田の女性観がうかがえる論考で
ある。全国各地に残る和泉式部や小野小町の伝説は、誰によってどの
ように伝播・伝承されてきたのか。なぜ和泉式部の墓が各地に存在す
るのか、という疑問から始まるこの論考を手がかりとして、昔話や伝
説を管理しつつ、これを全国に運んで歩いた人々について考えてみた
い。
口承文芸の伝播および伝承のありようについて理解することを到達
目標とする。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）和泉式部の伝説
（�）伝説「和泉式部の足袋」
（�）和泉式部の墓
（�）夢の話
（�）歌の力
（�）みのかさの歌
（	）和泉式部と小野小町
（
）話の運搬者
（10）女性の芸能者・宗教者
（11）熊野比丘尼・瞽女
（12）小野氏の伝承
（13）話の泉
（14）まとめ

履修上の注意

授業時に小レポートを課すことがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回ランダムに指名してテキストを読んでもらう。読みにくい漢字
が多いので、テキストにはあらかじめ目を通し、読めるようにしてお
くこと。

教科書

授業時にプリントを配布する。

参考書

『柳田國男全集』（筑摩書房）、『柳田國男事典』（勉誠出版）など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（30%）および期末試験（70%）によって評価する。
�/�以上の出席を単位認定の前提とする。

その他

698_14A51201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト研究Ｂ 高 橋 雄 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（概要〉
人は何故に自己表出を為すのだろうか。その深部に多少なりとも近

づくこと，それが，本講義の第一のねらいである。
具体的な作品としては，平安時代の日記文学である「和泉式部日

記」を取り上げるが，あわせて，平安時代の文学に対する理解を深め
る。これが，第二のねらいである。
〈到達目標〉
日本の古典文学を学ぶことで，日本文化全般にわたる教養の一端を

身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 平安女流文学概説
第�回 私家集から日記文学へ
第�回 歌物語と日記文学
第�回 「和泉式部日記」概説
第�回〜�回 日記か物語か
第�回〜	回 超越的視点 「蜻蛉日記」との比較
第
回〜10回 「和泉式部日記」の和歌
第10回〜11回 歌人としての和泉式部
第12回〜13回 たった二人の世の中
第14回 日記文学の本質

履修上の注意

毎回講義時に問題提起を投げかけるので，講義内容を踏まえ，自ら考
え，自ら調べてみるという姿勢が望ましい。その成果を，�回課すレ
ポートで発揮してもらいたい。定期試験は課さない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業では毎回、指名してテキストを音読してもらう。教科書の本文や
現代語訳はあらかじめ必ず読んでおくこと。

教科書

『和泉式部日記』 兵頭みゆき 角川ソフィア文庫

参考書

『中古日本文学史』 木村正中編 （有斐閣双書）

課題に対するフィードバックの方法

課題はオー明治経由で提出してもらう。したがって、フィードバック
もオー明治からのコメントになる。

成績評価の方法

レポート�回15点。�回のレポートを課すので，合計60点。授業への
貢献度40点。合計100点満点で評価する。�/�以上の出席を単位認定
の前提とする。

その他

古典文法や古語の知識がなくても，講義内容は十分理解できるので，
安心して履修してください。
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699_14A51303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト講読Ａ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

お伽草子を読む。室町物語などとも呼ばれるお伽草子は、室町時代から江
戸時代前期にかけて多く作られた短編の物語であり、その数は400を超えると
いわれる。それまでの貴族中心・都中心であった物語とは異なり、お伽草子
には庶民や武士、僧侶、異類といった実にさまざまな主人公が登場する。ま
た、地方や異国を舞台にした作品も少なくない。昔話・伝説といった口承文
芸や芸能などと深い関わりを持つ作品も多く、お伽草子の理解にはこうした
諸領域を視野に入れることが必要となる。
お伽草子の持つ力強く大らかな庶民性を味わいつつ、民俗や芸能との関係
性を含めてお伽草子の特徴を理解することを到達目標とする。

授業内容

�． お伽草子概説
（�）お伽草子の性格
（�）お伽草子と口承文芸
（�）お伽草子の絵

�．『木幡狐』を読む
（�）お伽草子の異類物
（�）擬人化される異類
（�）日本の異類婚姻譚
（�）『日本霊異記』と昔話「狐女房」 その�
（�）『日本霊異記』と昔話「狐女房」 その�

�．『中将姫の本地』を読む
（�）日本の継子譚
（�）ヨーロッパの継子譚
（�）年齢と民俗
（�）当麻寺における絵解き
（�）本地物の性格
（�）まとめ

履修上の注意

授業時に小レポートを課すことがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業では毎回、指名してテキストを音読してもらう。したがってテキスト
はあらかじめ読んでおくこと。また、授業時に指示した作品には各自目を通
しておいてほしい。授業後にはノートや配布プリント（多い）を見直し、わ
からないことがあれば質問すること。

教科書

授業時にプリントを配布する。

参考書

市古貞次 『中世小説の研究』（東京大学出版会）、徳田和夫編 『お伽草子事
典』（東京堂出版）など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（40%）および期末試験（60%）によって評価する。�/�以
上の出席を単位認定の前提とする。

その他

700_14A51403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト講読Ｂ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

お伽草子を読む。室町物語などとも呼ばれるお伽草子は、室町時代から江
戸時代前期にかけて多く作られた短編の物語であり、その数は400を超えると
いわれる。それまでの貴族中心・都中心であった物語とは異なり、お伽草子
には庶民や武士、僧侶、異類といった実にさまざまな主人公が登場する。ま
た、地方や異国を舞台にした作品も少なくない。昔話・伝説といった口承文
芸や芸能などと深い関わりを持つ作品も多く、お伽草子の理解にはこうした
諸領域を視野に入れることが必要となる。
お伽草子の持つ力強く大らかな庶民性を味わいつつ、民俗や芸能との関係
性を含めてお伽草子の特徴を理解することを到達目標とする。

授業内容

�． お伽草子概説
（�）お伽草子の性格
（�）お伽草子と口承文芸

�．『道成寺縁起』を読む
（�）縁起とは何か
（�）『今昔物語集』などとの関係
（�）道成寺における絵解き─唱導説教
（�）在地の伝承

�．『物くさ太郎』を読む
（�）不思議な主人公の登場
（�）“ものくさ”から“まめ”へ
（�）中世史研究からの視点
（�）謎解き聟
（�）歌の力
（�）お伽草子の申し子譚
（�）『物くさ太郎』は本地物か否か
（	）まとめ

履修上の注意

授業時に小レポートを課すことがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業では毎回、指名してテキストを音読してもらう。したがってテキスト
はあらかじめ読んでおくこと。また、授業時に指示した作品には各自目を通
しておいてほしい。授業後にはノートや配布プリント（多い）を見直し、わ
からないことがあれば質問すること。

教科書

授業時にプリントを配布する。

参考書

市古貞次 『中世小説の研究』（東京大学出版会）、徳田和夫編 『お伽草子事
典』（東京堂出版）など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（40%）および期末試験（60%）によって評価する。�/�以
上の出席を単位認定の前提とする。

その他
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701_14A51301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト講読Ａ 柳 澤 幹 夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

永井荷風『濹東奇譚』、泉鏡花『草迷宮』を精読し、そこに現れる
〈女性イメージ〉がいかなる言語的／物語的手続きによって造形される
のか、また、それはいかなる心性や世界観によって可能になるのかを
ひもといていく。それを通して、いつの世にも〈存在〉する〈イメー
ジとしての女性〉という現象を考える端緒を開きたい。
また、両作品ともに、その物語の空間＝場の性質（トポロジー）と

いう点にも注目してみたい。具体的には、『濹東綺譚』においては〈昭
和10年前後の東京のトポロジー〉、『草迷宮』においては〈別界のトポ
ロジー〉ということになる。
さらに、文学作品の受容のされ方の一側面を、映画化という角度か

ら探ってみたい。

授業内容

�．永井荷風プロフィール
�．『濹東綺譚』導入…荷風と「玉の井」
�．「活動写真」と「古本屋」
�．昭和のフラヌール（遊歩者）
�．「お雪」の肖像
�．ある映画作品…作品受容の一側面
�．荷風受容論
	．泉鏡花プロフィール

．『草迷宮』導入…〈手毬唄〉の謎
10．ダブルイメージの〈世界〉
11．〈球体〉幻想と消える〈女〉
12．〈迷宮〉の中心
13．ある映画作品…創造的差異
14．鏡花受容論

履修上の注意

必ず指定した小説をあらかじめ読んで授業に臨むこと。
作品のある部分や問題に対する自分の見解を適宜書いてもらう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・取りあげる作品の精読を必須とする。特に、各回のテーマや該当部
分について、読み直し、そのつど自分の見解をもってのぞむようにし
たい。
・テーマによっては、自己の見解を書いてきてもらうことがある。

教科書

永井荷風『濹東綺譚』（岩波文庫）
泉鏡花『草迷宮』（岩波文庫）

参考書

特に指定しない。授業の進行の中で、適宜、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

各授業時における質問への見解、授業への参加度（50％）＋ 試験も
しくはレポート（50％）によって評価する。

その他

702_14A51401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

テクスト講読Ｂ 柳 澤 幹 夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

谷崎潤一郎の小説テキストを用いて、そこに「時代」や「都市」や
「文化現象」がどのように埋め込まれ、作用し、また、そこにどのよう
な世界像や精神性が表出されているのかを見ていこうと思う。それを通
して、明治末から大正末にいたる日本の〈モダニティ〉の一端を垣間見
たい。
テクストとしては、『秘密』（明治44／1911年）を導線として、そこか

ら江戸川乱歩の探偵小説、さらに谷崎の「犯罪小説」「映画小説」へと
歩を進めて行き、最後に『痴人の愛』（大正13／1924年）にたどり着く
予定である。

授業内容

�．「〈谷崎〉的」 … 谷崎潤一郎の世界
�．『秘密』テクスト解析Ⅰ ─ 〈「浅草」のトポロジー〉
�．『秘密』テクスト解析Ⅱ ─ 〈「女」のトポロジー〉
�．『秘密』と「映画」 ─ 〈シネマティカルトポロジー〉
�．『秘密』から大正の「都市」へ ─ 〈近体都市の二重性〉
�．「私」の系譜 ─ ポー〈群集の人〉… ベンヤミン〈遊歩者〉

… 漱石〈高等遊民〉
�．江戸川乱歩 『Ｄ坂の殺人事件』/「明智小五郎」登場
	．乱歩 『屋根裏の散歩者』と谷崎犯罪小説 『或る罪の動機』

．〈猟奇〉の時代と谷崎映画小説 『青塚氏の話』
10．『痴人の愛』/「ナオミ」の肖像
11．『痴人の愛』/「ハリウッド映画」「セレブリティ」「モダンガール」
12．『痴人の愛』/「ナオミ」の〈モダニティ〉
13．ある映画作品…『痴人の愛』受容の一側面
14．「ナオミ」の系譜

履修上の注意

指定した作品をあらかじめ読んで授業に臨むこと。
作品内の内容や事項に関する自分なりの見方や分析を適宜書いてもら
う。

準備学習（予習・復習等）の内容

・取りあげる作品の精読を必須とする。特に、各回のテーマに関し、自
己の見解を持って授業にのぞむようにしたい。
・テーマによっては、自己の見解・分析を書いてきてもらうことがあ
る。

教科書

谷崎潤一郎『刺青・秘密』（新潮文庫）
谷崎潤一郎『痴人の愛』（新潮文庫）
『谷崎潤一郎『潤一郎ラビリンス	 犯罪小説集』（中公文庫）
『谷崎潤一郎『潤一郎ラビリンス11 銀幕の彼方』（中公文庫）
江戸川乱歩『Ｄ坂の殺人事件』（春陽文庫他）
江戸川乱歩『屋根裏の散歩者』（春陽文庫他）

参考書

特に指定しない。授業の進行の中で、適宜、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

各授業時における質問への見解、授業への参加度（50％）＋ 試験もし
くはレポート（50％）によって評価する。

その他
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703_14C30502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習では、思想や哲学に関連する文献を読み、研究を行う際に必
要となる技法を、実践を通して身につけることを目標とする。毎回イ
スラム思想に関連するテーマを定め、文献講読と参加者間の意見交換
を通し、自身の考えをまとめ、伝えるための方法を学んでいく。具体
的に、�）文献の集めかた、�）文献の読みかた、�）文献のまとめ
かた、を身につけることを目指す。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方、目標、評価方法につい
て説明

第�回 イスラム思想とは何か
第�回 イスラム思想一般に関連する文献の講読及び参加者間での討

議
第�回 イスラム倫理学に関連する文献の講読及び参加者間での討議
第�回 イスラム倫理学に関連する文献の講読及び参加者間での討議
第�回 イスラム神秘主義に関連する文献の講読及び参加者間での討

議
第�回 イスラム神秘主義に関連する文献の講読及び参加者間での討

議
第	回 イスラム神秘主義に関連する文献の講読及び参加者間での討

議
第
回 イスラム文化に関連する文献の講読参加者間での討議
第10回 イスラム文化に関連する文献の講読参加者間での討議
第11回 イスラム文化に関連する文献の講読参加者間での討議
第12回 イスラム文化に関連する文献の講読参加者間での討議
第13回 イスラム文化に関連する文献の講読参加者間での討議
第14回 授業のまとめ

履修上の注意

クラス分けに従い、指定された教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業においてテーマとなっているテクストを読み、自分なり
に意見をまとめてくること。また授業後に課題を課すので、次回授業
までに課題を準備してから次の授業に臨むようにしてほしい。

教科書

毎回プリントを配布する。

参考書

毎回の授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題：50％ 授業への貢献度：50％

その他

704_14C30501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

哲学研究を行うための基礎的な技法について学ぶ。担当教員が定め
るテーマをもとに，具体的な作業・実践を通して哲学研究のための基
礎的な力を身につけていく。原典資料の読み方，研究論文の読み方，
論文の書き方などについて，具体例を通して学んでいく。本年度は，
朱熹の『大学章句』『中庸章句』を主な素材とする。
関連する資料を探す力，他人の考えを正確に読み取ったり聞き取っ

たりする力，自分の考えをわかりやすく伝える力を身につけるのが目
標。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方について
第�回 小島毅「東アジア伝統思想の「尊厳」」の検討
第�回 『大学章句』冒頭を読む�
第�回 『大学章句』冒頭を読む�
第�回 『中庸章句』冒頭を読む�
第�回 『中庸章句』冒頭を読む�
第�回 牟宗三『中国哲学の特質』（抜粋）の検討
第	回 井川義次「ノエルと『大学』」（『宋学の西遷』より）の検討
第
回 Stephen C. Angle & Justin Tiwald, Neo-Confucianism : A

Philosophical Introduction（2017，抜粋pp. 143-146）の検
討

第10回 本間次彦「『中庸章句』への道─第一章第一節を例に」の検
討

第11回 伊藤東涯『古今学変』巻上「子思立教の旨」の検討
第12回 レポートの準備
第13回 レポートの完成
第14回 レポートの講評

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い，指定された担当教員の授業
を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので，必ず次回までに与えられた
課題を仕上げて授業に臨むこと。

教科書

資料をPDFで配布する。

参考書

明治大学文学部哲学専攻編『いま，哲学がはじまる。』，明治大学出
版会，2018年。

課題に対するフィードバックの方法

授業内において講評するほか、最終的に提出してもらうレポートに
ついては、個々にコメントを付して返却する。

成績評価の方法

授業で提示する課題への取り組み（50％），学期末レポート（50％）
通算で�回以上欠席した場合，単位認定の対象から外す。

その他
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705_14C30602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本演習では、フランクリン・パーキンズ『ライプニッツ』を読む。同書の読解を
通じて、受講者は以下のような技能を習得することが求められる。(�) 哲学書を読
解する基本的な技術を身につける。とりわけ、論旨がどのように展開しているのか
を、節ごとの論点を特定しながら、分析できるようになる。(�) 哲学書についての
哲学対話を行えるようになる。対象である文書に常に立ち返る、単語ではなく文で
話す、相手の発言の意味を丁寧に確認する、といった基本的な作法を踏まえて、共
同で思考する場をつくりだすことができるようになる。(�) 読解と議論を踏まえて、
哲学書の内容を正確にパラフレーズすることができるようになる。

授業内容

1. イントロダクション 、「モデル発表資料」の確認
2.「振り返りのモデル」、「研究計画の立て方」、「モデル論文兼研究計画」の確認
3. 予習ワークシートの作成（事前学習）と発表準備（�）
4. 発表準備（�）
5. 発表準備（�）
6. グループ発表（�）
7. グループ発表（�）
8. グループ発表（�）
9. グループ発表（�）
10. �年生演習の説明会
11. 発表の振り返りの作成
12. 発表の振り返りの共有
13. 振り返りからの問い出し
14. グループ研究計画発表

履修上の注意

クラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回ごとに指示される課題を完成させて授業に臨むこと。課題の事前提出がない場
合、授業への出席を認めない場合がある。

教科書

参考書

フランクリン・パーキンズ『ライプニッツ』梅原宏司、川口典成訳、講談社選書メ
チエ、2015年

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業内に行います。

成績評価の方法

評価基準
予習ワークシート 20％
グループ発表 30％
特定質問 10％
発表の振り返り 20％
グループ研究計画発表 20％

注意事項
・15:40以降の入室は認めない。
・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動
部の試合など、公欠と認められることのある学内行事（シェイクスピアプロジェク
トなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、
逆に言えば、�回欠席可能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具とはみなさないため、授業中の使用は禁止する。

その他

706_14C30601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

これから自分自身で哲学的著作をまずは邦訳、次いで原書で読むための訓練
を行いながら、主にフランス語圏の哲学思想について、また、その主要な人物
について概観する。参考書、入門書的なものから入るのではなく、歴史の風雪
に耐えてきた名著に挑む気構えがまず要求される。そうした著作の内容と展開
を的確に押さえ、周辺にも広くかつ繊細に目を配りながら、一方でその問題点
を摘出し、他方でその応用の方途をじっくり考えること、ひところで言うと、
それが「読む」ということなのだが、「読む」とはどういう行為なのかはいまだ
明らかにされていないし、「読む」ことは、多くの者がほとんどつねに行ってい
るにもかかわらず、決して容易なことではない。ましてや相手が外国語で書か
れた原書となれば、単語の選択、時制や法の選択など、微妙な細部への注意が
不可欠であり、並々ならぬ語学的修練が要求される。講義の主眼は、概説的知
識の伝達よりもむしろ、「読む」ことの技法の修得と実践にある。

授業内容

第一回：授業の概要とそれに臨む心構え
第二回：アラン『幸福論』を読む
第三回：続き
第四回：カミュとサルトル
第五回：続き
第六回：続き
第七回：モンテーニュ『エセー』の「カニバルについて」を読む
第八回：続き
第九回：パスカル『パンセ』の断章を読む
第十回：続き
第十一回：ベルクソンを読む
第十二回：続き
第一三回：続き
第十四回：暫定的まとめ

履修上の注意

単に授業に参加して話を聞くのではなく、課題となった著作のまずは邦訳をみ
ずから読み続けるよう努めてもらいたい。フランス語圏の哲学者が多く取り上
げられているが、フランス語を第二外国語として履修している必要はない。ド
イツ語など他の西洋の言語、更には東洋の言語を履修している者も、日常使用
しているのとは異なる言語で書かれたテクストにどう向かい合うかというその
技法を学んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は不要だが、演習ではある哲学者のテクストのごく一部しか取り上げるこ
とができないので、ぜひその全体に迫るべく持続的に読解を続けてもらいたい。

教科書

特定の教科書は使用しない。資料はそのつど配布する。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習への積極的参加70パーセント、学期末のレポートもしくは論述式のテスト
30パーセント。

その他
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707_14C30904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この�年次演習では、(�)（難解な）哲学書を読む、(�)関連する文献を読む、（�）哲学書について関連文献を用いて論文を
書く、という三つの作業を一年かけて行う（春学期と秋学期の内容は一連の流れとしてデザインされている）。
(�)20世紀最大の哲学書と呼ばれ日本でも非常に影響力の強いハイデガー『存在と時間』における外的世界の実在についての
議論（43節）を輪読制で読解し、(�)春学期は入門書、秋学期は少しレベルの高い解説書を用い、(�)学術論文のスタイルで
『存在と時間』の世界論について各自論じる。

到達目標は、以上のステップを通じて卒業論文を書くために必要なスキルを習得すること。

【キーワード】
世界内存在、意識、実在論／観念論、現象学、存在論、現代思想

授業内容

� 自己紹介、春学期の流れの説明、役割分担の説明と決定（坂本ゼミと合同）

� 『存在と時間』の基礎（�）：（事前学習課題を元にしての発表）問：なぜ「現存在」について問うのかを説明せよ

�『存在と時間』の基礎（�）：[前半] 前回の記録の確認
[後半]（事前学習課題を元にしての発表）問：「世界内存在」と「ひと」の概念について相互に関連づけながら説明せよ

� [前半] 前回の記録の確認
[後半] これまでの振り返りと『存在と時間』の今後の読解方法

� 読解（輪読）43節 冒頭部

� [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）43節（a）

� [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）43節（a）続き

	 [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）48節（a）続き


 [前半]前回の記録の確認
[後半] 期末レポートの書き方、レポート提出までの流れの説明

10 これまでのゼミの内容についての話し合い

11 期末レポート構想発表会

12 期末レポートの提出

13 口頭試問

14 夏学期の課題の説明、春学期の秋学期への展望（坂本ゼミと合同）

履修上の注意

志望理由に基づいたゼミの振り分けで認められた担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

このゼミでは、各回に、司会・コメンテーター、記録係（プロトコラント）、発表者を決め、学生主体で学術的な議論の場を生
み出します。どの係も、前回のゼミでの議論内容を把握し、その回に読む文献の該当箇所を事前に読み込んでいないと務まり
ません。毎週の予習・復習は必須です。
第
回には論文とは何かをテーマにしますが、その際、一年の基礎演習の教科書の内容は前提とします。再読しておきましょ
う。戸田山和久『論文の教室：レポートから卒論まで』NHK出版。
第11回に期末レポートの構想発表会を行うので早めに課題を理解し、準備を進めること。

教科書

仲正昌樹『ハイデガー哲学入門──『存在と時間』を読む』、講談社現代新書
ハイデガー『存在と時間II』（原佑・渡邊二郎訳、中公クラッシクス）、中央公論新社

参考書

中山元『存在と時間�』（解説）、光文社古典新訳文庫

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・事前準備の課題（10%）
・演習での司会（10%）
・演習での発表（25%）
・演習でのプロトコル（25%）
・期末レポート（30%）
・出席�/�以上
ただし、自分の担当の�週分は確実に出席すること。出席が11回に満たない場合、発表を行っても期末レポートを提出しても
評価対象にならない。
なお、第一回（役割分担についての説明と決定）は欠席すると著しい不利益を被ることになる。必ず出席すること。

その他

708_14C31004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この�年次演習では、(�)（難解な）哲学書を読む、(�)関連する文献を読む、（�）哲学書について関連文献を用いて論文を
書く、という三つの作業を一年かけて行う（春学期と秋学期の内容は一連の流れとしてデザインされている）。
(�)20世紀最大の哲学書と呼ばれ日本でも非常に影響力の強いハイデガー『存在と時間』における外的世界の実在についての
議論（43節）を輪読制で読解し、(�)春学期は入門書、秋学期は少しレベルの高い解説書を用い、(�)学術論文のスタイルで
『存在と時間』の世界論について各自論じる。

到達目標は、以上のステップを通じて卒業論文を書くために必要なスキルを習得すること。

【キーワード】
世界内存在、意識、実在論／観念論、現象学、存在論、現代思想

授業内容

� 秋学期の流れの説明、今後の役割分担の説明と決定（坂本ゼミと合同）

� 研究計画の検討（提出物をもとに各自報告）

� [前半] 春学期の読解箇所と春学期レポートの書き直しの振り返り
[後半] 読解（輪読）43節(B)

� [前半] 前回の記録の確認
[後半] 読解（輪読）43節(B)続き

� [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）43節(B)続き

� [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）43節(C)

� [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）43節(C)続き

	 [前半]前回の記録の確認
[後半]読解（輪読）43節(C)続き


 [前半]前回の記録の確認
[後半]期末レポートの書き方と提出までの流れの説明

10 四年次の研究計画についての検討

11期末レポート構想発表会

12 期末レポートの提出

13 口頭試問

14 春学期の課題の説明、卒論演習への展望（坂本ゼミと合同）

履修上の注意

志望理由に基づいたゼミの振り分けで認められた担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

このゼミでは、各回に、司会・コメンテーター、記録係（プロトコラント）、発表者を決め、学生主体で学術的な議論の場を生
み出します。どの係も、前回のゼミでの議論内容を把握し、その回に読む文献の該当箇所を事前に読み込んでいないと務まり
ません。毎週の予習・復習は必須です。
第
回に論文とは何かについて全員に説明を課すのでその準備を早めに開始すること。論文・レポートの書き方についての書
籍はたくさんありますが、哲学者が書いたものとして以下を読んでおくこと。戸田山和久『論文の教室：レポートから卒論ま
で』NHK出版。
第11回に期末レポートの構想発表会を行うので早めに課題を理解し、準備を進めること。

教科書

ハイデガー『存在と時間II』（原佑・渡邊二郎訳、中公クラッシクス）、中央公論新社

参考書

中山元『存在と時間�』（解説）、光文社古典新訳文庫
秋富克哉・安部浩・古荘真敬・森一郎編『ハイデガー読本』、法政大学出版局

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・事前準備の課題（10%）
・演習での司会（10%）
・演習での発表（25%）
・演習でのプロトコル（25%）
・期末レポート（30%）
・出席�/�以上
ただし、自分の担当の�週分は確実に出席すること。出席が11回に満たない場合、発表を行っても期末レポートを提出しても
評価対象にならない。
なお、第一回（役割分担についての説明）と第二回（各自の研究計画についての検討・助言）は欠席すると著しい不利益を被
ることになる。必ず出席すること。

その他
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709_14C30902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本演習では、卒業論文作成のために必要となる論文作成技法を、実践を通
して身につけることを最終的な目標とする。具体的に春学期は、�）文献を
読む、�）文献についてまとめる、という作業を通し、自ら論文を作成する
ための方法論を身につけることを目指す。春学期の前半は上記�）�）の作
業に徹し、後半は�）�）に加え、関連文献の収集及び講読、自らテーマを
絞り、小論文を作成するまでを一人で行えるようになることを目標とする。
本演習では日本におけるイスラム思想研究の泰斗、井筒俊彦の諸著作を通
し、イスラム思想史を概観しつつ、他地域の思想との関わり合いについて学
習する。イスラム思想の理解にはイスラム教に関する知識の習得も必須とな
るため、同時にイスラム教に関する知識についても適宜学んでいくことで、
総合的なイスラム理解に基づいて議論が組み立てられるよう配慮したい。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方、目標、評価方法について説明
第�回 イスラム思想史の概要について：講師が論稿を読み発表を行うの

で、以降自身の担当する発表の際の参考として欲しい
第�回 『イスラームの思考回路』より論稿を選び、担当者が発表
第�回 『イスラームの思考回路』より論稿を選び、担当者が発表
第�回 『イスラームの思考回路』より論稿を選び、担当者が発表
第�回 『イスラームの思考回路』より論稿を選び、担当者が発表
第�回 『アラビヤ哲学』序および神学部分
第	回 『アラビヤ哲学』スーフィズム部分
第
回 『アラビヤ哲学』東方アリストテレス主義部分
第10回 『アラビヤ哲学』西方回教哲学部分
第11回 『イスラーム思想史』第�部
第12回 『イスラーム思想史』第�部
第13回 『イスラーム思想史』第�部
第14回 『イスラーム思想史』第�部

履修上の注意

イスラム思想に関連するテクストにはイスラム教はもちろんのこと、ユダ
ヤ教やキリスト教の知識、またギリシア哲学など関連する諸知識も広く必要
である。適宜説明するように心がけるが、分からない単語などがあれば、必
ず確認をしてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎週担当者を決めて発表をしてもらう。担当者は担当部分に関しテクスト
を読み、レジュメを作成する。授業での検討の後、改訂版を提出すること。
参加者はテクストを読み、自分で簡単にまとめておき、質問などの準備をし
ておく。

教科書

竹下政孝編『イスラームの思考回路』、栄光教育文化研究所
井筒俊彦「アラビヤ哲学」『井筒俊彦全集第一巻』351頁‐478頁、慶應義塾
大学出版会
井筒俊彦『イスラーム思想史』、中央公論新社
資料はそのつど配布するので、購入の必要はない。

参考書

毎回の授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レジュメ・小論文：50％ 授業への貢献度：50％

その他

710_14C31002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本演習では、卒業論文作成のために必要となる論文作成技法を、実
践を通して身につけることを最終的な目標とする。具体的に秋学期
は、�）文献収集、�）文献を読む、�）関連文献を集める、�）論
文を書く、という作業を通し、自ら論文の骨組みを作成し、肉付けし
ていくための方法論を身につけることを目指す。本演習では日本にお
けるイスラム思想研究の泰斗、井筒俊彦の諸著作を通しイスラム思想
史について学習するが、秋学期は諸外国語で書かれた関連する文献に
ついても取り上げ比較検討を行うことで、イスラム思想界における井
筒俊彦の独自性についても検討する。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方、目標、評価方法につい
て説明

第�回 『イスラーム思想史』第�部を再読、再考する
第�回 『イスラーム思想史』第�部を再読、再考する
第�回 『イスラーム思想史』第�部を再読、再考する
第�回 『イスラーム思想史』第�部を再読、再考する
第�回 関連する英語文献講読
第�回 関連する英語文献講読
第	回 関連する英語文献講読
第
回 関連する英語文献講読
第10回 関連するアラビア語原典の日本語訳文講読
第11回 関連するアラビア語原典の日本語訳文講読
第12回 関連するアラビア語原典の日本語訳文講読
第13回 関連するアラビア語原典の日本語訳文講読
第14回 授業のまとめ

履修上の注意

イスラム思想に関連するテクストにはイスラム教はもちろんのこ
と、ユダヤ教やキリスト教の知識、またギリシア哲学など関連する諸
知識も広く必要である。適宜講師から説明するように心がけるが、分
からない単語などがあれば、必ず確認をしてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎週担当者を決めて発表をしてもらう。担当者は担当部分に関しテ
クストを読み、レジュメを作成する。授業での検討の後、改訂版を提
出すること。参加者はテクストを読み、自分で簡単にまとめておき、
質問などの準備をしておく。

教科書

上智大学中世思想研究所編『中世思想原典集成11 イスラーム哲学』、
平凡社
井筒俊彦『イスラーム思想史』、中央公論新社
資料はそのつど配布するので、購入の必要はない。

参考書

毎回の授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レジュメ・小論文：50％ 授業への貢献度：50％

その他
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711_14C30905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本演習では一年をかけて、スピノザ『神学・政治論』（1670年出版、74年発禁処分）に関する論文（10,000字以上）を制作し
ます。
『神学・政治論』は、「哲学する自由を認めても道徳心（pietas）や国の平和は損なわれないどころではなく、むしろこの自由
を踏みにじれば国の平和や道徳心も必ず損なわれてしまう、ということを示したさまざまな論考からできている」書です（吉
田訳上巻、25ページ）。スピノザは、同書の前半部では神学の領域で哲学する自由を否定すれば道徳心（敬虔さ）が損なわれ、
後半部では政治の領域で哲学する自由を否定すれば平和が損なわれると論じています。そのために彼は、前半部では独自の聖
書解釈法を提唱し、後半部ではホッブズの社会契約論を改変した国家論を展開しています。

以上の簡単な紹介からも分かるように、『神学・政治論』を読むことで私たちは、以下のような問いについて考えることがで
きます。聖書とはどのような書物なのか。国家の目的とは何か。宗教上の問題について、また政治上の問題について言論の自
由はなぜ認められなければならないのか。その自由はどこまで認められるべきなのか。これらの問いについて本演習でも考え
ていくことになります。
論文の制作はグループで行います。手順は以下の通りです。

（�）スピノザ『神学・政治論』に関する入門書を読み、その内容を発表します。
（�）発表での質疑を踏まえて、研究計画書を作成します。計画書では、論文の問い、問いの重要性、問いに答えるために『神
学・政治論』のどの箇所を取り上げるかを明確にします。（以上春学期）
（�）研究計画書で取り上げることにした『神学・政治論』の箇所を授業内で精読します。論文の中心をなす哲学書の分析の方
法を学びます。
（�）論文で使う二次文献の候補を図書館に行って集め、担当教員のアドバイスを受けて二次文献を決定します。
（�）『神学・政治論』の本文の詳細な分析と、同書に関する二次文献の使用を含む論文を作成します。
（�）作成した論文についての口頭試問を受けます

以上の論文制作のための基本動作を一通り実践することで、�年時の卒業論文制作の準備を完了させることが目標です。

授業内容

�. イントロダクション（池田クラスと合同）
�. 自己紹介、要約と研究計画の作成の仕方の確認
�. 事前課題の共有と担当箇所の決定
�. 入門書に関する発表の準備（�）
�. 入門書に関する発表の準備（�）
�. G1の入門書に関する発表
�. G2の入門書に関する発表
	. 研究計画の作成（�）

. 研究計画の作成（�）
10. 研究計画の作成（�）
11. 研究計画の発表
12. 自由質問回
13. 夏休みの課題の決定
14. まとめ（池田クラスと合同）

履修上の注意

志望理由に基づいたゼミの振り分けで認められた担当教員の授業を履修してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

本演習では発表準備や論文制作に向けての作業手順や作業分担の決定は、グループごとに受講生が行います。スケジュールに
合わせて計画を立て、計画に沿って予習・復習を行うことが必要になります。

教科書

スピノザ、B.（2014）『神学・政治論』上下巻、吉田量彦訳、光文社古典新訳文庫

戸田山和久（2011）『新版 論文の教室：レポートから卒論まで』NHKブックス

参考書

スピノザ、B.（1944）『神學・政治論：聖書の批判と言論の自由』上下巻、岩波文庫

上野修（2014）『スピノザ『神学政治論』を読む』ちくま学芸文庫

Spinoza, B. (2012). Tractatus theologico-politicus = Traité théologico-politique. Edited by Fokke Akkerman. Translated by
Jacqueline Lagrée and Pierre-François Moreau. 2nd ed. Paris : Presses universitaires de France.

Spinoza, B. (1985‒2016). The Collected Works of Spinoza. Translated by Edwin Curley. Princeton : Princeton University Press.

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業時間内に行う。

成績評価の方法

・事前準備の課題 30
・入門書に関する発表 30
・発表での特定質問 10
・研究計画の発表 20
・卒論計画の準備稿 10

・通算で�回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れる。
・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動部の試合など、公欠と認められることのあ
る学内行事（シェイクスピアプロジェクトなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、逆に言えば、�回欠席可能である。その中
で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・15:40以降の入室は認めない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさない。そのため、授業中の閲覧は禁止する。

その他

712_14C31005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本演習では一年をかけて、スピノザ『神学・政治論』（1670年出版、74年発禁処分）に関する論文（10,000字以上）を制作し
ます。
『神学・政治論』は、「哲学する自由を認めても道徳心や国の平和は損なわれないどころではなく、むしろこの自由を踏みに
じれば国の平和や道徳心も必ず損なわれてしまう、ということを示したさまざまな論考からできている」書です（吉田訳上巻、
25ページ）。スピノザは、同書の前半部では神学の領域で哲学する自由を否定すれば道徳心（敬虔さ）が損なわれ、後半部では
政治の領域で哲学する自由を否定すれば平和が損なわれると論じています。そのために彼は、前半部では独自の聖書解釈法を
整備し、後半部ではホッブズの社会契約論を改変した国家論を展開しています。

以上の簡単な紹介からも分かるように、『神学・政治論』を読むことで私たちは、以下のような問いについて考えることがで
きます。聖書とはどのような書物なのか。国家の目的とは何か。宗教上の問題について、また政治上の問題について言論の自
由はなぜ認められなければならないのか。その自由はどこまで認められるべきなのか。本演習でも、これらの問いについて考
えていくことになります。
論文の制作はグループで行います。手順は以下の通りです。

（�）スピノザ『神学・政治論』に関する入門書を読み、その内容を発表します。
（�）発表での質疑を踏まえて、研究計画書を作成します。計画書では、論文の問い、問いの重要性、問いに答えるために『神
学・政治論』のどの箇所を取り上げるかを明確にします。（以上春学期）
（�）研究計画書で取り上げることにした『神学・政治論』の箇所を授業内で精読します。論文の中心をなす哲学書の分析の方
法を学びます。
（�）論文で使う二次文献の候補を図書館に行って集め、担当教員のアドバイスを受けて二次文献を決定します。
（�）『神学・政治論』の本文の詳細な分析と、同書に関する二次文献の使用を含む論文を作成します。
（�）作成した論文についての口頭試問を受けます

以上の論文制作のための基本動作を一通り実践することで、�年時の卒業論文制作の準備を完了させることが目標です。

授業内容

�. イントロダクション（池田クラスと合同）
�. 事前課題の共有
�. 本文の分析の作成（�）：モデル分析の検討
�. 本文の分析の作成（�）：分析箇所の概要の確認と担当箇所の決定
�. 本文の分析の作成（�）
�. 本文の分析の作成（�）
�. G1による本文の分析の発表
	. G2による本文の分析の発表

. 二次文献の選定（�）
10. 二次文献の選定（�）
11. 卒業論文研究計画の確認
12. 論文の作成（�）
13. 論文の作成（�）
14. 口頭試問

履修上の注意

志望理由に基づいたゼミの振り分けで認められた担当教員の授業を履修してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

本演習では発表準備や論文制作に向けての作業手順や作業分担の決定は、グループごとに受講生が行います。スケジュールに
合わせて計画を立て、計画に沿って予習・復習を行うことが必要になります。

教科書

スピノザ、B.（2014）『神学・政治論』上下巻、吉田量彦訳、光文社古典新訳文庫

戸田山和久（2011）『新版 論文の教室：レポートから卒論まで』NHKブックス

参考書

スピノザ、B.（1944）『神學・政治論：聖書の批判と言論の自由』上下巻、岩波文庫

上野修（2014）『スピノザ『神学政治論』を読む』ちくま学芸文庫

Spinoza, B. (2012). Tractatus theologico-politicus = Traité théologico-politique. Edited by Fokke Akkerman. Translated by
Jacqueline Lagrée and Pierre-François Moreau. 2nd ed. Paris : Presses universitaires de France.

Spinoza, B. (1985‒2016). The Collected Works of Spinoza. Translated by Edwin Curley. Princeton : Princeton University Press.

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業内に行う。

成績評価の方法

・事前課題 20
・本文分析の発表 30
・論文 30
・卒業論文研究計画 10
・口頭試問 10

・通算で�回以上欠席した場合、単位認定の対象から外れる。
・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動部の試合など、公欠と認められることのあ
る学内行事（シェイクスピアプロジェクトなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、逆に言えば、�回欠席可能である。その中
で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・15:40以降の入室は認めない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさない。そのため、授業中の閲覧は禁止する。

その他
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713_14C30903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

伊藤東涯『学問関鍵』を輪読する。本書は，伊藤仁斎の息子，伊藤東涯
（1670-1736）が学問の要諦について和文で記した短いテキストである。『日
本倫理彙編』に収められた版を用い，全編を通読する。批判の対象となって
いる朱子学の考え方，さらには伊藤仁斎・東涯父子の思想について，それら
の特徴を理解することを通じ，文献の精読の仕方，問題の設定の仕方などを
実践的に学ぶことを目的とする。参加者には，引用されている文献の原典に
あたる作業もしてもらい，中国の古典に触れる機会をつくる。
最初の�回はガイダンス，次回以降，	回の授業をかけて『学問関鍵』を

読解する。残りの�回の授業では，関連する論文を読むとともに，本書に関
する各自のレポート作成・講評の時間にあてる。
自分で問題を発見する力，資料の探索の仕方，文献を読み解く力，問題を

分析し，明晰な文章で表現する力を養うのが目標。

授業内容

第�回 演習の進め方についての説明、朱子学、伊藤仁斎・東涯についての
概説

第�回 『学問関鍵』：「先儒の説に」以下
第�回 『学問関鍵』：「百行の中に」以下
第�回 『学問関鍵』：「堯舜の時」以下
第�回 『学問関鍵』：「心性のこと」以下
第�回 『学問関鍵』：「四端の説」以下
第�回 『学問関鍵』：「人と云ものは」以下
第	回 『学問関鍵』：「先君子」以下
第
回 『学問関鍵』についてのまとめ
第10回 関連論文の検討＋レポート作成の準備�
第11回 関連論文の検討＋レポート作成の準備�
第12回 レポートの梗概の作成
第13回 レポートの作成と検討
第14回 レポートの修正、完成

履修上の注意

事前のアンケートに基づき，許可を受けた学生のみ履修できる。

準備学習（予習・復習等）の内容

第
回までについては，事前に輪読する箇所を読んでくること。また，自
分の関心を広げ，卒業論文につながるテーマを探求すること。

教科書

PDFを配付する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回の演習への取り組み70％，学期末レポート30％

その他

714_14C31003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Thomas P. Kasulis, Engaging Japanese Philosophy（2018）をとり
あげ，本文にあたる第�章から第14章までから�章を選び，その章の
中からトピックをとりあげて発表してもらう。本書にとりあげられて
いる一次資料にもあたり，また関連する研究などについても報告して
もらう。
並行して，卒業論文のテーマについても授業を通して検討を行う。
自分で問題を発見する力，資料の探索の仕方，文献を読み解く力，

問題を分析し，明晰な文章で表現する力を養うのが目標。

授業内容

第�回 卒業論文に向けてのテーマ検討�
第�回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第�回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第�回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第�回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第�回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第�回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第	回 Engaging Japanese Philosophyテーマ�
第
回 卒業論文計画書の検討
第10回 Engaging Japanese Philosophyテーマ	
第11回 Engaging Japanese Philosophyテーマ

第12回 卒業論文に向けてのテーマ検討�
第13回 卒業論文に向けてのテーマ検討�
第14回 卒業論文に向けてのテーマ検討�

履修上の注意

事前のアンケートに基づき，許可を受けた学生のみ履修できる。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の担当の有無にかかわらず，取り扱う箇所を読んでくるととも
に，関連する内容をみずから積極的に調べること。また，自分の関心
を広げ，卒業論文につながるテーマを探求すること。

教科書

PDFを配布する。

参考書

J.W. Heisig, Th. P. Kasulis, J. C.Maraldo eds., Japanese Philosophy :
A Sourcebook, University of Hawaii Press, 2011，
トマス・カスリス『インティマシーあるいはインテグリティー─哲

学と文化的差異』（衣笠正晃訳，高田康成解説，法政大学出版局，
2016），
小林康夫・中島隆博『日本を解き放つ』（東京大学出版会，2019）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回の演習への取り組み70％，学期末レポート30％

その他
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715_14C30901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ａ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

これから自分自身で哲学的著作をまずは邦訳、次いで原書で読むための訓練を
行いながら、主にフランス語圏の哲学思想について、また、その主要な人物につ
いて概観する。参考書、入門書的なものから入るのではなく、歴史の風雪に耐え
てきた名著に挑む気構えがまず要求される。そうした著作の内容と展開を的確に
押さえ、周辺にも広くかつ繊細に目を配りながら、一方でその問題点を摘出し、
他方でその応用の方途をじっくり考えること、ひところで言うと、それが「読む」
ということなのだが、「読む」とはどういう行為なのかはいまだ明らかにされてい
ないし、「読む」ことは、多くの者がほとんどつねに行っているにもかかわらず、
決して容易なことではない。ましてや相手が外国語で書かれた原書となれば、単
語の選択、時制や法の選択など、微妙な細部への注意が不可欠であり、並々なら
ぬ語学的修練が要求される。講義の主眼は、概説的知識の伝達よりもむしろ、「読
む」ことの技法の修得と実践にある。
このような訓練をふまえて、スピノザとその哲学、それが及ぼした多様な影響

について時間をかけて考える。

授業内容

第一回：授業の概要とそれに臨む心構え
第二回：モンテーニュ『エセー』を読む
第三回：続き
第四回：続き
第五回：デカルトの著作『方法序説』に触れる
第六回：デカルトをフランス語で読む
第七回：続き
第八回：パスカル『パンセ』を読む
第九回：続き
第十回：スピノザの哲学
第十一回：同上
第十二回：同上
第十三回：同上
第十四回：同上

履修上の注意

単に授業に参加して話を聞くのではなく、課題となった著作のまずは邦訳をみず
から読み続けるよう努めてもらいたい。フランス語圏の哲学者が多く取り上げら
れているが、フランス語を第二外国語として履修している必要はない。ドイツ語
など他の西洋の言語、更には東洋の言語を履修している者も、日常使用している
のとは異なる言語で書かれたテクストにどう向かい合うかというその技法を学ん
でもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は不要だが、演習ではある哲学者のテクストのごく一部しか取り上げること
ができないので、ぜひその全体に迫るべく持続的に読解を続けてもらいたい。

教科書

特定の教科書は使用しない。資料はそのつど配布する。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習への積極的参加70パーセント、学期末のレポートもしくは論述式のテスト30
パーセント。

その他

716_14C31001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学演習（�年）Ｂ 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

これから自分自身で哲学的著作をまずは邦訳、次いで原書で読むための訓練
を行いながら、主に、スピノザと関連するフランス語圏の哲学思想について、
また、その主要な人物について概観する。参考書、入門書的なものから入るの
ではなく、歴史の風雪に耐えてきた名著に挑む気構えがまず要求される。そう
した著作の内容と展開を的確に押さえ、周辺にも広くかつ繊細に目を配りなが
ら、一方でその問題点を摘出し、他方でその応用の方途をじっくり考えること、
ひところで言うと、それが「読む」ということなのだが、「読む」とはどういう
行為なのかはいまだ明らかにされていないし、「読む」ことは、多くの者がほと
んどつねに行っているにもかかわらず、決して容易なことではない。ましてや
相手が外国語で書かれた原書となれば、単語の選択、時制や法の選択など、微
妙な細部への注意が不可欠であり、並々ならぬ語学的修練が要求される。講義
の主眼は、概説的知識の伝達よりもむしろ、「読む」ことの技法の修得と実践に
ある。

授業内容

第一回：授業の概要とそれに臨む心構え
第二回：アンリ・ベルクソン紹介
第三回：ベルクソン（『時間と自由』）をフランス語で読む
第四回：続き
第五回：続き
第六回：アラン紹介
第七回：アランの『幸福論』をフランス語で読む
第八回：続き
第九回：続き
第十回：ジル。ドゥルーズ紹介
第十一回：フランス語圏のスピノザ
第十二回：続き
第十三回：続き
第十四回：これからの学習の心構え

履修上の注意

単に授業に参加して話を聞くのではなく、課題となった著作のまずは邦訳をみ
ずから読み続けるよう努めてもらいたい。フランス語圏の哲学者が多く取り上
げられているが、フランス語を第二外国語として履修している必要はない。ド
イツ語など他の西洋の言語、更には東洋の言語を履修している者も、日常使用
しているのとは異なる言語で書かれたテクストにどう向かい合うかというその
技法を学んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は不要だが、演習ではある哲学者のテクストのごく一部しか取り上げるこ
とができないので、ぜひその全体に迫るべく持続的に読解を続けてもらいたい。

教科書

特定の教科書は使用しない。資料はそのつど配布する。

参考書

適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習への積極的参加70パーセント、学期末のレポートもしくは論述式のテスト
30パーセント。

その他
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717_14H00101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学概論Ａ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、基本的な哲学の考え方と、哲学の著作の読み方を学ぶために、ル
ネ・デカルトの『省察』を読みます。
受講者はまず『省察』の指定された箇所を読み、その箇所についての質問に答え

るレポートを作成し、提出します。その後、担当教員がレポートで扱った箇所を解
説し、最後に提出されたレポートへのレスポンスを行います。解説とレスポンスの
授業回では、授業内容に関わるレスポンスシートを授業時間内に作成して提出しま
す。このサイクルを�度繰り返します。評価はレポートと、授業内レスポンスシー
トの合計点で決められます。
授業を通じて、知識や心や神についての哲学上の基本的な考え方を理解すること

が期待されます。合わせて、文章を読み、読んだ内容についてノートを取り、気に
なった点を書き出すという、文学部での学びの基本的な型に慣れ親しむことを目指
します。

授業内容

�.イントロダクション（シラバスの確認、剽窃について）
�.第�回レポートの提出（『省察』「第一省察」�‒9）
�.『省察』「第一省察」�‒5解説
�.『省察』「第一省察」�‒9解説
�.第�回レポートへのレスポンス
�.第�回レポートの提出（『省察』「第二省察」�-�）
�.『省察』「第二省察」�‒3解説
	.『省察』「第二省察」�‒6解説

.第�回レポートへのレスポンス
10.第�回レポートの提出（『省察』「第三省察」�-�, 13-16）
11.『省察』「第三省察」�-�解説
12.『省察』「第三省察」13-16解説
13.第�回レポートへのレスポンス
14.まとめ

履修上の注意

特にありません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業準備として、�回のレポートを提出期限までに提出してください。

教科書

特に使用しません。

参考書

デカルト『省察』山田弘明訳、ちくま学芸文庫、2006年
小林道夫『デカルト入門』ちくま新書、2006年

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業内に行います。

成績評価の方法

レポート 60％
授業内レスポンスシート 40％

開始15分後まで入室を認めます。以後の入室は、特別な理由がない限り認めません。

レポートは定期試験に代えて実施されるものです。そのため、剽窃が認められた場
合「定期試験での不正行為（カンニング）と同様の処分（その科目のみならず当該
期の全登録科目の不合格や停学処分等）の対象となることがあります」（https://
www.meiji.ac.jp/bungaku/6t5h7p000000qa9i-att/Hyousetsu.pdf）。

その他

718_14H00201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学概論Ｂ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、基本的な哲学の考え方と、哲学の著作の読み方を学ぶために、デ
イヴィッド・ヒュームの『人間知性研究』を読みます。
受講者はまず『人間知性研究』の指定された箇所を読み、その箇所についての質

問に答えるレポートを作成し、提出します。その後、担当教員がレポートで扱った
箇所を解説し、最後に提出されたレポートへのレスポンスを行います。解説とレス
ポンスの授業回では、授業内容に関わるレスポンスシートを授業時間内に作成して
提出します。このサイクルを�度繰り返します。評価はレポートと、授業内レスポ
ンスシートの合計点で決められます。
授業を通じて、知識や心や神についての哲学上の基本的な考え方を理解すること

が期待されます。合わせて、文章を読み、読んだ内容についてノートを取り、気に
なった点を書き出すという、文学部での学びの基本的な型に慣れ親しむことを目指
します。

授業内容

1.イントロダクション（シラバスの確認、剽窃について）
2.第�回レポートの提出（『人間知性研究』第�章�-11）
3.『人間知性研究』第�章�-�解説
4.『人間知性研究』第�章�-11解説
5.第�回レポートへのレスポンス
6.第�回レポートの提出（『人間知性研究』第�章14-19）
7.『人間知性研究』第�章14-16解説
8.『人間知性研究』第�章17-19解説
9.第�回レポートへのレスポンス
10.第�回レポートの提出（『人間知性研究』第�章�-	）
11.『人間知性研究』第�章�-�解説
12.『人間知性研究』第�章�-	解説
13.第�回レポートへのレスポンス
14.まとめ

履修上の注意

特にありません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業準備として、�回のレポートを提出期限までに提出してください。

教科書

特に使用しません。

参考書

デイヴィッド・ヒューム『人間知性研究』斎藤繁雄、一ノ瀬正樹訳、法政大学出版
局、2004年
杖下隆英『ヒューム』勁草書房、1982年

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは授業内に行います。

成績評価の方法

レポート 60％
授業内レスポンスシート 40％

開始15分後まで入室を認めます。以後の入室は、特別な理由がない限り認めません。

レポートは定期試験に代えて実施されるものです。そのため、剽窃が認められた場
合「定期試験での不正行為（カンニング）と同様の処分（その科目のみならず当該
期の全登録科目の不合格や停学処分等）の対象となることがあります」（https://
www.meiji.ac.jp/bungaku/6t5h7p000000qa9i-att/Hyousetsu.pdf）。

その他
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719_14C30701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学交流論 矢 口 直 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

哲学交流論という授業ですが、医学思想史を扱います。これは古代中世の医
学が哲学と密接な関係にあるからです。かつて哲学は学問一般を意味してお
り、自然哲学は科学すべての基礎となっていました。科学の一つである医学
も哲学を土台としており、また反対に医学が哲学に影響を与えることもあり
ました。そのため、医学思想の歴史を学ぶことは、哲学の理解を深めるうえ
で意義があります。
西洋医学はヒポクラテスやガレノスに代表される古代ギリシアの医学者に始
まり、翻訳を通じて中東イスラーム世界に伝わって、その後再び翻訳によっ
てヨーロッパに至ります。本授業は古代ギリシアからイスラーム世界を中心
に、この過程で登場した様々な医学（的）思想を概観します。近代以前の医
学は体液学説と言われるもので、四元素を初めとするギリシア哲学の概念と
密接な関係にあるため、哲学的な内容にも触れることがあります。
医学思想が異なる文化圏を渡って受け継がれる中で、どのような発展を示し
たかを理解することが目標です。

授業内容

第�回 医学の父ヒポクラテス
第�回 ヒポクラテス学派と体液学説
第�回 教条主義と方法主義と経験主義
第�回 ガレノスと解剖
第�回 ガレノスと魂
第�回 ガレノスと病気
第�回 フナインと翻訳
第	回 ラーズィーと経験
第
回 マジュースィーと環境
第10回 イブン・ハイサムと視覚
第11回 イブン・スィーナーと医学と哲学
第12回 イスラームの信仰と医学
第13回 イブン・ナフィースと小循環の論理
第14回a アラビア語医学書と中世ヨーロッパ

履修上の注意

特になし。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回までの授業内容を復習して、次の授業に臨んでください。興味をもった
事柄については自分でも調べてみてください。

教科書

教科書は使用しません。教材は適宜配付します。

参考書

マンフレッド・ウルマン『イスラーム医学』、橋爪烈・中島愛里奈（訳）、青
土社、2022年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

リアクションペーパーに基づく平常点（40％）
学期末レポートに基づく評価（60％）

その他
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720_14H00301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学特論Ａ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義ではイスラム教に関わる諸思想について学習する。イスラム
教の発生期から現代までを射程とし、信仰面だけに留まらない様々な
分野へと発展したイスラム諸思想を取りあげたい。イスラム思想の理
解に必須となるイスラム教の歴史や教義に関しても学びながら、総合
的な知識を身につけることを目指す。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方、目標、評価方法につい
て説明

第�回 イスラム以前の中東の宗教と思想（�）
第�回 イスラム教の発生と諸宗教との関わり（�）
第�回 イスラム教の発生と諸宗教との関わり（�）
第�回 イスラム教の発生と諸宗教との関わり（�）
第�回 イスラム教の発展とイスラム法思想（�）
第�回 イスラム教の発展とイスラム神学
第	回 イスラム教の発展とイスラム哲学（�）
第
回 イスラム教の発展とイスラム哲学（�）
第10回 シーア派思想（�）
第11回 シーア派思想（�）
第12回 イスラム神秘主義（�）
第13回 イスラム神秘主義（�）
第14回 イスラム神秘主義（�）

履修上の注意

時間の許す限り秋学期の哲学特論Bとともに履修をお願いしたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

ニュースや新聞などで中東域やイスラムが関連するような事項につい
て積極的に耳を傾けるように意識してほしい。

教科書

特に指定しない。

参考書

毎回の授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業後に回収するレスポンスペーパー：60％ 学期末の課題：10％
授業への貢献度：30％

その他

721_14H00401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学特論Ｂ 井 上 貴 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義ではイスラム教に関わる諸思想について学習する。イスラム
教の発生期から現代までを射程とし、信仰面だけに留まらない様々な
分野へと発展したイスラム諸思想を取りあげたい。イスラム思想の理
解に必須となるイスラム教の歴史や教義に関しても学びながら、総合
的な知識を身につけることを目指す。

授業内容

第�回 イントロダクション：授業の進め方、目標、評価方法につい
て説明

第�回 前期の振り返り
第�回 イスラム世界と科学
第�回 中世期のイスラム思想
第�回 近代におけるイスラム政治思想（�）
第�回 近代におけるイスラム政治思想（�）
第�回 現代社会とイスラム法思想
第	回 現代社会とイスラム神秘主義思想（�）
第
回 現代社会とイスラム神秘主義思想（�）
第10回 現代社会とイスラム神秘主義思想（�）
第11回 現代におけるシーア派思想
第12回 現代社会とイスラム文化（�）
第13回 現代社会とイスラム文化（�）
第14回 現代社会とイスラム文化（�）

履修上の注意

時間の許す限り春学期の哲学特論Aとともに履修をお願いしたいが、
秋学期のみの参加も歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

ニュースや新聞などで中東域やイスラムが関連するような事項につい
て積極的に耳を傾けるように意識してほしい。

教科書

特に指定しない。

参考書

毎回の授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業後に回収するレスポンスペーパー：60％ 学期末の課題：10％
授業への貢献度：30％

その他
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722_14C30301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学プラクティスⅠＡ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、「対話」を通じて批判的・創造的・ケア的に思考するという「哲学プラクティス」の
手法の一つを用い、（�）「共同で哲学的に思考する」練習をし、（�）その対話の場を共同で作り出
します。そのために、哲学対話を「する」と「つくる」の両方に取り組みます。

対話は以下のステップで進められます。1. 問いの変形を通じて対話のための問いを立てる。2. 立て
た問いについて対話を行う。3. 対話を様々な角度から振り返る。

対話の企画は以下のステップで進められます。1. グループごとに対話の企画を立案する。2. 立案し
た企画について、発表する。3. 参加者を迎えて、対話を行う。4. 行った企画を様々な角度から振り返
る。

授業内容

(�) 哲学プラクティスとは何か：この授業の概要

(�) 質問ゲームと哲学対話のやり方の説明

(�) 哲学対話の構造の説明と問いだし

(�) 哲学対話

(�) 哲学対話の振り返り発表作成のためのグループワーク

(�) 哲学対話の振り返りの発表

(�) 哲学プラクティス関連文献の読解（グループワーク）

(	) 哲学プラクティス関連文献についてのレポートの提出

(
) レポートへのレスポンス

(10) 哲学対話の企画（�）問いと概要の設定

(11) 哲学対話の企画（�）ルールづくり

(12) 哲学対話企画の発表

(13) 哲学対話企画の実施

(14) 哲学対話企画振り返りレポートの提出（予定）ゲストによる講演

【提出物について】
期限後の提出は認めない。

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので、必ず次回までに与えられた課題を仕上げて授業に臨むこと。

教科書

河野哲也『じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 増補版』河出書房新社、2021
年。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席：�/�以上（14回中10回以上の出席がない場合には単位認定の対象から外れる）
遅刻：20分まで入室可

振り返り発表（グループ）25％
関連文献レポート（グループ）25％
企画発表（グループ）25％
哲学対話企画振り返りレポート 25％

その他

・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動部の試合など、公
欠と認められることのある学内行事（シェイクスピアプロジェクトなど）への参加の場合も、欠席免
除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、逆に言えば、�回
欠席可能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさない。そのため、授業中の閲覧は禁止する。

723_14C30302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学プラクティスⅠＡ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、「対話」を通じて批判的・創造的・ケア的に思考するという「哲学
プラクティス」の手法の一つを用い、（�）「共同で哲学的に思考する」練習をし、
（�）その対話の場を共同で作り出します。そのために、哲学対話を「する」と「つ
くる」の両方に取り組みます。
対話は以下のステップで進められます。1. 問いの変形を通じて対話のための問い

を立てる。2. 立てた問いについて対話を行う。3. 対話を様々な角度から振り返る。
対話の企画は以下のステップで進められます。1. グループごとに対話の企画を立

案する。2. 立案した企画について、発表する。3. 参加者を迎えて、対話を行う。4.
行った企画を様々な角度から振り返る。

授業内容

(�) 哲学プラクティスとは何か：この授業の概要
(�) 質問ゲームと哲学対話のやり方の説明
(�) 哲学対話の構造の説明と問いだし
(�) 哲学対話
(�) 哲学対話の振り返り発表作成のためのグループワーク
(�) 哲学対話の振り返りの発表
(�) 哲学プラクティス関連文献の読解（グループワーク）
(	) 哲学プラクティス関連文献についてのレポートの提出
(
) レポートへのレスポンス
(10) 哲学対話の企画（�）問いと概要の設定
(11) 哲学対話の企画（�）ルールづくり
(12) 哲学対話企画の発表
(13) 哲学対話企画の実施
(14) 哲学対話企画振り返りレポートの提出（予定）ゲストによる講演

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので、必ず次回までに与えられた課題を仕上げて
授業に臨むこと。

教科書

河野哲也『じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 増補版』河出
書房新社、2021年。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席：�/�以上（14回中10回以上の出席がない場合には単位認定の対象から外れ
る）
遅刻：20分まで入室可

振り返り発表（グループ）25％
関連文献レポート（グループ）25％
企画発表（グループ）25％
哲学対話企画振り返りレポート 25％

その他
・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動
部の試合など、公欠と認められることのある学内行事（シェイクスピアプロジェク
トなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、
逆に言えば、�回欠席可能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさないため、授業中の閲覧は禁止する。

その他
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724_14C30401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学プラクティスⅠＢ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、「対話」を通じて批判的・創造的・ケア的に思考するという「哲学プラクティス」の手法の一
つを用い、（�）「共同で哲学的に思考する」練習をし、（�）その対話の場を共同で作り出します。そのため
に、哲学対話を「する」と「つくる」の両方に取り組みます。

対話は以下のステップで進められます。1. 問いの変形を通じて対話のための問いを立てる。2. 立てた問い
について対話を行う。3. 対話を様々な角度から振り返る。

対話の企画は以下のステップで進められます。1. グループごとに対話の企画を立案する。2. 立案した企画
について、発表する。3. 参加者を迎えて、対話を行う。4. 行った企画を様々な角度から振り返る。

授業内容

(�) 哲学プラクティスとは何か：秋学期の概要と夏休み課題へのレスポンス

(�) 質問ゲームと問いだし

(�) 哲学対話

(�) 哲学対話のファシリテーション研究発表のためのグループワーク

(�) 哲学対話のファシリテーション研究発表

(�) 哲学対話の素材研究会

(�) 素材を用いた哲学対話

(	) 哲学対話の振り返り発表のためのグループワーク

(
) 哲学対話の振り返り発表

(10) 哲学対話の企画（�）問いと概要の設定

(11) 哲学対話の企画（�）ルールづくり

(12) 哲学対話企画の発表

(13) 哲学対話企画の実施

(14) 哲学対話企画振り返りレポートの提出（予定）ゲストによる講演

【提出物について】
期限後の提出は認めない。

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので、必ず次回までに与えられた課題を仕上げて授業に臨むこと。

教科書

河野哲也『じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 増補版』河出書房新社、2021年。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席：�/�以上（14回中10回以上の出席がない場合には単位認定の対象から外れる）
遅刻：20分まで入室可

夏休みの課題 20%
ファシリテーション研究発表（グループ）20％
対話振り返り発表（グループ）20％
企画発表（グループ）20％
哲学対話企画振り返りレポート 20％

その他

・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動部の試合など、公欠と認
められることのある学内行事（シェイクスピアプロジェクトなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、逆に言えば、�回欠席可
能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさない。そのため、授業中の閲覧は禁止する。

725_14C30402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学プラクティスⅠＢ 坂 本 邦 暢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、「対話」を通じて批判的・創造的・ケア的に思考するという「哲学
プラクティス」の手法の一つを用い、（�）「共同で哲学的に思考する」練習をし、
（�）その対話の場を共同で作り出します。そのために、哲学対話を「する」と「つ
くる」の両方に取り組みます。
対話は以下のステップで進められます。1. 問いの変形を通じて対話のための問い

を立てる。2. 立てた問いについて対話を行う。3. 対話を様々な角度から振り返る。
対話の企画は以下のステップで進められます。1. グループごとに対話の企画を立

案する。2. 立案した企画について、発表する。3. 参加者を迎えて、対話を行う。4.
行った企画を様々な角度から振り返る。

授業内容

(�) 哲学プラクティスとは何か：秋学期の概要と夏休み課題へのレスポンス
(�) 質問ゲームと問いだし
(�) 哲学対話
(�) 哲学対話のファシリテーション研究発表のためのグループワーク
(�) 哲学対話のファシリテーション研究発表
(�) 哲学対話の素材研究会
(�) 素材を用いた哲学対話
(	) 哲学対話の振り返り発表のためのグループワーク
(
) 哲学対話の振り返り発表
(10) 哲学対話の企画（�）問いと概要の設定
(11) 哲学対話の企画（�）ルールづくり
(12) 哲学対話企画の発表
(13) 哲学対話企画の実施
(14) 哲学対話企画振り返りレポートの提出（予定）ゲストによる講演

履修上の注意

学年始めに発表するクラス分けに従い、指定された担当教員の授業を履修すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

おおむね各回の授業で課題が出るので、必ず次回までに与えられた課題を仕上げて
授業に臨むこと。

教科書

河野哲也『じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 増補版』河出
書房新社、2021年。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは、授業内に行う。

成績評価の方法

出席：�/�以上（14回中10回以上の出席がない場合には単位認定の対象から外れ
る）
遅刻：20分まで入室可

夏休み課題 20％
ファシリテーション研究発表（グループ）20％
対話振り返り発表（グループ）20％
企画発表（グループ）20％
哲学対話企画振り返りレポート 20％

・欠席はその原因にかかわらず、欠席とする。なお、教育実習を除き、体育会運動
部の試合など、公欠と認められることのある学内行事（シェイクスピアプロジェク
トなど）への参加の場合も、欠席免除とはしない。
・14回の授業のうち、10回の出席はこの授業の内容を把握する上で必須であるが、
逆に言えば、�回欠席可能である。その中で欠席回数を各自が管理すること。
・代替課題を出すことはしない。
・スマートフォンは研究の道具とは見なさいため、授業中の閲覧は禁止する。

その他
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726_14G09601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学プラクティスⅡＡ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業は、和泉キャンパスで開講されている「哲学プラクティスI・AB」を受講済みの学生を対象として想
定し、哲学プラクティス（子どものための哲学（P4C）、学校での哲学対話、哲学カフェ、哲学カウンセリン
グなど）についての国内外の議論・研究状況を把握することを目的とする。哲学プラクティスという営みは、
対話や思考のもつ意味、他者と共にあることの意味を考えさせたり、学校・学び・政治参加などの社会の諸
側面についての考察を促したりする。到達目標は、そうした考察や議論の状況を把握し、サーヴェイ論文
（レポート）として報告できるようになること。

授業内容

この授業は主に二つのパートから成り立っています。
（�）最初の�回（�-�回目）は、この講義の狙いややり方を理解し、各受講生が担当する文献や発表日を決

定するのに費やす。
（�）現在日本語で入手可能な文献（翻訳含む）の内容を各受講生がまとめて口頭発表し、その内容を全体で

共有する。各回の発表では司会・コメンテーターが発表内容を要約し、コメントをすることで議論を促
進する（�-11回目）。

（�）それを踏まえて、各受講生は「哲学プラクティスについての現在の日本における議論・研究状況」を
テーマにレポートを書く（12-13回目）。レポートの中では自分が特にどういった議論・研究になぜ特に
関心を抱いたかも書いてもらい、その部分を巡って最後に話し合いをして、哲学プラクティス研究の未
来について考えたい（14回目）。

なお、発表が行われる授業の日（�-11回目）は、参加者全員でその日に扱われる論文のテーマについて問出
しをする。以下のテーマは暫定的なものであり、受講生が選んだ文献の内容によって変化する。

� この授業の狙いと進め方の説明
� 文献を概観し、各自が発表する文献の希望を集める
� 発表文献と日程の決定、授業担当者によるモデル発表
� 学び：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
� 尊重：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
� コミュニティ：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
� 思考：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
	 他者：テーマの問い出し、学生による発表とコメント

 聴くこと：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
10 ケア：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
11 創造性：テーマの問い出し、学生による発表とコメント
12 レポート（サーヴェイ論文）の書き方についての説明
13 レポート提出日
14 レポートを終えての話し合い

履修上の注意

和泉キャンパスで開講されている「哲学プラクティスI・AB」を受講済みであることが望ましい。哲学専攻で
哲学プラクティスに関する卒業論文を書くつもりの学生は必ずこの授業を受け、単位を取ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講予定者は、事前に以下のリンクから論文を通覧し、自分がこの授業の発表で取り上げる予定の文献を�
点選んでおくこと。

「P4Cの論文」（P4C in School Kansai - Japan）
https://kansai.p4c-japan.com/docs-jp/p4c_theses/

『思考と対話』第�-�号（日本哲学プラクティス学会）
https://philopracticejapan.jp/magazine/

・第�回目の授業で取り上げる予定の文献を報告してもらう。上記HP以外の文献（書籍または学術論文）を
取り上げたい、という場合にはその第�回目の授業で文献を挙げてもらい、発表の対象としてふさわしいか
を判断する。
・第�回目の授業で文献の偏りなどを調整した上で、第�回目に各自が発表する日と文献を決定する。（発表
の対象として取り上げる予定の文献に著しい偏りが見られた場合、同一テーマを扱った文献の担当をお願い
することがある。）

受講者は各回に取り上げる文献を必ず印刷して持参すること。

教科書

なし

参考書

上記[準備学習（予習・復習）の内容]の二つのリンクを参照。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席：�/�以上（14回中10回以上の出席がない場合には単位認定の対象から外れる）
遅刻：20分まで入室可

発表 30%
司会・コメンテーター 20%
期末レポート 50%

その他

727_14G09701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

哲学プラクティスⅡＢ 堀 越 耀 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「哲学プラクティス（Philosophical Practice）」というカテゴリーで名指される
様々な実践について、その理論や歴史という視点からも概観し、検討する。
授業内容は原則として受講者の興味関心に基づいて設定されるが、哲学プラ
クティスの広がりや歴史・理論を理解するなかで、様々な論点、方法、実践
事例などにかんして受講者が自らの研究課題を発見し、深めていく。そして、
その成果について、授業内でのプレゼンテーションおよびレポートという形
でアウトプットすることを求めたい。

授業内容

� オリエンテーション
� 「哲学対話」の広がりと国際的な哲学プラクティスの動向
� 「P4C（子どもとする哲学）」の理論と実践
� ハワイのp4c
� 映画「小さな哲学者たち」
� 哲学コンサルティング
� 哲学ウォーク
	 哲学カウンセリング

 哲学プラクティスにかんするテキスト読解
10 ネオ・ソクラティク・ダイアローグ（NSD/SD）①
11 ネオ・ソクラティク・ダイアローグ（NSD/SD）②
12 プレゼンテーション①
13 プレゼンテーション②
14 総括

履修上の注意

いわゆる講義形式ではなく、履修者が主体となる演習（ゼミナール）形式で
授業を進めます。授業内容は、受講者の興味関心や研究内容に基づいて変更
することがあります。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：授業のトピックや講読文献について、参考書や指示されたテキストか
ら概要を把握する。
復習：レポートやプレゼンテーションにむけて、論点や関心のある話題、文
献を見つけて調べる。

教科書

参考書

堀江剛『ソクラティク・ダイアローグ：対話の哲学に向けて』大阪大学出版
会、2017年。
Marinoff, Lou. (2001). Philosophical Practice. San Diego, CA : Academic Press.
マシュー・リップマン『探求のコミュニティ：考えるための教室』河野哲也・
土屋陽介・村瀬智之監訳、玉川大学出版部、2014年。
M. Gregory, J. Haynes, and K. Murris.eds. (2016). The Routledge International
Handbook of Philosophy for Children, Abingdon : Routledge. (M. グレゴリー、
J.ヘインズ、K.ムリス『子どものための哲学教育ハンドブック：世界で広がる
探究学習』小玉重夫監訳、東京大学出版、2020年）。
ピーター・ラービ『哲学カウンセリング：理論と実践』法政大学出版会、
2006年。

課題に対するフィードバックの方法

各自のプレゼンテーションやレポートについて、その都度授業内でコメント
等を行う。

成績評価の方法

プレゼンテーションの作成と発表（40％）、授業・ディスカッションへの貢献
度（20％）、期末レポート（40％）

その他
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728_14A23702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅠA オルランド， ダビデ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

The aim of the course is to acquire basic grammatical knowledge and basic elementary terminology, as well as
to train the learner to understand simple everyday situations.

Students will acquire a first understanding of cross-cultural awareness and increase their language
competence equivalent to level A2 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Furthermore, through a variety of pair and group work, thinking skills and teamwork abilities which are
required in society will be enhanced.

Written texts from other textbooks will be given additionally to the learners to improve their reading abilities.
Also various texts (mostly small letters) for the Goethe certificate A1 will be subject of the course. Here you
have to find out if the given statements are true or false.

授業内容

第�回：To know each other. First steps with the book.
第�回：Chapter �: Greetings.
第�回：Chapter �: Getting to know people. Self-introduction.
第�回：Chapter �: Getting to know people. Language and major
第�回：Test �, Chapter �: Activities
第�回：Chapter �: Numbers
第�回：Chapter �: To fill out a form
第	回：Test �, Chapter �: Daily life, Time
第
回：Chapter �: Daily life, Reading text : My university life
第10回：Chapter �: What we have to do and what we want to do!
第11回：Review of main grammar points.
第12回：Test �, Chapter �: Living. Furniture and other articles
第13回：Chapter �: My room
第14回：まとめの終了テスト
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

教科書は授業で適宜使用します。授業中に行う課題は、様々なレベルや進度に合わせて行います。つまり、
教科書にある個々の課題を全て扱うわけではありません。またコミュニケーションのための授業が中心とな
るので、小グループでの学習が多くなります。
There will be also materials of similar contents from other textbooks.

準備学習（予習・復習等）の内容

Review : Students are required to read and understand articles distributed for the coming lesson. Furthermore,
students have to review the contents of the lesson by learning themain vocabulary, creating an overview of the
contents and revising the main grammar points before each class.

Be sure to do your homework regularly and participate actively in class.

定期的に宿題をこなし、積極的に授業に参加するようにしてください。また出版社のホームページからダウ
ンロードできる無料の音声データを活用してください。

教科書

スタート！� コミュニケーション活動で学ぶドイツ語

藤原 三枝子 (著), 桂木 忍 (著), 本河 裕子 (著), 野村 幸宏 (著), Anja Poller (著), Rita Sachse-Toussaint (著)
•Publisher  :  三修社; 第� edition (February 20, 2019)
•Publication date  :  February 20, 2019
•Language  :  Japanese
•Tankobon Softcover  :  132 pages
•ISBN-10  :  4384122993

Not all exercises of the book will be done. The sessions may contain materials from other textbooks. This
material will cover the same topics.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Feedback will provide to the individual needs of the student. Students can contact me by more than one
method̶ via a personal eMail address, the main Meiji address, online or after the lessons. If they would like
more in-depth feedback or want to discuss their performance, also a short Zoom session can be provided.

Explanations for correct and incorrect responses will be given at computer-generated feedback. When web-
based practice exercises and quizzes will be given, automated marking for students will give them the
possibility to self-assess their understanding.

成績評価の方法

Students are evaluated on the basis of their interaction contributions (15 percent), class participation (20),
and the three written or speaking tests (45 percent) which will be throughout the semester. All tests will focus
on the most recently covered material.

Presence will evaluated with 20 percent. Unexcused absences affect students' grades. Too many unexcused
absences can lead to a fail.

毎回積極的に授業に参加すること、テーマやパートナーワークについて関心を持って取り組むことを前提と
します。それぞれの課の学習後にテストが実施されます。これらのテストはまとめの終了テストと合わせて、
評価全体の45パーセントを占めます

その他

Students can contact the teacher via Mail any time. Also a personal Zoom Meeting is possible if required.

729_14A23802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅠB オルランド， ダビデ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

This course is the follow up of the summer semester course.Main goal of the lesson is to understand
short written texts. For that reason not all exercises of the book will be done.
In particular, learners will learn and deepen the (sentence) structures used in language acts in
everyday life situations. Grammatical structures are therefore linked to situations.
The review exercises sessions contains materials from other textbooks. this material will cover the
same topics.

授業内容

第�回：Review of the summer semester content.
第�回：Chapter �: Comparing Japanese and German homes.
第�回：Chapter �: Eating and drinking.
第�回：Chapter �: Speaking about dishes.
第�回：Chapter �: What we eat, reading text
第�回：Test chapter � and �, Chapter �: Shopping
第	回：Chapter �: Shopping : Comparing prizes
第
回：Chapter �: Online or department store?
第10回: Test chapter �, Chapter �: Members of the Family
第11回：Chapter �: Speaking about family members
第12回：Chapter �: Reading text about different family types.
第13回：Test chapter �, Chapter �: Members of the Family
第14回：Speaking group tests
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。す。

履修上の注意

教科書は授業で適宜使用します。授業中に行う課題は、様々なレベルや進度に合わせて行います。
つまり、教科書にある個々の課題を全て扱うわけではありません。またコミュニケーションのため
の授業が中心となるので、小グループでの学習が多くなります。

準備学習（予習・復習等）の内容

Review : Students are required to read and understand articles distributed for the coming lesson.
Furthermore, students have to review the contents of the lesson by learning the main vocabulary,
creating an overview of the contents and revising the main grammar points before each class.

Be sure to do your homework regularly and participate actively in class.

定期的に宿題をこなし、積極的に授業に参加するようにしてください。また出版社のホームページ
からダウンロードできる無料の音声データを活用してください。定期的に宿題をこなし、積極的に
授業に参加するようにしてください。また出版社のホームページからダウンロードできる無料の音
声データを活用してください。

教科書

スタート！� コミュニケーション活動で学ぶドイツ語

藤原 三枝子 (著), 桂木 忍 (著), 本河 裕子 (著), 野村 幸宏 (著), Anja Poller (著), Rita Sachse-
Toussaint (著)
•Publisher  :  三修社; 第� edition (February 20, 2019)
•Publication date  :  February 20, 2019
•Language  :  Japanese
•Tankobon Softcover  :  132 pages
•ISBN-10  :  4384122993

Not all exercises of the book will be done. The sessionsmay containmaterials from other textbooks.
This material will cover the same topics.

参考書

適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

Feedback will provide to the individual needs of the student. Students can contact me by more than
one method ̶ via a personal eMail address, the main Meiji address, online or after the lessons. If
they would like more in-depth feedback or want to discuss their performance, also a short Zoom
session can be provided.

Explanations for correct and incorrect responses will be given at computer-generated feedback.
When web-based practice exercises and quizzes will be given, automated marking for students will
give them the possibility to self-assess their understanding.

成績評価の方法

Students are evaluated on the basis of their interaction contributions (15 percent), class
participation (20), and the three written or speaking tests (45 percent) which will be throughout
the semester. All tests will focus on the most recently covered material.

Presence will evaluated with 20 percent. Unexcused absences affect students' grades. Too many
unexcused absences can lead to a fail.

毎回積極的に授業に参加すること、テーマやパートナーワークについて関心を持って取り組むこと
を前提とします。それぞれの課の学習後にテストが実施されます。これらのテストはまとめの終了
テストと合わせて、評価全体の45パーセントを占めます

その他

Please consider that not every topic of the book could be done in the lesson.
Students can contact the teacher via Mail any time. Also a personal Zoom Meeting is possible if
required.
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730_14A23704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅠA 金 子 祥 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語文法の復習を行いながら、ドイツ語で書かれたミステリ小

説（Krimi）を用いて読解の演習を行う。まとまった量のドイツ語を

読むことでドイツ語の読み方を学び、単に日本語に訳すだけではな

く、ドイツ語の言語表現の多様性を楽しむことができるようになるこ

とを目標とする。テキストを読むための基礎的教養である初級文法や

単語の意味、発音のルールについては授業中に説明を行う。

初級〜中級レベルのドイツ語力を定着させることを授業の目的とす

る。

授業内容

第一回 a: イントロダクション b: 基本事項の確認

第二回〜三回 読解�

第四回〜五回 読解�

第六回〜七回 読解�

第八回〜九回 読解�

第十回〜十一回 読解�

第十二〜十三回 読解�

第十四回 a:まとめ b: 試験

履修上の注意

毎回辞書を使用する。忘れず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

ある程度予習したうえで授業に臨むこと。また不明な点などは必ず質

問すること。

教科書

ドイツ語学習用ミステリ小説 "Moerderische Intrige" をテキストとす

る。テキストは初回授業時に配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験70％、授業への貢献度30％

その他

731_14A23804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅠB 金 子 祥 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期同様、ドイツ語文法を学習しながら、ミステリ小説（Krimi)

を用いて読解・表現演習を行う。文法、単語の発音の仕方などについ

ては授業中に説明を行う。初級文法や発音ルールから説明を行うの

で、文法に自信がなくても特に心配はいらない。外国語で読書をする

ことの喜びを体験することができる授業としていきたい。

初級〜中級レベルの表現・読解能力を身に着けることを目標とす

る。

授業内容

第一回〜二回 a: イントロダクション b : 基本事項の確認

第三回〜四回 読解�

第五回〜六回 読解�

第七回〜八回 読解�

第九回〜十回 読解�

第十一回〜十二回 読解�

第十三回 読解�

第十四回 a: まとめ b: テスト

履修上の注意

辞書を一冊用意し、毎回持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習をしてから授業に臨むこと。不明点があったら必ず質問するよう

に心がけること。

教科書

プリントを配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験70％、授業への貢献度30％

その他
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732_14A23701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅠA ブリール，リタ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

アルファベットから始め、簡単な会話やテキストを用いて基本文法と
話す力を養う訓練をする。会話やテキストには、ドイツの映画やドイ
ツについての情報が含まれて、異文化理解の助けとなる。
正しい発音ができるようになるよう留意したい。学期ごとに大きなテ
ストを�度ずつ行い、単語テストも何度か行う。60点を取ることが合
格の基準となる。
きちんと出席し、授業に積極的に参加してほしい。

授業内容

� 自己紹介
� 自己紹介、アルファベットと発音
� 自己紹介とアルファベッ復習15分、第�課（動詞と人称代名詞）
� 復習（第�課）15分、 第�課（動詞と冠詞）
� 復習（第�課）15分、 �課、定冠詞単数と複数、不定冠詞、否定
冠詞 �格、数字 �-20

� 復習、� と同じ
� テスト準備の復習
� テスト（成績評価に大切）
	 第�課、不規則動詞werden、冠詞類の�格、副詞

 復習（第�課）15分, 所有冠詞�・�格、副詞、数字�-100
10 第�課、	と同じ
11 第�課、不規則動詞、非人称のes、命令形
12 第�課、10と同じ
13 第�課、分離動詞、時刻表、話法助動詞、12 と同じ、テストの説
明

14 (a)テスト（成績評価に大切）， (b)まとめ

履修上の注意

出席を注意し、宿題を忘れず提出する。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回授業のプリントを読んで授業に参加すること。

教科書

Wir kommen aus Deutschland. Rita Briel, Soichiro Itoda. Ikubundo.
ISBN: 978-�-261-01264-4.

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

クラスに/ e-mail (Oh-Meiji)

成績評価の方法

授業は休まず，積極的に参加することが求められます。大きな試験は
各学期�回，これに加えて適宜小テストを行います。
大テスト70%，小テスト30%でそれぞれのテストで60点以上取ること
が合格の基準となる。

その他

特になし

733_14A23801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅠB ブリール，リタ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

アルファベットから始め、簡単な会話やテキストを用いて基本文法と
話す力を養う訓練をする。会話やテキストには、ドイツの映画やドイ
ツについての情報が含まれて、異文化理解の助けとなる。
正しい発音ができるようになるよう留意したい。学期ごとに大きなテ
ストを�度ずつ行い、単語テストも何度か行う。60点を取ることが合
格の基準となる。
きちんと出席し、授業に積極的に参加してほしい。

授業内容

� 第�-�課の復習
� 第�課、�格の人称代名詞、所有冠詞、曜日、月、季節
� 第�課、� と同じ
� 第�課、復習、haben,seinの過去形、疑問詞の格変化
� 第�課、�と同じ
� テスト復習練習、テストの説明
� テスト（成績評価に大切）
	 第�課、数字�-100000、場所の�・�格の前置詞

 第�課、	と同じ
10 第�課、再帰動詞、年号、日付
11 第�課、再起動詞の復習、時間の前置詞
12 第�課、12と同じ
13 テストの説明
14 (a)テスト（成績評価に大切）， (b)まとめ

履修上の注意

出席を注意し、宿題を忘れず提出する。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回授業のプリントを読んで授業に参加すること。

教科書

Wir kommen aus Deutschland. Rita Briel, Soichiro Itoda. Ikubundo.
ISBN: 978-�-261-01264-4.

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

クラスに/ e-mail (Oh-Meiji)

成績評価の方法

授業は休まず，積極的に参加することが求められます。大きな試験
は各学期�回，これに加えて適宜小テストを行います。
大テスト70%，小テスト30%でそれぞれのテストで60点以上取るこ
とが合格の基準となる。

その他

特になし
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734_14A23901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅡA 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In diesem Kurs wird Gelerntes angewendet und ausgebaut. Im
Mittelpunkt steht die mündliche Kommunikation. Wert wird dabei
darauf gelegt, unbekannten Wortschatz selbst zu erarbeiten.
Darüber hinaus spielen die Kompetenzen Schreiben, Hören und Lesen
auch eine Rolle.

授業内容

(�) Über sich selbst sprechen/Wiederholung
(�) Wortschatz für den Unterricht
(�) Thema : Berufe
(�) Thema : Tätigkeiten
(�) Freies Sprechen zu den Themen Berufe und Tätigkeiten
(�) Schriftliche Übungen zu den Themen Berufe und Tätigkeiten
(�) Thema : Nach dem Weg fragen
(	) Thema : Essen/Trinken
(
) Freies Sprechen zu den Themen Weg und Essen/Trinken
(10) Thema Schriftliche Übungen zu den Themen Weg und Essen/

Trinken
(11) Thema : Ferien
(12) Freies Sprechen zum Thema Ferien
(13) Freies Sprechen zu allen Themen
(14) Prüfung

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Wiederholen Sie bitte, was Sie im 1. Studienjahr gelernt haben.

教科書

Cornelsen-Verlag, Funk/Kuhn : Studio 21. Das Deutschbuch. A1 /
Teilband �

参考書

Wörterbuch Deutsch-Japanisch, Japanisch-Deutsch

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Teilnahme am Unterricht 70%, mündliche Abschlussprüfung 30%

その他

Aktive und regelmäßige Teilnahme sind am wichtigsten.

735_14A24001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅡB 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In diesem Kurs wird Gelerntes angewendet und ausgebaut. Im

Mittelpunkt steht die mündliche Kommunikation. Aber auch die

Kompetenzen Schreiben, Hören und Lesen spielen eine Rolle.

授業内容

(�) Wiederholung

(�) Thema : Kleidung �

(�) Thema : Kleidung �

(�) Freies Sprechen zum Thema Kleidung

(�) Schriftliche Übung zum Thema Kleidung

(�) Thema : Wetter und Klima

(�) Freies Sprechen zu den Themen Wetter und Klima

(	) Schriftliche Übung zu den Themen Wetter und Klima

(
) Thema : Gesundheit

(10) Thema : Körper

(11) Freies Sprechen zu den Themen Körper und Gesundheit

(12) Schriftliche Übung zu den Themen Körper und Gesundheit

(13) Freies Sprechen zu allen Themen

(14) Prüfung

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Wiederholen Sie bitte, was Sie im dritten Semester gelernt haben.

教科書

Cornelsen-Verlag, Funk/Kuhn : Studio 21. Das Deutschbuch. A1 /

Teilband �

参考書

Wörterbuch Deutsch-Japanisch, Japanisch-Deutsch

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Teilnahme am Unterricht 70%, mündliche Abschlussprüfung 30%.

その他

Aktive und regelmäßige Teilnahme sind am wichtigsten.
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736_14A23902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅡA 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In diesem Kurs wird Gelerntes angewendet und ausgebaut. Im
Mittelpunkt steht die mündliche Kommunikation. Wert wird dabei
darauf gelegt, unbekannten Wortschatz selbst zu erarbeiten.
Darüber hinaus spielen die Kompetenzen Schreiben, Hören und Lesen
auch eine Rolle.

授業内容

(�) Über sich selbst sprechen/Wiederholung
(�) Wortschatz für den Unterricht
(�) Thema : Berufe
(�) Thema : Tätigkeiten
(�) Freies Sprechen zu den Themen Berufe und Tätigkeiten
(�) Schriftliche Übungen zu den Themen Berufe und Tätigkeiten
(�) Thema : Nach dem Weg fragen
(	) Thema : Essen/Trinken
(
) Freies Sprechen zu den Themen Weg und Essen/Trinken
(10) Thema Schriftliche Übungen zu den Themen Weg und Essen/

Trinken
(11) Thema : Ferien
(12) Freies Sprechen zum Thema Ferien
(13) Freies Sprechen zu allen Themen
(14) Prüfung

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Wiederholen Sie bitte, was Sie im 1. Studienjahr gelernt haben.

教科書

Cornelsen-Verlag, Funk/Kuhn : Studio 21. Das Deutschbuch. A1 /
Teilband �

参考書

Wörterbuch Deutsch-Japanisch, Japanisch-Deutsch

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Teilnahme am Unterricht 70%, mündliche Abschlussprüfung 30%

その他

Aktive und regelmäßige Teilnahme sind am wichtigsten.

737_14A24002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅡB 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In diesem Kurs wird Gelerntes angewendet und ausgebaut. Im

Mittelpunkt steht die mündliche Kommunikation. Aber auch die

Kompetenzen Schreiben, Hören und Lesen spielen eine Rolle.

授業内容

(�) Wiederholung

(�) Thema : Kleidung �

(�) Thema : Kleidung �

(�) Freies Sprechen zum Thema Kleidung

(�) Schriftliche Übung zum Thema Kleidung

(�) Thema : Wetter und Klima

(�) Freies Sprechen zu den Themen Wetter und Klima

(	) Schriftliche Übung zu den Themen Wetter und Klima

(
) Thema : Gesundheit

(10) Thema : Körper

(11) Freies Sprechen zu den Themen Körper und Gesundheit

(12) Schriftliche Übung zu den Themen Körper und Gesundheit

(13) Freies Sprechen zu allen Themen

(14) Prüfung

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Wiederholen Sie bitte, was Sie im dritten Semester gelernt haben.

教科書

Cornelsen-Verlag, Funk/Kuhn : Studio 21. Das Deutschbuch. A1 /

Teilband �

参考書

Wörterbuch Deutsch-Japanisch, Japanisch-Deutsch

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Teilnahme am Unterricht 70%, mündliche Abschlussprüfung 30%.

その他

Aktive und regelmäßige Teilnahme sind am wichtigsten.
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738_14A24301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅣA 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

時事的な新聞記事を多数読み、読解力の向上につとめるとともに、

ドイツ語圏に関するアクチュアルな話題について理解を深める。

授業内容

参加者が、ドイツ語圏の主だった新聞のインターネット版から選ん

だ記事を輪読する。

第一回 イントロダクション

第二回〜第十四回 記事の輪読（参加者がみずから興味ある記事を

持ち寄るので、内容は予め決められない）

できるだけ多読したい。

履修上の注意

ジャーナリスティックなドイツ語を相手にするので、時事的な問題

にも関心のある参加者がのぞましい。また、ドイツ語読解力の向上を

こころがけている者に来てほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

最低限、次回読む範囲を全員が読んでおくこと。

教科書

コピーにて配布する。

参考書

特にない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加少数の場合は平常点で評価する。参加多数の場合は、平常点40

点、試験点60点で評価する。

その他

特にない。

739_14A24401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語演習ⅣB 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

時事的な新聞記事を多数読み、読解力の向上につとめるとともに、

ドイツ語圏に関するアクチュアルな話題について理解を深める。

授業内容

参加者が、ドイツ語圏の主だった新聞のインターネット版から記事

を持ち寄り輪読する。

第一回 イントロダクション

第二回〜第十四回 記事の輪読（参加者が関心をもつ記事を持ち

寄るため、内容は未定）

可能の限り多読する。

履修上の注意

ドイツ語読解力の向上を目標にしている学生に来てほしい。また、

ドイツ語圏のアクチュアルな問題に関心がある人に参加してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

最低限、次回読む範囲を読んでおくこと。

教科書

コピーにて配布する。

参考書

特にない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加者が少数なら平常点で評価する。参加多数の場合、平常点40

点、試験点60点で評価する。

その他

特にない。
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740_14F04901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語学概論Ａ 阿 部 一 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語学の基本的な知識を習得し，言語学的視点から言語を分析する手法を身につけ，ドイツ語への理解をより深めるこ
とを目標とします。
ドイツ語学概論Aでは，ドイツ語を人間の言語の一つとして捉え，主に言語学的観点からドイツ語のありようを見ていきま

す。

授業内容

第�回「ドイツ語学とは何か」
ドイツ語学の目的・方法・考え方について概観を得ます。ドイツ語学の背景にある言語学についても触れます。

第�回「ドイツ語について」
ドイツ語学の対象となる「ドイツ語」を人間の言語として位置付け，我々が「ドイツ語」と呼んでいるものは一体何なのかに
ついて考えます。また授業の最後にドイツ語学の下位分野に言及し，春学期の授業の内容について概観を得ます。

第�回「ドイツ語の音�」
ドイツ語の音を，どのように発音するのか，という観点から見ていきます。初級文法の教科書などを参考にしながら，ドイツ
語を実際に発音しながらドイツ語の音への理解を深めます。

第�回「ドイツ語の音�」
ドイツ語が音をどのように整理しているのかについて見ていきます。日本語であれば，音は「五十音」という形で整理されて
います。ではドイツ語はどうなのか・・こんな問題について見ていきます。

第�回「ドイツ語の語の形�」
ドイツ語は豊かな語形変化の体系を備えています。（言い方を変えると，単語の形がコロコロ変わるので難しい，とよく言われ
ます）このドイツ語の文法に応じた語形変化を「体系」という観点から見ていきます。

第�回「ドイツ語の語の形�」
ドイツ語では Handshuh「手袋」はHand「手」とSchuh「靴」という二つの語からなっています。またinteresaant「興味深い」
にun-という接頭辞を付与するとuninteressant「面白味のない」という反義語を作ることができます。このようにドイツ語は既
存の語を用いて別の語を作るご形成の比較的豊かな体系を備えています。ここではこの語形成という観点からドイツ語の語の
形を見ていきます。

第�回「ドイツ語の文の作り方�」
ドイツ語では平叙文は定形（主語が定まっており，そのことが語形に反映されている動詞）を文の第�位において形成しま
す・・というように正しいドイツ語の文を作るためには語順規則に従う必要があります。ここではドイツ語の語順規則につい
て言語学的な観点から概観を得ます。

第	回「ドイツ語の文の作り方�」
前回に引き続き，ドイツ語の語の配列法について見ていきます。ここではドイツ語に特化した，語の配列法の整理の仕方につ
いて学習します。

第
回「ドイツ語における意味�」
独和辞典を見るとドイツ語の単語の意味が日本語で説明してあります。しかし，この「意味」とはそもそも何なのでしょう
か？ここでは「意味の意味」についてドイツ語の事例を見ながら考えていきます。またドイツ語の語彙体系についても見てい
きます。

第10回「ドイツ語における意味�」
前回に引き続き，「ドイツ語における意味」の諸相を具体的に見ていきます。ここでは，ドイツ語の文の意味という問題につい
て見ていきます。

第11回「ドイツ語という言語について」
第�回とは異なる観点で，ドイツ語に関するさまざまな情報を整理して，ドイツ語のことをあまり知らない人にドイツ語のこ
とを自分の言葉で説明せ切るようになることを目指します。

第12回「ドイツ語の歴史」
ドイツ語の歴史について概観を得ます。ドイツ語には日本語の「古文」のような概念はあるのでしょうか？こういった問題に
ついて切り込んでいきます。

第13回「ドイツ語の方言」
授業で習っているドイツ語と，ドイツやオーストリアで話されているドイツ語が全然違う！という声をしばしば耳にします。
これは，ドイツ語には様々な方言があることも一つの原因となっています。ここでは豊かなドイツ語方言についての概観を得
ます。

第14回「ドイツ語とその使用」
ドイツ語を使う，ということがどういうことなのかについて見ていきます。果たして学校でドイツ語を習うだけで，ドイツ語
を使いこなすことができるようになるのでしょうか？なるとしたら，学校におけるドイツ語教育はどのようなことに配慮して
カリキュラム構築や授業設計が行われているのでしょう？逆に使いこなせないとしたら，理想のドイツ語教育とはどのような
ものになるのでしょうか？ドイツ語の使用という問題を，今まさにドイツ語を学んでいる皆さんに引き寄せて考えていきます。

履修上の注意

ドイツ語に対する興味を深めていくつもりで，授業に臨んでください。
毎回の授業で，まず前回授業の要約を含む「ウォーミングアップ・クエスチョン」という課題に取り組んでもらいます。
授業中はワークシートの問題に取り組む形で学習に取り組みます。（ワークシートの解答例は授業中及び，次の回の授業で示
します）
授業後は，�回に�本授業レポートを作成してもらいます。と言っても800字程度の内容理解の程度を把握するための課題で
すので，そんなに大変じゃないと思います。
期末には学期末レポートに取り組んでもらいます。これも1600字以上でテーマに自由度を持たせた課題になります。

ウォーミングアップ・クエスチョン、授業レポート、期末レポートは全てポータルを経由して取り組んでもらったり提出し
てもらったりしますのでご留意ください。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞
事前に配信される授業資料に目を通しておいてください。
また、授業前にウォーミングアップ課題に取り組んでもらいます。

＜復習＞
毎回の授業内容をまとめ、意見や感想を書くリアクションに取り組んでもらいます。授業資料やノートをきちんと見直して取
り組むようにしてください。

＜その他＞
ドイツ語を学習する際に授業内容を思い出してもらったり，何かのおりにボーッと授業内容について思い出してもらったりと，
みなさんの生活に授業内容を結び付けながら授業に取り組んでください。

教科書

プリントもしくは電子的に配布しますので購入の必要はありません。

参考書

・はじめての言語学 (講談社現代新書) (日本語) 新書 ‒黒田 龍之助 (著)
・ドイツ語の構造─現代ドイツ語へのアクセス アンソニー・フォックス著，福本 義憲 訳

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ウォーミング・アップクエスチョン20%，授業レポート30%，期末レポート50%の計100%で評価します。

その他

何か不明なことがあったらメールください。履修前の相談でも構いませんよ。
阿部一哉 kazuya.abe@gmail.com

741_14F05001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語学概論Ｂ 阿 部 一 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語学の基本的な知識を習得し，言語学的視点から言語を分析する手法を身につけ，ドイツ語への理解をより深めるこ
とを目標とします。
ドイツ語学概論Bでは，ドイツ語Aに引き続きドイツ語を人間の言語の一つとして捉え，ドイツ語学における各論を掘り下げ
ます。そのために�回に�本のペースでドイツ語学に関する論文を取り上げて批判的に読み進めていきます。

授業内容

第�回「ドイツ語学の目的�」
第�回「ドイツ語学の目的�」
最初の�回を使ってドイツ語学の目的について論じた次の論文を講読します。
在間進（2006）：「言語使用に基づくドイツ語研究方法論̶言語使用，応用，そして評価̶」in:『語学研究所論集』第11号
（2006), pp. 45-66．東京外国語大学．URL : http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/21960
＝＝＝＝＝
第�回「ドイツ語のカナ発音�」
第�回「ドイツ語のカナ発音�」
ドイツ語の発音を日本語のカナで表す際に生じる問題点を整理することで，ドイツ語の発音についての理解を深めます。�回
の授業で次の論文を講読します。
高橋希衣（2013）：「ドイツ語の音声・音韻とカナ発音の問題点」in:『北海道大学大学院文学研究科 研究論集』第13号（2013),
pp. 181-204 北海道大学大学院文学研究科．URL : https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/54069
＝＝＝＝＝
第�回「名詞句の格変化�」
第�回「名詞句の格変化�」
ドイツ語の変化の歴史を紐解きながら，現代ドイツ語の名詞句の格変化の体系についてに理解を深めます。�回の授業で次の
論文を講読します。
田中雅敏（2019）：「現代ドイツ語のシグナル語尾について」in:『東洋法学』第62号（2013), pp. 407-426．東洋大学法学部．
URL : https://bit.ly/3hRXwzQ
＝＝＝＝＝
第�回「接頭辞動詞�」
第	回「接頭辞動詞�」
現代ドイツ語には分離前つづり，非分離前つづり，分離・非分離の前つづりという三つの前つづりが認められます。このうち
三番目の「分離・非分離の前つづり」は同型の前置詞が存在していて，前置詞との意味的関連性に着目して前つづりの働きが
論じられてきました。�回の授業を使って「分離・非分離の前つづり」が非分離で用いられる場合に関する分析を行う次の研
究を取り上げ，ドイツ語の前つづりについての理解を深めます。
高橋亮介（2003）：「ドイツ語の場所格交替と複合動詞の意味構造」in:『言語情報科学』第�号（2003), pp. 203-216．東京大学
大学院総合文化研究科言語情報科学専攻「言語情報科学」編集委員会 編．URL : https://bit.ly/36151C3
＝＝＝＝＝
第
回「ドイツ語の存在文�」
第10回「ドイツ語の存在文�」
ある場所にある物体が存在していることを表す「存在文」について統語論・意味論の観点から見ていくことで，ドイツ語文に
ついての理解を深めます。�回の授業で次の論文を講読します。
最 上 英 明（1987）：「ド イ ツ 語 の 存 在 文 を め ぐ っ て」in:『独 語 独 文 学 科 年 報』13． S.71-86. URL : https://
eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/25744
＝＝＝＝＝
第11回「ドイツ語の疑問付加語句�」
第12回「ドイツ語の疑問付加語句�」
「〜ですよね」「〜でしょ」といったニュアンスを表す「疑問付加語句」について見ることで，語用論的観点からのドイツ語の
理解を深めます。�回の授業で次の論文を講読します。
木村英莉子（2016）：「疑問付加語句の語用論的考察: 話し言葉のもつ特性を中心に」in:『言語科学論集 = Papers in linguistic
science』22． S.45-65. URL : https://bit.ly/2ZUMaEL
＝＝＝＝＝
第13回「コンピューターを用いたドイツ語研究�」
第14回「コンピューターを用いたドイツ語研究�」
コーパス言語学，テキストマイニングといった方法論について独自教材を用いて紹介します。

履修上の注意

ドイツ語に対する興味を深めていくつもりで，授業に臨んでください。
毎回の授業で，まず前回授業の要約を含む「ウォーミングアップ・クエスチョン」という課題に取り組んでもらいます。
授業中はワークシートの問題に取り組む形で学習に取り組みます。（ワークシートの解答例は授業中及び，次の回の授業で示
します）
授業後は，�回に�本授業レポートを作成してもらいます。と言っても800字程度の内容理解の程度を把握するための課題で
すので，そんなに大変じゃないと思います。
期末には学期末レポートに取り組んでもらいます。これも1600字以上でテーマに自由度を持たせた課題になります。

ウォーミングアップ・クエスチョン、授業レポート、期末レポートは全てポータルを経由して取り組んでもらったり提出し
てもらったりしますのでご留意ください。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞
事前に配信される授業資料に目を通しておいてください。
また、授業前にウォーミングアップ課題に取り組んでもらいます。

＜復習＞
・毎回の授業内容をまとめ、意見や感想を書くリアクションに取り組んでもらいます。授業資料やノートをきちんと見直して
取り組むようにしてください。
・論文を一本読み終えるたびに、授業レポートに取り組んでもらいます。

＜その他＞
ドイツ語を学習する際に授業内容を思い出してもらったり，何かのおりにボーッと授業内容について思い出してもらったりと，
みなさんの生活に授業内容を結び付けながら授業に取り組んでください。

教科書

プリントもしくは電子的に配布しますので購入の必要はありません。

参考書

・関口・初等ドイツ語講座Band � (ISBN: 978-4384004830)
・〃 Band � (978-4384004847)
・〃 Band � (978-4384004854)
・詳解ドイツ語文法 (ISBN: 978-4469213072)
・ドイツ語の構造 (ISBN: 978-4385354446)
・はじめての言語学（ISBN: 978-4061497016）
・機能文法概説─ハリデー理論への誘い (ISBN: 978-4874242100)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ウォーミング・アップクエスチョン20%，授業レポート30%，期末レポート50%の計100%で評価します。

その他

何か不明なことがあったらメールください。履修前の相談でも構いませんよ。
阿部一哉 kazuya.abe@gmail.com
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742_14F06501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語学特殊研究Ａ 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日常言語学派の主張を参照するまでもなく，われわれの言語はふだんの言語生活から
ボトム・アップ的に堆積しいつしか形成されていくものである。本講義では，デジタ
ルコーパス辞典を随時参照し，社会言語学的視座から時事ニュース的事項を含むドイ
ツ語の最前線の表現を挙げつつ，そこから垣間見える社会の変化や文化の実態を照射
することを目指す。並行して，言語研究の基本，具体的にはドイツ語や日本語などの
言語を観察・分析・記述するために必要とされる基礎知識の伝授と方法の概観を行う。
なるべく日独語などの比較対照をしながら具体例に基づく話を心がけ，受講生が言語
分析の手法を確実に身につけられることを到達目標とする。ドイツ文学専攻生はもと
より，言語学・言語研究に関心を持つひとの積極的な参加を期待したい。履修にあた
りドイツ語の知識を持っていることが望ましいが，それを参加の必須条件とはしない。

授業内容

カッコ内に記したのは，具体像を思い浮かべるヒントとしての事例である。

第�回：日常の言い回し(Gesundheit!; Nichts passiert!)
第�回：天気・天候の表現(wetterfühlig ; Was haben Sie vom Wetter bestellt?)
第�回：数字の入った表現(Aller guten Dinge sind zwei/drei ; ein Gesicht machen wie

drei/sieben Tage Regenwetter)
第�回：死をめぐる表現（den Tod finden ; das Zeitliche segnen）
第�回：「逃げる」を表す表現(abhauen, eine Fliege machen)
第�回：身体部位を含む表現（Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht ; aus der Haut

fahren）
第�回：動物を含む表現(sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen ; die Katze

im Sack kaufen)
第	回：地球温暖化に関わる表現(Erderwärmung)
第
回：移 民 社 会 ド イ ツ を 反 映 す る 表 現 (Flüchtlingswelle ; Menschen mit

Migrationshintergrund)
第10回：コロナパンデミックに発する表現(その�)(Hamsterkauf ; Maskenpflicht)
第11回：コロナパンデミックに発する表現(その�)(Endemie)
第12回：ウクライナ危機に関わる表現（その�）(Waffenlieferung)
第13回：ウクライナ危機に関わる表現（その�）(Zeitenwende)
第14回：まとめと展望

履修上の注意

授業の方法について付言すると，担当教員の概説・問題提起を中心として進めること
に加え，参加者とのインタラクション，質疑応答の機会を随時設ける。また，コメン
トペーパーに記入してもらう。以上を踏まえて履修のこと。なお，内容的に関わりの
深いドイツ語学特殊研究Bも合わせて履修することが望ましい。また，全体のイントロ
ダクションを兼ねた第�回目の授業から出席のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

プリントの予習・復習を欠かさないこと。あわせて，授業時に紹介した文献を読み，
関連領域についての知見を深めること。

教科書

とくに指定せず，プリントを配布する。

参考書

言語学の基本図書として以下を挙げておく。講義内容に直接関わるものなど他の文献
は，追って紹介する。

風間喜代三／上野善道／松村一登／町田健『言語学 第�版』（東京大学出版会）2004
佐々木淳一／加藤重広／町田健『言語学入門』（研究社）2004
斎藤純男『言語学入門』（三省堂）2010
高橋留美／大塚みさ／杉本淳子／田中幹大『やさしい言語学』（研究社）2021
田中克彦『ことばとは何か：言語学という冒険』（筑摩書房）2004
西本美彦／河崎靖『ドイツ語学を学ぶ人のための言語学講義』（現代書館）2013
町田健『言語学が好きになる本』（研究社出版）1999

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末にレポートを課す。授業への参加度・貢献度(40%)と学期末レポート(60%)を総
合して評価する。

その他

743_14F06601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語学特殊研究Ｂ 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義のコンセプトは「ことばの発想」，もっと言うと「日本語の発想」「ドイツ語
の発想」である。特有の発想（「表現のかたち」という言い方もできよう）はしばし
ば「翻訳不可能性」（いわゆる「直訳」ができないこと）として意識されることがあ
る。授業では，社会言語学的視座から多くのドイツ語表現および日本語の対応表現
を挙げつつ，そこから垣間見える「ことばの（=ことばという）文化」の実相を照ら
し出すことを目指す。それは，SDGsにも関わる「文化の多様性」を再認識する営為
にも通じよう。授業では並行して，言語研究の基本，具体的にはドイツ語や日本語
などの言語を観察・分析・記述するために必要とされる基礎知識の伝授と方法の概
観を行う。その過程で，受講生が言語分析の手法を確実に身につけられることを到
達目標とする。ドイツ文学専攻生はもとより，言語学・言語研究に関心を持つひと
の積極的な参加を期待したい。履修にあたりドイツ語の知識を持っていることが望
ましいが，それを参加の必須条件とはしない。

授業内容

第�回：イントロダクション：日本語の発想，ドイツ語の発想
第�回：ことばの世界観
第�回：日本語とドイツ語の語構成・造語
第�回：文化の言語学 言語学の文化
第�回：ことばをめぐる比較対照研究の可能性と限界
第�回：日本語とドイツ語の慣用句とことわざ（その�）
第�回：日本語とドイツ語の慣用句とことわざ（その�）
第	回：モード誌のことば
第
回：話しことばと書きことば
第10回：文体論概説
第11回：日本語とドイツ語の俗語（その�）
第12回：日本語とドイツ語の俗語（その�）
第13回：日本語とドイツ語の流行語
第14回：まとめと展望

履修上の注意

授業の方法について付言すると，担当教員の概説・問題提起を中心として進めるこ
とに加え，参加者とのインタラクション，質疑応答の機会を随時設ける。また，コ
メントペーパーに記入してもらう。以上を踏まえて履修のこと。なお，内容的に関
わりの深いドイツ語学特殊研究Aも合わせて履修することが望ましい。また，全体の
イントロダクションを兼ねた第�回目の授業から出席のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

プリントの予習・復習を欠かさないこと。あわせて，授業時に紹介した文献を読み，
関連領域についての知見を深めること。

教科書

とくに指定せず，プリントを配布する。

参考書

ここでは，古典的なものも含め参照しやすいものを紹介する。他は，追って指示す
る。

鈴木孝夫『ことばと文化』（岩波書店）1973
H. ランダー『言語と文化』（大修館書店）1977
唐須教光『文化の言語学』（勁草書房）1988
新田春夫『ドイツ語ことばの小径 言語と文化の日独比較』（大修館書店）1993
氏家洋子『言語文化学の視点 「言わない」社会と言葉の力』（おうふう）1996
中田清一／秋元美晴編『ことばと文化をめぐって 外から見た日本語発見記』（ひつじ
書房）2003
木村健治／金崎春幸編 『言語文化学への招待』（大阪大学出版会）2008
石黒圭『日本語は「空気」が決める 社会言語学入門』（光文社）2013
渡辺学「ドイツ語表現の特性─その「文化性」と「感情的意味」に着目して─」，明
治大学文学部紀要『文芸研究』第148号(2022), �-19頁。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末にレポートを課す。授業への参加度・貢献度(40%)と学期末レポート(60%)を
総合して評価する。

その他
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744_14F65601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語圏の歴史 秋 山 千 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本講義では、ドイツ統一をめぐる問題からドイツ帝国の成立をへて第
一次世界大戦にいたるまでのドイツの歴史を概観します。
最新の研究史をふまえてドイツ国民国家が成立する過程および成立後

の諸問題を検討し、ドイツの歴史をとおして既成概念を再考しながら、
19世紀という時代および国民国家を考えることを目標とします。

授業内容

前半は、時系列的に話を進めますが、後半はテーマを設定して検討す
ることに重点をおきます。
第�回：はじめい─ドイツとは？ドイツ国民とは？
第�回：神聖ローマ帝国からナポレオン時代
第�回：ドイツ連邦
第�回：1848年革命
第�回：ドイツ帝国の成立
第�回：ビスマルク時代
第�回：ヴィルヘルム�世時代
第	回：社会民主党と労働運動
第
回：教育と社会
第10回：帝政期の女性運動
第11回：マイノリティ問題─ポーランド人
第12回：マイノリティ問題─ユダヤ人
第13回：第一次世界大戦
第14回a：まとめ b：試験

履修上の注意

テーマごとに必要なレジュメなどをOh-o!Meijiに提示します。当該授
業時限までに各自ダウロンロード・印刷してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配付したレジュメに目を通し、専門用語などを確認しておいて
ください。レジュメに付した文献を参考にしながら復習してください。
（計�時間）

教科書

特定の教科書は指定しません。

参考書

授業内で随時参考書を紹介します。基本的な文献として以下を挙げま
す。
若尾裕司/井上茂子編著『近代ドイツの歴史』ミネルヴァ書房 2005年。
若尾裕司/井上茂子編著『ドイツ文化史入門─16世紀から現代まで』昭
和堂 2011年。
田野大輔/柳原伸洋編著『教養のドイツ現代史』ミネルヴァ書房 2016年。
大津留厚/水野博子/河野淳/岩崎周一編『ハプスブルク史─歴史のラビ
リンスへの招待』昭和堂 2013年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験（100%）で評価します。

その他

スラヴ語圏の歴史を連続して受講することを望みます。
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745_14F05101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語作文・会話ⅠＡ オルランド， ダビデ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

Students will acquire profound understanding of cross-cultural awareness and increase their
language competence.
They will be able to carry on a basic/intermediate conversation and understand the meaning
of texts containing everyday language or information.

As this is a communicative and student-centered course, students will interact a lot with
classmates in pairwork and group work activities.
The class is almost entirely taught in German.

The content and grade of difficulty of the program may change depending on the general
level of the course.

授業内容

第�回：Review focussing on self-introduction
第�回：Chapter �: Traveling. Where to go?
第�回：Chapter �: Traveling. What is allowed, what not?
第�回：Chapter �: Traveling. Pros and cons.
第�回：Chapter �: In the City. Reading the map.
第�回：Chapter �: Test Chapter 1. In the City. Berlin.
第�回：Chapter �: In the City. Public transportation in Germany.
第	回：Chapter �: City or Countryside? Introduction text.
第
回：Chapter �: City or Countryside? Pros and Cons.
第10回：Chapter �: Test Chapter 1. The German Universities. Reading text.
第11回：Chapter �: Sport, healt and leisure time.About sport activities.
第12回：Chapter �: Sport, health and leisure time. Health issues.
第13回：Chapter �: Sport, health and leisure time. Leisure time and weather.
第14回：Chapter �: Test Chapter 1. Grammar review / Reading various chats
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Review : Students are required to read and understand articles distributed for the coming
lesson. Furthermore, students have to review the contents of the lesson by learning the main
vocabulary, creating an overview of the contents and revising the main grammar points
before each class.

定期的に宿題をこなし、積極的に授業に参加するようにしてください。

教科書

Not all exercises of the book will be done. The sessions may contain materials from other
textbooks. This material will cover the same topics and focussing on pros and cons aspects.

Start frei! �
Mieko Fujuwara 著/ Yuko Motokawa 著 /Yukihiro Nomura 著 /Carsten Waychert 著

判型 B5判／並製
ページ数 132ページ カラー
課数 全	課
定価 �,860円（本体�,600円＋税）
ISBN 978-�-384-13096-� C1084
発行日 2019/02/20

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Feedback will provide to the individual needs of the student. Students can contactme bymore
than one method̶ via a personal eMail address, the main Meiji address, online or after the
lessons. If they would like more in-depth feedback or want to discuss their performance, also
a short Zoom session can be provided.

Explanations for correct and incorrect responses will be given at computer-generated
feedback.When web-based practice exercises and quizzes will be given, automated marking
for students will give them the possibility to self-assess their understanding.

成績評価の方法

Students are evaluated on the basis of their interaction contributions (15 percent), class
participation (20), and the three written or speaking tests (45 percent) which will be
throughout the semester. All tests will focus on the most recently covered material.

Presence will evaluated with 20 percent. Unexcused absences affect students' grades. Too
many unexcused absences will lead to a fail.

その他

Students can contact the teacher viaMail any time. Also a personal ZoomMeeting is possible
if required.

746_14F05201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語作文・会話ⅠＢ オルランド， ダビデ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

This course is the follow up of the summer semester course using Start frei! 2. In particular,
learners will learn and deepen the (sentence) structures used in language acts. Grammatical
structures are therefore linked to situations. They will acquire profound understanding of cross-
cultural awareness.
Not all exercises of the book will be done. The sessions may contain materials from other
textbooks. This material will cover the same topics and focussing on pros and cons aspects.

The contents of the lesson can change regarding participants interests and skills.

「春学期成績評価方法の変更」

授業内容

第�回：Review focussing on themes from spring semester
第�回：Chapter �: School system and higher education. About jobs.
第�回：Chapter �: School system and higher education. Education in Germany.
第�回：Chapter �: School system and higher education. Education in Germany.
第�回：Chapter �: School system and higher education.Working or University? Pros and cons.
第�回：Chapter �: The Dual System in Germany. Reading text.
第�回：Test of Chapter 5. Chapter �: Services. How to book?
第	回：Chapter �: Not being satisfied with something.
第
回：Chapter �: Delivery services. Pros and Cons.
第10回：Chapter �: Students and their jobs. Reading text
第11回：Test of Chapter 6. Chapter �: Partys and Celebrations. Various festivals.
第12回：Chapter �: Partys and Celebrations. To dress up for a party.
第13回：Chapter �: Partys and Celebrations. Religious partys.
第14回：Test of Chapter 7. Consumer mania. Pros and cons
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

The topics of the classeswill be tailored to the participants' German language skills and interests.
Since the class will be primarily communicative, there will be a lot of small group work.

Necessary prerequisite is the knowledge of basic German and the clear focus on studying
German.

準備学習（予習・復習等）の内容

Review : Students are required to read and understand articles distributed for the coming lesson.
Furthermore, students have to review the contents of the lesson by learning the main
vocabulary, creating an overview of the contents and revising the main grammar points before
each class.

Be sure to do your homework regularly and participate actively in class.

定期的に宿題をこなし、積極的に授業に参加するようにしてください。

教科書

Not all exercises of the book will be done. The sessions may contain materials from other
textbooks. This material will cover the same topics and focussing on pros and cons aspects.

Start frei! �
Mieko Fujuwara 著/ Yuko Motokawa 著 /Yukihiro Nomura 著 /Carsten Waychert 著

判型 B5判／並製
ページ数 132ページ カラー
課数 全	課
定価 �,860円（本体�,600円＋税）
ISBN 978-�-384-13096-� C1084
発行日 2019/02/20

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Feedback will provide to the individual needs of the student. Students can contact me by more
than one method ̶ via a personal eMail address, the main Meiji address, online or after the
lessons. If they would like more in-depth feedback or want to discuss their performance, also a
short Zoom session can be provided.

Explanations for correct and incorrect responses will be given at computer-generated feedback.
When web-based practice exercises and quizzes will be given, automated marking for students
will give them the possibility to self-assess their understanding.

成績評価の方法

Students are evaluated on the basis of their interaction contributions (15 percent), class
participation (20), and the three written or speaking tests (45 percent) which will be throughout
the semester. All tests will focus on the most recently covered material.

Presence will evaluated with 20 percent. Unexcused absences affect students' grades. Too many
unexcused absences will lead to a fail.

その他

Students can contact the teacher via Mail any time. Also a personal Zoom Meeting is possible if
required.
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747_14F05301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語作文・会話ⅡＡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

In diesem Kurs wird Gelerntes wiederholt und ausgebaut. Im
Mittelpunkt steht die Kommunikation.
Lese- und Schreibkompetenz und mündlicher Ausdruck werden
ausgebaut. Verschiedene Textarten
spielen eine Rolle. Die Themen können an
das Interesse der Teilnehmer angepasst werden.

授業内容

(�) Wiederholung
(�) Thema : Sprachen
(�) Lese- und Hörtext zum Thema
(�) Freies Sprechen zum Thema
(�) Thema : Familie und Freunde
(�) Lese- und Hörtexte zum Thema
(�) Freies Sprechen zum Thema
(	) Thema : Freizeit und Hobby
(
) Lese- und Hörtexte zum Thema
(10) Freies Sprechen zum Thema
(11) Schreiben : Freie Meinungsäußerung zum Thema Familie/

Freunde oder Freizeit/Hobby
(12) Wiederholung zu allen Themen
(13) Freies Gespräch zu allen Themen
(14) Mündliche Prüfung in einer Gruppe

履修上の注意

Im ersten Unterricht werden wir den Kurs besprechen. Bitte äußern
Sie Ihre Wünsche.

準備学習（予習・復習等）の内容

Bitte wiederholen Sie, was Sie schon gelernt haben.

教科書

Cornelsen, Funk/Kuhn : Studio21. Das Deutschbuch. A2, Teilband �

参考書

Wörterbuch Deutsch-Japanisch, Japanisch-Deutsch

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Die Teilnahme ist wichtig (50%), ein Aufsatz (25%) und eine kleine
mündliche Prüfung in der
Gruppe (25%).

その他

Wichtig ist regelmäßige und aktive Teilnahme.

748_14F05401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語作文・会話ⅡＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

In diesem Kurs wird Gelerntes angewendet und ausgebaut. Lese- und
Hörkompetenz soll verbessert werden. Aber auch das Sprechen und
Schreiben soll geübt werden.

授業内容

(�) Wiederholung
(�) Thema : Freizeit/Hobby
(�) Lese- und Hörtext zum Thema
(�) Freies Sprechen zum Thema
(�) Thema : Medien
(�) Lese- und Hörtext zum Thema
(�) Freies Sprechen zum Thema
(	) Schreiben : Meinungsäußerung zu den Themen : Freizeit/

Hobby und Medien
(
) Thema : Ausgehen/Kino/Theater/Museum
(10) Lese- und Hörtext zum Thema
(11) Freies Sprechen zum Thema
(12) Schreiben : Bericht über den Besuch eines Films, eines

Museums etc.
(13) Freies Gespräch in der Gruppe zu allen Themen
(14) Mündliche Prüfung in der Gruppe

履修上の注意

Im ersten Unterricht sprechen wir über den Kurs. Bitte äußern Sie Ihre
Wünsche.

準備学習（予習・復習等）の内容

Bitte wiederholen Sie, was Sie schon gelernt haben.

教科書

Cornelsen, Funke/Kuhn : Studio 21. Das Deutschbuch A2/ Teilband 1.

参考書

Wörterbuch Deutsch-Japanisch, Japanisch-Deutsch

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Teilnahme ist am wichtigsten (50%), ein kleiner Aufsatz (25%) und
eine mündliche Prüfung in der Gruppe (25%).

その他

Regelmäßige und aktive Teilnahme ist am wichtigsten.
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749_14F05501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語表現法Ａ 時 田 伊津子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

場面に応じたドイツ語の表現を学び、実際に口頭や筆記で使えるよう
にする。また、会話や作文の能力の向上のために、既習のドイツ語文
法の内容を振り返り、様々なテーマの聞き取り練習や語彙練習、関連
テキストなどにも取り組む。
適切なドイツ語表現を用いて自分の考えや気持ちを言い表す力、書き
表す力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：A. 計画を立てる 1. 提案の表現
第�回：2. 会話を進める表現：テーマに合った質問
第�回：2. 会話を進める表現：会話を円滑に進める表現
第�回：3. 実践：会話をして計画を立てる
第�回：B. メールを書く 1. メールの形式
第�回：2. 理由や提案を表す表現
第	回：3. 実践：テーマに合ったメールを書く
第
回：4. 関連語彙を増やす
第10回：C. 簡単なプレゼンテーション 1. 構成と準備
第11回：2. プレゼンテーションで使う表現
第12回：3. プレゼンテーションの実践
第13回：4. 感想と質問を述べる表現
第14回：a. 試験、b. 正答解説

履修上の注意

初級ドイツ語文法の教科書（参考書）、独和辞典を持参すること。準
備学習で和独辞典も使用できるよう準備しておくこと。詳細について
説明するので、初回の授業にも参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として指定した課題に取り組み、授業で扱った表現を復習してお
くこと。いずれも疑問点や質問を明確にしておくこと。

教科書

プリントを使用する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

全体的なフィードバックは授業中に行ない、個別の添削結果は授業中
もしくはOh-o! Meijiシステムを利用して返却する。

成績評価の方法

授業への参加度、授業時の発表等の平常点と期末テストを総合して評
価する（平常点40％、期末テスト60％）。

その他

予習、復習などの課題には忘れずに取り組み、積極的な姿勢で授業に
臨んで下さい。

750_14F05601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語表現法Ｂ 時 田 伊津子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

場面に応じたドイツ語の表現を学び、実際に口頭や筆記で使えるよう
にする。また、会話や作文の能力の向上のために、既習のドイツ語文
法の内容を振り返り、様々なテーマの聞き取り練習や語彙練習、関連
テキストなどにも取り組む。
適切なドイツ語表現を用いて自分の考えや気持ちを言い表す力、書き
表す力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：A. 意見を書く 1. 長所と短所の表現
第�回：2. 意見を表す表現
第�回：3. 実践：まとまった文章を書く
第�回：B. メールを書く 1. メールの形式
第�回：2. 謝罪の表現
第�回：3. 実践：テーマに合ったメールを書く
第	回：4. 関連語彙を増やす
第
回：C. テーマについて発表する 1. 内容の組み立て
第10回：2. 導入の表現
第11回：3. 理由、例示、問題点や意見を表す表現
第12回：4. 結語と質問の表現
第13回：5. 関連語彙を増やす
第14回：a. 試験、b. 正答解説

履修上の注意

初級ドイツ語文法の教科書（参考書）、独和辞典を持参すること。準
備学習で和独辞典も使用できるよう準備しておくこと。詳細について
説明するので、初回の授業にも参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として指定した課題に取り組み、授業で扱った表現を復習してお
くこと。いずれも疑問点や質問を明確にしておくこと。

教科書

プリントを使用する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

全体的なフィードバックは授業中に行ない、個別の添削結果は授業中
もしくはOh-o! Meijiシステムを利用して返却する。

成績評価の方法

授業への参加度、授業時の発表等の平常点と期末テストを総合して評
価する（平常点40％、期末テスト60％）。

その他

予習、復習などの課題には忘れずに取り組み、積極的な姿勢で授業に
臨んで下さい。
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751_14A22102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ作家作品研究Ａ 久 保 哲 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ゲーテの長篇小説『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』から、不

思議少女ミニョンが登場する場面を抜粋し、原文で読む。

ドイツ語を正確に読む訓練とともに、この作品の内容（ミニョンとい

う人物像、主人公ヴィルヘルムや竪琴弾きの老人との関係など）につ

いて自分の頭で考え、その考えを自分の言葉で表現することが授業の

目標である。

授業内容

最初の�回程度は担当教員による講義。それ以降は担当者を決めてテ

クストの輪読を行い、内容について議論する。

履修上の注意

ドイツ語の基礎的な文法を習得していることが履修の前提となる。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回の授業で扱う内容について十分に予習しておくこと。少なくと

も、辞書を綿密に引き、語学上の疑問点を明らかにしておくこと。

教科書

テキストはハンブルク版ゲーテ全集第�巻を用い、プリントを配布す

る。

参考書

入手しやすい翻訳：

「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」ゲーテ著、前田敬作／今村

孝訳、『ゲーテ全集 � 新装普及版』（潮出版社）所収

『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代（上）（中）（下）』ゲーテ著、

山崎章甫訳（岩波文庫）

その他の参考書は授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーでの質問に対しては、次回の授業で回答する。

学期末のレポートに対するコメントは、Oh-o! Meijiを使って伝える。

成績評価の方法

授業への参加度50％、学期末のレポート50％。

その他

752_14A22202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ作家作品研究Ｂ 久 保 哲 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

春学期の「ドイツ作家作品研究A」に引き続き、ゲーテの長篇小説

『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』から、不思議少女ミニョン

が登場する場面を抜粋し、原文で読む。

ドイツ語を正確に読む訓練とともに、この作品の内容（ミニョンとい

う人物像、主人公ヴィルヘルムや竪琴弾きの老人との関係など）につ

いて自分の頭で考え、その考えを自分の言葉で表現することが授業の

目標である。

授業内容

最初の�回程度は担当教員による講義。それ以降は担当者を決めてテ

クストの輪読を行い、内容について議論する。

履修上の注意

ドイツ語の基礎的な文法を習得していることが履修の前提となる。

春学期の「ドイツ作家作品研究A」を履修せず、今学期からの参加で

もとくに不都合はないと思うが、春学期にやったところを自分で読ん

でおいてほしい（翻訳でもかまわない）。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回の授業で扱う内容について十分に予習しておくこと。少なくと

も、辞書を綿密に引き、語学上の疑問点を明らかにしておくこと。

教科書

テキストはハンブルク版ゲーテ全集第�巻を用い、プリントを配布す

る。春学期の「ドイツ作家作品研究A」からの継続。

参考書

入手しやすい翻訳：

「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」ゲーテ著、前田敬作／今村

孝訳、『ゲーテ全集 � 新装普及版』（潮出版社）所収

『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代（上）（中）（下）』ゲーテ著、

山崎章甫訳（岩波文庫）

その他の参考書は授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーでの質問に対しては、次回の授業で回答する。

学期末のレポートに対するコメントは、Oh-o! Meijiを使って伝える。

成績評価の方法

授業への参加度50％、学期末のレポート50％。

その他
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753_14A22101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ作家作品研究Ａ 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ドイツ文学史上、ゲーテと並び称されることの多いフリードリ

ヒ・シラーの三部構成の戯曲『ヴァレンシュタイン』を精読しなが

ら、本編の登場人物の人間性について考察を深め、シラーの思考の理

解に努める。

授業内容

作品の第一部と第二部を対象とする。授業は原則として作品の日本

語訳を底本として進める。毎回議論する範囲を限定し、最後に質疑応

答を踏まえてレポートにまとめていただく。授業は以下の通りであ

る。

第一回 イントロダクション

第二回 〜 第十三回 第一部『ヴァレンシュタインの陣営』および

第二部『ピコローミニ父子』を12のパートに分けて、各回参加者全員

にコメントを求め対話をおこなう

第十四回 レポート提出

履修上の注意

積極的な質疑応答が望まれます。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回該当する箇所を丹念に読み考えておく。

教科書

シラー作『ヴァレンシュタイン』（浜川祥枝訳）岩波文庫、800円＋

税

参考書

シラーは研究書も翻訳もかなり多いので、適宜それらを参考にして

欲しい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

100点満点を平常点および小レポート�回で50パーセントおよび期末

レポート50パーセントで算出する。平常点および小レポート�回と

は、毎回求められる質疑応答・コメントの実行の有無と�回提出して

もらう800字程度の小レポートの提出の有無を問うものである。期末

レポートは配点50点で、与えられたテーマについて2000字程度で論ず

るものであり、最終授業回に提出してもらう。

その他

特にない。

754_14A22201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ作家作品研究Ｂ 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

フリードリヒ・シラーの三部作の戯曲『ヴァレンシュタイン』を精

読し、登場人物の人間性を丹念に読み解き、シラーの思考について理

解を深める。

授業内容

今学期の対象は『ヴァレンシュタイン』の第三部である。授業は、

春学期と同じ方法で以下のようにおこなう。

第一回 イントロダクション

第二回 〜 第十三回 第三部『ヴァレンシュタインの死』を12の

パートに分け、各回対象となる部分を読んでの参加者によるコメント

と質

疑応答

第十四回 まとめとレポート提出

履修上の注意

各回該当す箇所を必ずよく読んで考えておくこと。積極的にコメン

トと質疑応答に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回読むことになっている該当箇所を丹念に読んで、特に登場人物

の人間性についてよく考えておくこと。

教科書

シラー作『ヴァレンシュタイン』（浜川祥枝訳）岩波文庫、800円＋

税

参考書

シラーについての多くの研究文献や作品の翻訳

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

100点満点を平常点および小レポート�回で50パーセントおよび期末

レポート50パーセントで算出する。平常点および小レポート�回と

は、毎回求められる質疑応答・コメントの実行の有無と�回提出して

もらう800字程度の小レポートの提出の有無を問うものである。期末

レポートは配点50点で、与えられたテーマについて2000字程度で論ず

るものであり、最終授業回に提出してもらう。

その他

特にない。
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755_14F06101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ社会誌研究Ａ 相 原 剣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
ドイツ及びオーストリアの同時代文化を一つの軸として、狭義の「社会史研究」の枠組を踏まえつつ
も、それを越えた思考を不断に巡らす試みです。
音楽と映画を中心に、アートやファッション、スポーツ、アニメ、ゲーム、演劇、建築、思想等、諸
領域に自由に逸脱しながら、自明とされる文化領域・学問領域を批判的に再検証していきます。主に
映像・音楽等の視聴によってこの体験は行われますが、関連資料の分析とのリンケージによって一層
立体的で自由な空間を創り出していきたいと思います。「同時代の事象・文化」をテーマとしますが、
それは当然のごとく過去や未来と隔絶したものではあり得ません。授業は、歴史的なテキストとアク
チュアルな文化事象の相互連関を模索する構造をとります。

【到達目標】
「当該文化や歴史の知識」といった予め保証された「解答」ではなく、「不断に思考する想像力」を
養っていきましょう。
まずはドイツをはじめとするヨーロッパの同時代文化を、受講する皆さんの興味ある様々な分野との
相互の「越境」を意識しながら「体験」していきます。これは単に様々な事象を恣意的につまみ食い
するといった事を意味しません。様々な領域に関する膨大なる関連事項をひとつひとつ丁寧に体験し
ていく事で、我々の目的である社会・文化領域への複眼的な思考は一層豊になると考えます。
メジャーだ、マイナーだ、古典だ、前衛だ、ロックだ、ロックじゃない、アンダーグラウンドだ、セ
ルアウトだ、カルトだ、アヴァンギャルドだ、陳腐だ、難解だ、子供っぽい、怖い、カワイイ、楽し
い、興味がある、苦手だ、興味がない、好き、嫌いといった自らの事前のカテゴライズを一旦捨て去
る勇気を持ち、あらゆる歴史・文化事象に思考を巡らせ、発信していくことを目的とします。

授業内容

第�回 内容説明と予告提示及びイントロダクション
第�回 方法論と具体的試みの例示（以下、予想されるキーワードと共に）
第�回 音楽と香り 〜社会史研究の始まり、アナール学派の顰みに倣って
第�回 モンスーンを越えて 〜ドイツと日本
第�回 ヨーロッパのなかのドイツ 〜ESCを手掛かりに
第�回 クラフトワークが予見する未来 〜原子力とポスト・テクノ［ロジー］
第�回 環境問題とロック 〜エネルギー政策の隘路にて
第	回 音楽とSNS 〜拡散するポップカルチャー
第
回 文学とロック 〜カフカとインディーロック、ゲーテとブレヒトとラムシュタイン
第10回 Heroes 〜デヴィッド・ボウイとベルリンの壁
第11回 Don't stop the rock! 〜コロナ禍に於けるポップカルチャー
第12回 Die Welt kann mich nicht mehr verstehen 〜ハンブルク派とD-POPの奇跡
第13回 Verschwende deine Jugend! 〜ジャーマン・プログレとNDW
第14回 a:講義とまとめ、b:試験

※受講する皆さん一人一人の興味とシーンの動向によって、このシラバスが書かれた時点では想像も
出来ない内容になる事を期待しています。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

この科目を履修する場合には、併せて「ドイツ社会誌研究Ｂ」（秋）も履修することが望ましいです。
音楽その他についての事前知識は特に必要ありません。対象を棚上げすることなく、好奇心と想像力
をもって思考し、発信し続ける事を厭わない勇気ある方々との一年間を楽しみにしています。まず
は、授業開始時のイントロダクション及び初回授業にご出席ください。詳しい説明を行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

【準備学習の内容】
様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」を
しましょう。
事前配布の関連テキスト把握。

【復習すべき内容】
関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。それは出来るだけ自由に、そして
際限なく行われるべきかと存じます。

教科書

必要に応じてプリント等を配布します。特に教科書は使用しません。

参考書

特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に随時、個別の講評及び各自の発信の共有を行います。Oh-o! Meijiシステムを利用しての
補足等も行います。最終授業日には全体講評及び個別講評も行います。

成績評価の方法

平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信、他者の思考のフィー
ドバック）80％、試験・課題20％

その他

みなさま、よろしくお願いします。

756_14F06201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ社会誌研究Ｂ 相 原 剣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
ドイツ及びオーストリアの同時代文化を一つの軸として、狭義の「社会史研究」の枠組を踏まえつつ
も、それを越えた思考を不断に巡らす試みです。
音楽と映画を中心に、アートやファッション、スポーツ、アニメ、ゲーム、演劇、建築、思想等、諸
領域に自由に逸脱しながら、自明とされる文化領域・学問領域を批判的に再検証していきます。主に
映像・音楽等の視聴によってこの体験は行われますが、関連資料の分析とのリンケージによって一層
立体的で自由な空間を創り出していきたいと思います。「同時代の事象・文化」をテーマとしますが、
それは当然のごとく過去や未来と隔絶したものではあり得ません。授業は、歴史的なテキストとアク
チュアルな文化事象の相互連関を模索する構造をとります。

【到達目標】
「当該文化や歴史の知識」といった予め保証された「解答」ではなく、「不断に思考する想像力」を
養っていきましょう。ドイツ社会誌研究Ａの成果を引き継ぎ、更なる深化を試みます。
例えばラムシュタインというドイツのバンドの音楽について考えるということは、ただドイツ語圏の
音楽シーンに注力すれば事足りるものではありません。その影響関係は当然、所謂「ドイツ」などと
いう枠組みに留まるものではないし、歴史・思想への考察も必要となるでしょう。
ドイツの映画監督であるヴィム・ヴェンダースの映画を考える為には、当然そこで扱われる様々な国
や時代の文化にむかいあう必要があると思います。ヴェンダースの映画ひとつとっても、キューバ音
楽やブルース、アイルランドのU2、アメリカのルーツ・ミュージックを探求するライ・クーダー、ド
イツの方言ロック、小津安二郎やヨウジヤマモトまで、多種多様な文化への視点が必要になると思い
ます。もちろん、ピナ・バウシュも。そうすれば「必然的」に、ブラジルのカエターノ・ヴェロー
ゾ、スペインのペドロ・アルモドバルに出会うことになるでしょう。

授業内容

第�回 内容説明と予告提示及びイントロダクション
第�回 方法論と具体的試みの例示（以下、予想されるキーワードと共に）
第�回 Babylon Berlin 〜狂躁と類廃の20年代
第�回 愛は罪になるの？ 〜LGBTQとポップカルチャー
第�回 Sind Nazis Pop? 〜ヒトラー・キッチュとホロコーストの表象
第�回 再開発／崩壊する新建築 〜ベルリンの過去と現在、そして未来
第�回 勝てばドイツ人、負ければ移民 〜ドイツとトルコ
第	回 多文化主義は失敗した？ 〜多様なルーツを巡って
第
回 オーストリアの古典と前衛 〜古典派と分離派と音響派、アクショニズム
第10回 アートと音楽 〜リヒター、ティルマンス、アンネ・イムホフ
第11回 クリスマスって何？ 〜Was ist Weihnachten? − Das ist Weihnachten.
第12回 Futur Drei 〜未来は私たちのもの、ダイバーシティとインクルージョン
第13回 Gib mir den letzten Abschiedskuss 〜ラストコンサート
第14回 a:講義とまとめ、b:試験

※受講する皆さん一人一人の興味とシーンの動向によって、このシラバスが書かれた時点では想像も
出来ない内容になる事を期待しています。

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

この科目を履修する場合には、併せて「ドイツ社会誌研究Ａ」（春）も履修することが望ましいです。
音楽その他についての事前知識は特に必要ありません。対象を棚上げすることなく、好奇心と想像力
をもって思考し、発信し続ける事を厭わない勇気ある方々との一年間を楽しみにしています。まず
は、授業開始時のイントロダクション及び初回授業にご出席ください。詳しい説明を行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

【準備学習の内容】
様々な分野に日々関心を持ち、分からないことを恐れず、分からない事柄があれば、まず「検索」を
しましょう。
事前配布の関連テキスト把握。

【復習すべき内容】
関連の文化事象について、さらに興味の幅を広げていきましょう。それは出来るだけ自由に、そして
際限なく行われるべきかと存じます。

教科書

必要に応じてプリント等を配布します。特に教科書は使用しません。

参考書

特に定めません。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に随時、個別の講評及び各自の発信の共有を行います。Oh-o! Meijiシステムを利用しての
補足等も行います。最終授業日には全体講評及び個別講評も行います。

成績評価の方法

平常点・授業内の取り組み（個別の事象に対する自らの思考の積み重ねと発信、他者の思考のフィー
ドバック）80％、試験・課題20％

その他

みなさま、よろしくお願いします。
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757_14A22702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文化演習Ａ 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】 ＜想起の文化 Erinnerungskultur＞から見る戦後ドイツ

ナチスドイツによるユダヤ人絶滅政策により、ホロコーストという未曽有の惨事をドイツは起こ
してしまった。では戦後、ドイツ国民はその事実にどう向き合ったのだろうか。その反省と取り組
みは、一般に「過去の克服」という総称で知られている。

そうした真摯な取り組みの中で、過去の出来事を忘れないための「記念碑」の建立や「記念式
典」などは、特に「想起の文化」と呼ばれる。ベルリンの中心地に2500以上の石碑が並ぶ「虐殺さ
れたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑」はその代表的な例である。こうした記念碑は、ドイ
ツ、オーストリア、ポーランドのみならず、フランス、オランダ、ラトビア、ひいてはアメリカ、
イスラエルにも多く存在している。

日本人からすると、そうした記念碑を建立することに反対意見があるわけないと思うかもしれな
いが、それは「どのような形で記憶するか」という国家としての集合的記憶の問題と関わるため、
毎回激しい議論が交わされ、オブジェの形も、単一のオブジェから、犠牲者ひとりひとりの名前を
刻むもの、鑑賞者が体感できるようなものなど、議論の深まりとともに様々な形に変化していっ
た。インターネット技術の発展に伴い、強制収容所を実際に歩いているように感じられる動画、ア
プリまで存在する。

本演習では、全世界にある＜想起の文化＞を取り上げ、その設立の経緯、意義、効果などを調
べ、発表することを通して、戦後ドイツがナチズムの過去とどう向き合ってきたのか、を考えてゆ
きたい。

大きなテーマは春学期、秋学期で共通するが、春学期はドイツ、オーストリア、ポーランドなど
の代表的なものを扱い、秋学期は、インターネット空間、あるいはヨーロッパ以外、そして日本に
おける＜想起の文化＞へと範囲を拡大してゆく予定である。

授業内容

第�回 ：イントロダクション（＜想起の文化＞とは）と進め方について
第�回 ：＜想起の文化＞の経緯についてのレクチャー（�）
第�回 ： 〃 （�）
第�回 ：図書館での文献調査法指導（�）
第�回 〃 （�）
第�回 ： 資料読解（�）
第�回 ： 〃（�）
第	回 ： プレゼンテーションに向けた立案作業
第
回 ： プレゼンテーション準備
第10回 ： 〃
第11回：発表（�）
第12回：発表（�）
第13回：発表（�）
第14回a：全体での春学期の振り返りのディスカッション

b：感想レポートを書いて提出

履修上の注意

春学期と秋学期の両方を履修することが望ましい。
学期ごとに一度は発表を行ってもらう。個人となるか、グループとなるかは履修者数に応じて検討
する。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表のためには個人での資料集め、資料読解、プレゼンテーションの作成などが必要となる。その
ために必要な作業時間は確保すること。

教科書

特に定めない。
資料はプリントで適宜配布する。

参考書

アライダ・アスマン（安川晴基訳）：想起の文化−忘却から対話へ（岩波書店）2019
石田勇二：過去の克服−ヒトラー後のドイツ（白水社）2014

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業への参加度、貢献度から判断）40％、プレゼンテーション50％、最終回に提出しても
らう感想レポートから判断する理解度、習熟度10％で評価する。

その他

758_14A22902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文化演習Ｂ 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】 ＜想起の文化 Erinnerungskultur＞から見る戦後ドイツ

ナチスドイツによるユダヤ人絶滅政策により、ホロコーストという未曽有の惨事をドイツは起こ
してしまった。では戦後、ドイツ国民はその事実にどう向き合ったのだろうか。その反省と取り組
みは、一般に「過去の克服」という総称で知られている。

そうした真摯な取り組みの中で、過去の出来事を忘れないための「記念碑」の建立や「記念式
典」などは、特に「想起の文化」と呼ばれる。ベルリンの中心地に2500以上の石碑が並ぶ「虐殺さ
れたヨーロッパのユダヤ人のための記念碑」はその代表的な例である。こうした記念碑は、ドイ
ツ、オーストリア、ポーランドのみならず、フランス、オランダ、ラトビア、ひいてはアメリカ、
イスラエルにも多く存在している。

日本人からすると、そうした記念碑を建立することに反対意見があるわけないと思うかもしれな
いが、それは「どのような形で記憶するか」という国家としての集合的記憶の問題と関わるため、
毎回激しい議論が交わされ、オブジェの形も、単一のオブジェから、犠牲者ひとりひとりの名前を
刻むもの、鑑賞者が体感できるようなものなど、議論の深まりとともに様々な形に変化していっ
た。インターネット技術の発展に伴い、強制収容所を実際に歩いているように感じられる動画、ア
プリまで存在する。

本演習では、全世界にある＜想起の文化＞を取り上げ、その設立の経緯、意義、効果などを調
べ、発表することを通して、戦後ドイツがナチズムの過去とどう向き合ってきたのか、を考えてゆ
きたい。

大きなテーマは春学期、秋学期で共通するが、春学期はドイツ、オーストリア、ポーランドなど
の代表的なものを扱い、秋学期は、インターネット空間、あるいはヨーロッパ以外、そして日本に
おける＜想起の文化＞へと範囲を拡大してゆく予定である。

授業内容

第�回 ：イントロダクション（＜想起の文化＞とは）と進め方について
第�回 ：＜想起の文化＞の経緯についてのレクチャー（�）
第�回 ： 〃 （�）
第�回 ：図書館での文献調査法指導（�）
第�回 〃 （�）
第�回 ： 資料読解（�）
第�回 ： 〃（�）
第	回 ： プレゼンテーションに向けた立案作業
第
回 ： プレゼンテーション準備
第10回 ： 〃
第11回：発表（�）
第12回：発表（�）
第13回：発表（�）
第14回a：全体での春学期の振り返りのディスカッション

b：感想レポートを書いて提出

履修上の注意

春学期と秋学期の両方を履修することが望ましい。
学期ごとに一度は発表を行ってもらう。個人となるか、グループとなるかは履修者数に応じて検討
する。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表のためには個人での資料集め、資料読解、プレゼンテーションの作成などが必要となる。その
ために必要な作業時間は確保すること。

教科書

特に定めない。
資料はプリントで適宜配布する。

参考書

アライダ・アスマン（安川晴基訳）：想起の文化−忘却から対話へ（岩波書店）2019
石田勇二：過去の克服−ヒトラー後のドイツ（白水社）2014

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業への参加度、貢献度から判断）40％、プレゼンテーション50％、最終回に提出しても
らう感想レポートから判断する理解度、習熟度10％で評価する。

その他
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759_14A22701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文化演習Ａ 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本語にもドイツ語にもグループ語というものが存在する。これにはごく
少数の人々(peer-group)にしか通じず外部には漏れないようにするための
「隠語」も含まれる。「俗語」の一部はこの隠語に由来するものである。ま
た，「俗語」といわゆる「日常語」「通用語（Umgangssprache)」の境界は
往々にして曖昧でもある。この授業では，若者語・学生語（キャンパス用
語）に焦点を当て，日独語におけるその歴史を端緒的に概観したのち，現
代におけるその変容の姿を追究し，SNSなどのデジタルニューメディアに
も注意を払いつつ「ことばと社会」の関係をグループ語の視座から理解す
る力の錬成を目指す。その際「文体」の諸問題にも注意を向けていく。必
要な概念や方法，ドイツ語の現況について適宜授業教員による概説を加え
ながら，テキスト講読から始めて徐々に受講者の小発表やディスカッショ
ンを取り入れていく。
ドイツ語学，言語学のテキストに親しみ，その概念や方法・視点を少しず
つ身につけることが到達目標である。

授業内容

一回の授業を前半と後半に分ける。
前半では，教員による基本概念等の概説を行う。
後半では，関連するテキストの読解を行う。精読しながら，言語学のアプ
ローチに慣れていく。テキストは，履修者の関心も考慮して選ぶ。

第�回：イントロダクション
第�回̶第�回：日独若者語の歴史についての概説とテキスト講読
第�回̶第	回：語彙を中心とする日独若者語の現況概説とテキスト講読
第
回̶第12回：メディアに焦点を当てた日独若者語の現況概説とテキス
ト講読
第13回：ディスカッションと質疑応答
第14回：全体のふりかえり

履修上の注意

ドイツ語学や言語学に慣れ，視野を広めるためにも，春学期秋学期続けて
の履修が望ましい。詳しい説明をする初回の授業から出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの予習は単語や言い回しをよく調べ，毎回入念に行うこと。ま
た，配布プリントなどはよく読み返すこと。

教科書

プリントを使用する。

参考書

特に定めず，必要に応じて紹介する。
日本語によるものとして，ひとまず以下を挙げておく。

米川明彦『若者語を科学する』（明治書院）1998
米川明彦（編）『集団語辞典』（東京堂出版）2000

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度等の平常点（40%）と学期末のレポート(60%)を総合して
評価する。

その他

常日頃から「言語意識」を研ぎ澄ますように心がけよう。

760_14A22901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文化演習Ｂ 渡 辺 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

世界の言語は決して純粋に成長発展するのではなく，常に外からの要素を取り
入れるオープン・システムである。その最たるものは借用語・外来語であろう。
日本語になったドイツ語にはピッケル，テーゼ，アイゼンなどがあり，ドイツ
語になった日本語には der Kimono, der Tofu, das Sushi, kawaiiなどがある。この
授業では，日独語におけるこうしたことばの「出し入れ」を調べることからス
タートし，世界を席巻する「英語語法(Anglizismus)」の現状や「言語接触研
究 ・接触言語学(Sprachkontaktforschung /Kontaktlinguistik) 」の問題圏にま
で視野を広げていく。授業全体で，世界の言語の現況を見渡し未来を見据える
力を錬成することが目標である。必要な概念や方法，ドイツ語の現況について
適宜授業教員による概説を加えながら，テキスト講読から始めて徐々に受講者
の小発表やディスカッションを取り入れる。
ドイツ語学，言語学のテキストに親しみ，その概念や方法・視点を少しずつ身
につけることが到達目標である。

授業内容

一回の授業を前半と後半に分ける。
前半では，教員による基本概念等の概説を行う。
後半では，関連するテキストの読解を行う。精読しながら，言語学のアプロー
チに慣れていく。テキストは，履修者の関心も考慮して選ぶ。

第�回：イントロダクション
第�回̶第�回：日独語間に見られる借用語・外来語の概説とテキスト講読
第�回̶第	回：借用語・外来語としての英語語法の現況概説とテキスト講読
第10回̶第12回：言語接触研究の概説とテキスト講読
第13回：ディスカッションと質疑応答
第14回：全体のふりかえり

履修上の注意

ドイツ語学や言語学に慣れ，視野を広めるためにも，春学期秋学期続けての履
修が望ましい。詳しい説明をする初回の授業から出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの予習は単語や言い回しをよく調べ，毎回入念に行うこと。また，配
布プリントなどは読み返すこと。

教科書

プリントを使用する。

参考書

特に定めず，必要に応じて紹介する。
とっかかりとして，以下を挙げておく。

Gaston Dorren : Sprachen. Eine verbale Reise durch Europa. 2. Aufl. Berlin :
Ullstein, 2017.
原聖（編）『言語的多様性という視座』（三元社）2010
ヘンリー・ヒッチングズ（著），田中京子（訳）『英語化する世界、世界化する
英語』（みすず書房）2014

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度等の平常点（40%）と学期末のレポート(60%)を総合して評価す
る。

その他

常日頃から「言語意識」を研ぎ澄ますように心がけよう。
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761_14F05901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文化研究Ａ ぺーカー， トーマス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

762_14F06001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文化研究Ｂ ぺーカー， トーマス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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763_14A23201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学演習Ａ 岡 本 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ドイツ語圏の国々は第一次世界大戦の敗戦をどのように受け止めた
のか、あるいは受け止めなかったのか、また、文学は戦争の時代をど
のように表現したのかを、オーストリアの作家カール・クラウスの第
一次大戦の記録でもある戯曲『人類最後の日々』を読むことを通じて
分析し、ドイツ語圏の国々がその後、二度目の戦争へと向かってゆく
ことになった理由を、精神的・文化的背景のなかに探る。それは危機
の時代に文学の課題とは何か、わたしたちが文学を読むとは何を意味
するのか、を考えることでもある。
テキストを正確に読み、そのうえで自分が考えたことを表現する力
を身につけるのがこの授業の目標である。

授業内容

毎回、クラウスの『人類最後の日々』を原文で読み進め、さらに、同
時代のベルリンの社会状況（ヴァイマール期）についての短いテキス
トを並行して読んでゆく。毎回の授業では、読解と解説の担当を決め
て、学生が中心となって議論を進める。
クラウスから出発し、文学を通して自分は何を考えることができるの
か、自分が生きている時代をどのようにとらえることができるのか、
といった問題をつねに念頭に置きつつ読解すること。
（�）第一次世界大戦がドイツ、オーストリアにもたらしたもの
（�）クラウスの時代、活動
（�-13）クラウス『人類最後の日々』読解、ヴァイマール期のベルリ
ン
（14）レポート課題についての討論

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

ドイツ語で講読を行なう部分については、十分な予習をして臨むこ
と。
担当者はレジュメを作成すること。

教科書

Karl Kraus : Die letzten Tage der Menschheit. Tragodie in funf Akten
mit Vorspiel und Epilog. (Suhrkamp)
Karl Kraus : Die letzten Tage der Menschheit. Buhnenfassung des
Autors. (Suhrkamp)
教科書は授業での説明を聞いてから購入すること。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

期末レポートにコメントを付して返却する。

成績評価の方法

授業への参加度：40% 期末レポートと討論：60%

その他

764_14A23401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学演習Ｂ 岡 本 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ドイツ語圏の国々は第一次世界大戦の敗戦をどのように受け止めた
のか、あるいは受け止めなかったのか、また、文学は戦争の時代をど
のように表現したのかを、オーストリアの作家カール・クラウスの第
一次大戦の記録でもある戯曲『人類最後の日々』を読むことを通じて
分析し、ドイツ語圏の国々がその後、二度目の戦争へと向かってゆく
ことになった理由を、精神的・文化的背景のなかに探る。それは危機
の時代に文学の課題とは何か、わたしたちが文学を読むとは何を意味
するのか、を考えることでもある。
テキストを正確に読み、そのうえで自分が考えたことを表現する力
を身につけるのがこの授業の目標である。

授業内容

毎回、クラウスの『人類最後の日々』を原文で読み進め、さらに、
同時代のベルリンの社会状況（ヴァイマール期）についての短いテキ
ストを並行して読んでゆく。毎回の授業では、読解と解説の担当を決
めて、学生が中心となって議論を進める。
クラウスから出発し、文学を通して自分は何を考えることができるの
か、自分が生きている時代をどのようにとらえることができるのか、
といった問題をつねに念頭に置きつつ読解すること。
（�）バビロン・ベルリンが描いた1920年代
（�-13）クラウス『人類最後の日々』読解、ヴァイマール期のベルリ
ン
（14）レポート課題についての討論

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

ドイツ語で講読を行なう部分については、十分な予習をして臨むこ
と。
担当者はレジュメを作成すること。

教科書

Karl Kraus : Die letzten Tage der Menschheit. Tragodie in funf Akten
mit Vorspiel und Epilog. (Suhrkamp)
Karl Kraus : Die letzten Tage der Menschheit. Buhnenfassung des
Autors. (Suhrkamp)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

期末レポートにコメントを付して返却する。

成績評価の方法

授業への参加度：40% 期末レポートと討論：60%

その他
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765_14A23202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学演習Ａ 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜ドイツ語圏における越境表現 ー 領土的思考をときほぐすために＞
戦争、民族迫害、気候変動、経済格差などさまざまな要因から国境を越えて移動す
る人びとが増え続ける現在、この地球上に散りばめられた私たちが空間、資源を共
有する必要性はかつてないほどに高まっています。その一方で、とどめようもなく
進んでゆく富の集中、あからさまに主張される自国中心主義を前に、過去の世紀に
おいて追求されてきた普遍主義思想はすっかり色あせてしまったかのようです。私
たちはいかにして、社会的・文化的背景を異にする人たちと、生きるための場所を
分かち合い、おのおのの可能性を展開させていくことができるのか、このセミナー
では、国家の境界、言語の境界を越える経験を描いてきた創作者たちの作品に、こ
の困難な問いに対する応答を探っていきます。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 ウクライナ戦争をめぐって
第�回 移民問題をめぐって
第�回 ヨーロッパとは何か
第�回 ドイツ語文学／日本語文学における越境I
第�回 ドイツ語文学／日本語文学における越境II
第�回 ドイツ語文学／日本語文学における越境III
第	回 ドイツ語文学／日本語文学における越境IV
第
回 ドイツ語文学／日本語文学における越境V
第10回 越境映画論I
第11回 越境映画論II
第12回 越境映画論III
第13回 越境映画論IV
第14回 まとめの議論

履修上の注意

日本語およびドイツ語、両言語のテクスト読解力が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

全員が、毎回の課題作品／映画を、必ず読んで／観てから、授業に臨むこと。
イントロダクションが終わった後は、参加者数に応じて、毎回�名程度の発表者を
設定して、議論のたたき台となるレジュメを準備してもらい、発表してもらいます。
発表者はその回の議論の記録も担当してもらいます。

教科書

プリントで配布します。

参考書

『ドイツ語圏のコスモポリタニズムーよそものたちの系譜』（共和国、2023）
『ヨーロッパは書く』（鳥影社、2008）
『お菊さん』（ピエール・ロチ、岩波文庫、響林社文庫など）
『私小説 from left to right』（水村美苗、ちくま文庫など、1995/1998）
『国民のうた』（リービ英雄、講談社、1998）
『愛より強く』（ファティ・アキン監督、2004）
『そして私たちは愛に帰る』（ファティ・アキン監督、2007）
『女は二度、決断する』（ファティ・アキン監督、2017）など

授業の初回、第�回で、担当者を確定する前に、できるだけ上記の作品を読んで／
観ておくことをお勧めします。

課題に対するフィードバックの方法

毎回、レスポンスペーパーを書いてもらい、次回授業でコメントします。

成績評価の方法

授業への参加・議論への貢献度 60%、期末レポート40%

その他

766_14A23402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学演習Ｂ 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜翻訳比較のプリズムを通してテクストを、文化を読む＞
ドイツ語で書かれた文学作品も日本語で書かれた文学作品も、翻訳される

ことで執筆時には予想もしていなかった「死後の生」を生きていくことにな
ります。この授業では、ドイツ語・日本語の原作テクスト、日本語・ドイツ
語・英語の翻訳テクストを読み比べていくなかで、原作のなかに隠れていな
がら母語では読み過ごされていた声に耳をすませるような読みを展開してい
きます。また、創作そのものの中に翻訳が取りこまれている多和田葉子の作
品についても、翻訳の星座の中で読解を試みてみます。翻訳比較読解を進め
ていくに際しての理論的アプローチも適宜進めていきます。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回『別の言葉で言えば／Anders gesagt ／in other words』 翻訳比較分
析の方法について
第�回 ドイツ語文学を翻訳の星座から読むI クライスト
第�回 ドイツ語文学を翻訳の星座から読むII ホフマン
第�回 ドイツ語文学を翻訳の星座から読むIII カフカ
第�回 ドイツ語文学を翻訳の星座から読むIV R.ヴァルザー
第�回 日本文学を翻訳の星座から読むI
第	回 日本文学を翻訳の星座から読むII
第
回 日本文学を翻訳の星座から読むIII
第10回 日本文学を翻訳の星座から読むIV
第11回 二言語作家 Yoko Tawadaの作品を翻訳の星座から読むⅠ
第12回 二言語作家 Yoko Tawadaの作品を翻訳の星座から読むⅠI
第13回 二言語作家 Yoko Tawadaの作品を翻訳の星座から読むⅠII
第14回 まとめの議論: 翻訳の使命、翻訳者の使命

履修上の注意

ドイツ語、日本語、英語のテクストを扱うので、ドイツ語を読み解く力が必
要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

共通テクストは、全員、しっかり読みこんでから授業に臨むこと。
イントロダクションが終わった後は、毎回、�名程度の発表者を設定して、
共通テクストについての議論のたたき台となるレジュメを準備してもらいま
す。

教科書

プリントで配布します。

参考書

『別の言葉で言えばーホフマン、フォンターネ、カフカ、ムージルを翻訳の
星座から読み直す』（ペーター・ウッツ著、新本史斉訳、鳥影社、2011）
「翻訳の倫理学ー彼方のものを迎える文学」（A・ベルマン著、藤田省一訳、
みすず書房、2014）
『翻訳のスキャンダル 差異の倫理へむけて』（L・ヴェヌティ著、秋草俊一
郎他訳、 フィルムアート、2022）

課題に対するフィードバックの方法

毎回、レスポンスペーパーを書いてもらい、次回授業でコメントします。

成績評価の方法

授業への参加・議論への貢献度 60%、期末レポート40%

その他

参加者の関心にしたがって、扱うテクストを調整します。
春学期の講義、「ドイツ文学史特講Ａ」での＜翻訳＞をめぐる理論的、歴史
的アプローチは、この授業での文学テクストへのアプローチにもさまざまな
レベルで関連してきます。関心のある人はぜひ受講してください。
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767_14A21301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ａ 小野間 亮 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
F・ヘッベル(1813-1863)の創作メールヒェン『ルビー Der Rubin』を読む。
授業においては、作品の精読が最も重要な課題となる。出席者には、テク
ストの一語一語と真摯に向き合う姿勢、多様な解釈可能性に対して開かれ
た意識を持つことが求められる。

到達目標
テクストの精読を通じて初級文法を復習し、中級文法を身に着けることが
できる。
文学作品を読む際に注意すべき点（作者独自の表現・時代背景や文脈を踏
まえた語の訳し分けなど）を認識できるようになる。

授業内容

第�回 創作メールヒェンとは何か
第�回 ヘッベルのメールヒェン
第�回 『ルビー』
第�回 『ルビー』
第�回 『ルビー』
第�回 『ルビー』
第�回 『ルビー』
第	回 『ルビー』
第
回 『ルビー』
第10回 『ルビー』
第11回 『ルビー』
第12回 『ルビー』
第13回 『ルビー』
第14回 a試験・bまとめ

履修上の注意

辞書を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回指定された範囲を予習して授業に臨むこと。

教科書

プリントを配布する。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

第14回のｂモジュールで、試験の解説を行う。

成績評価の方法

平常点（予習状況、授業時の質疑応答など）50％、試験50％を総合的に判
断する。
なお成績評価の対象となるためには原則として授業実施回数の�分の�以
上の出席を必要とする。

その他

授業内容は、出席者の知識・関心により変更される場合がある。

768_14A21501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ｂ 小野間 亮 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
E・メーリケ(1804-1875)の創作メールヒェン『イェツェルテの手 Die
Hand der Jezerte』を読む。
授業においては、作品の精読が最も重要な課題となる。出席者には、テク
ストの一語一語と真摯に向き合う姿勢、多様な解釈可能性に対して開かれ
た意識を持つことが求められる。

到達目標
テクストの精読を通じて初級文法を復習し、中級文法を身に着けることが
できる。
文学作品を読む際に注意すべき点（作者独自の表現・時代背景や文脈を踏
まえた語の訳し分けなど）を認識できるようになる。

授業内容

第�回 メーリケのメールヒェン
第�回 『イェツェルテの手』
第�回 『イェツェルテの手』
第�回 『イェツェルテの手』
第�回 『イェツェルテの手』
第�回 『イェツェルテの手』
第�回 『イェツェルテの手』
第	回 『イェツェルテの手』
第
回 『イェツェルテの手』
第10回 『イェツェルテの手』
第11回 『イェツェルテの手』
第12回 『イェツェルテの手』
第13回 『イェツェルテの手』
第14回 a試験・bまとめ

履修上の注意

辞書を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回指定された範囲を予習して授業に臨むこと。

教科書

プリントを配布する。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

第14回のｂモジュールで、試験の解説を行う。

成績評価の方法

平常点（予習状況、授業時の質疑応答など）50％、試験50％を総合的に判
断する。
なお成績評価の対象となるためには原則として授業実施回数の�分の�以
上の出席を必要とする。

その他

授業内容は、出席者の知識・関心により変更される場合がある。
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769_14A21302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ａ 野 口 健

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業においては、ドイツ語を読み、また、書く練習も同時進行で行
う。
aモジュール：過去から現在に至るドイツ語を母語とする著名人の文章
を読み、その人となりに触れる。短文ではあるが、いろいろな文に触れ
ることができるので、教科書のような基本的な文ではなく著名人の練っ
たドイツ語を味わうこともできる。
ｂモジュール：独作文の練習

多種のドイツ文に触れることで実際のドイツ語に習熟できる。著名人達
の思想に触れられる。読んで書く練習をすることでドイツ語力を総合的
に伸ばすことができる。

授業内容

第�回：イントロダクション（本授業において扱う文の作者の紹介）
第�回：Johann Gottlieb Fichte
第�回：Hermann Hesse
第�回：キリスト教パンフレット
第�回：Hans Carossa
第�回：Ludwig Tieck
第�回：Arthur Schopenhauer
第	回：Rainer Maria Rilke
第
回：Luise Rinser
第10回：Carl Friedrich von Weizsaecker
第11回：Hans Erich Nossack
第12回：Werner Heisenberg
第13回：Friedrich Schiller
第14回a：総復習

b：試験

履修上の注意

毎回、ドイツ語の文を示しますので各自がそれを書き写し、ノートを
作って行ってもらいます。書くことで養われる能力もありますので、そ
の練習も兼ねて行いますので、ドイツ語の基本的な単語力は必須です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予め、該当回の作家について、その人の生涯や思想について下調べをし
ておくことが望ましい。

教科書

定めない。授業時に文を示すので、それを各自が書き取ったものが教科
書。

参考書

定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ノート検査20％、期末試験80％

その他

特になし

770_14A21502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ｂ 野 口 健

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業においては、ドイツ語を読み、また、書く練習も同時進行で行う。
aモジュール：過去から現在に至るドイツ語を母語とする著名人の文章を読み、その
人となりに触れる。短文ではあるが、いろいろな文に触れることができるので、教
科書のような基本的な文ではなく著名人の練ったドイツ語を味わうこともできる。
ｂモジュール：独作文の練習

多種のドイツ文に触れることで実際のドイツ語に習熟できる。著名人達の思想に触
れられる。読んで書く練習をすることでドイツ語力を総合的に伸ばすことができる。
本授業においては、ドイツ語を読み、また、書く練習も同時進行で行う。
aモジュール：過去から現在に至るドイツ語を母語とする著名人の文章を読み、その
人となりに触れる。短文ではあるが、いろいろな文に触れることができるので、教
科書のような基本的な文ではなく著名人の練ったドイツ語を味わうこともできる。
ｂモジュール：独作文の練習

多種のドイツ文に触れることで実際のドイツ語に習熟できる。著名人達の思想に触
れられる。読んで書く練習をすることでドイツ語力を総合的に伸ばすことができる。

授業内容

第�回：イントロダクション（本授業において扱う文の作者の紹介）
第�回：Friedrich Hebbel
第�回：Gottfried Keller
第�回：Franz Kafka
第�回：Johann Wolfgang von Goethe
第�回：Georg Buechner
第�回：Heinrich von Kleist
第	回：戦前の教科書
第
回：Georg Simmel
第10回：Thomas Mann
第11回：Bermhard Bavink
第12回：Sigmund Freud
第13回：Albert Einstein
第14回a：総復習

b：試験

履修上の注意

毎回、ドイツ語の文を示しますので各自がそれを書き写し、ノートを作って行って
もらいます。書くことで養われる能力もありますので、その練習も兼ねて行います
ので、ドイツ語の基本的な単語力は必須です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予め、該当回の作家について、その人の生涯や思想について下調べをしておくこと
が望ましい。

教科書

定めない。授業時に文を示すので、それを各自が書き取ったものが教科書。

参考書

定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ノート検査20％、期末試験80％

その他
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771_14A21801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ｃ 舩 木 篤 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ドイツ語圏における音楽文化の歴史を知る

授業内容

ドイツ語圏における文化的事象のなかで、「音楽」は魅力的かつ重
要なものの一つでしょう。ここでいう音楽とは、芸術音楽、一般にク
ラシック音楽と呼ばれるものを指します。バッハ、モーツァルト、
ベートーヴェン……彼らは、どのような時代を背景とし、どのような
仕事を成し遂げたのでしょう？ それをルネッサンス期から20世紀ま
で、�年かけて（ドイツ文学講読CおよびDで）通史的に追ってゆき
ますが、その際、彼らが活躍した「都市」を考察の切り口に設けま
す。都市を通して音楽文化を知る、と同時に、音楽を通して都市文化
を知る。現在のような統一国家「ドイツ」が存在していなかった時代
の文化を知るには、これはとくに有効な視点です。
具体的には、毎回、特定の作曲家をめぐって書かれた、特定の都市
にかんするドイツ語テキストを読みます。その際、語学的・内容的に
不明な点を皆で明らかにしていきます。そして、そこで扱われた作曲
家の作品を、CDなどを用いて実際に聴いてみよう。このサイクルを、
前期の間に�都市分こなすのが目標。前期のメニューは、以下のとお
り。初回はガイダンスを行います：

第�回〜第�回 ミュンヘン（ラッソ）
第�回〜第�回 ライプツィヒ（バッハ）
第	回〜第10回 ザルツブルク（モーツァルト）
第11回〜第14回 ドレスデン（ロマン派・ウェーバー）

履修上の注意

音楽の知識は前提としませんが、好奇心と積極性をもって参加してく
ださい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の段階で日本語訳を準備するように。

教科書

教材はプリントで配布します。独和辞典は必携（電子辞書でも可）。

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

おもにクラスウェブを通して行います。

成績評価の方法

学期末に行う筆記試験＝60％、授業への貢献度＝40％

その他

新型ウイルス感染症の状況次第では、オンライン方式を活用すること
も考えています。

772_14A22001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ｄ 舩 木 篤 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ドイツ語圏における音楽文化の歴史を知る

授業内容

ドイツ語圏における文化的事象のなかで、「音楽」は魅力的かつ重
要なものの一つでしょう。ここでいう音楽とは、芸術音楽、一般にク
ラシック音楽と呼ばれるものを指します。バッハ、モーツァルト、
ベートーヴェン……彼らは、どのような時代を背景とし、どのような
仕事を成し遂げたのでしょう？ それをルネッサンス期から20世紀ま
で、�年かけて（ドイツ文学講読CおよびDで）通史的に追ってゆき
ますが、その際、彼らが活躍した「都市」を考察の切り口に設けま
す。都市を通して音楽文化を知る、と同時に、音楽を通して都市文化
を知る。現在のような統一国家「ドイツ」が存在していなかった時代
の文化を知るには、これはとくに有効な視点です。
具体的には、毎回、特定の作曲家をめぐって書かれた、特定の都市

にかんするドイツ語テキストを読みます。その際、語学的・内容的に
不明な点を皆で明らかにしていきます。そして、そこで扱われた作曲
家の作品を、CDなどを用いて実際に聴いてみよう。前期に受講して
いなかった者でも参加は可：

第�回〜第�回 デュッセルドルフ（シューマン・メンデルスゾー
ン）

第�回〜第�回 ワイマール（新ドイツ派・リスト）
第�回〜第
回 チューリヒ（ワーグナー）
第10回〜第12回 ウィーン（マーラー・第�ウィーン派）
第13回〜第14回 ドナウエッシンゲン（現代音楽祭）

履修上の注意

音楽の知識は前提としませんが、好奇心と積極性をもって参加してく
ださい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の段階で日本語訳を準備するように。

教科書

教材はプリントで配布します。独和辞典は必携（電子辞書でも可）。

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

おもにクラスウェブを通して行います。

成績評価の方法

学期末に行う筆記試験＝60％、授業への貢献度＝40％

その他

新型ウイルス感染症の状況次第では、オンライン方式を活用すること
も考えています。
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773_14A21802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ｃ 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ユダヤ系作家作品を読む

本授業では、ドイツ語で書いたユダヤ系作家の作品のうち、有名なものを短く少しずつ読
んでみたい。
ユダヤ系作家というと聞きなれないかもしれないが、実は「ドイツ文学」だと思われている
作家が実は「ユダヤ人」であることが少なくない。ハインリヒ・ハイネ、アルトゥール・
シュニッツラー、フランツ・カフカ、パウル・ツェランなど、挙げていくときりがないほど
である。

授業の目的は、
�）「文法」として習ってきたドイツ語を、「作品読解」という実践に使えるようにするこ
と。単に意味を取るだけではなく、登場人物の性格、物語の雰囲気まで伝わってくるような
読み方を人生で一度でもやってみて欲しい。
�）ドイツ文学、文化、そしてホロコーストの犠牲者という意味でドイツと切っても切れ
ない関係である「ユダヤ人」という存在について知ること。
�）ドイツ文学の有名な作品に（少しずつでも）触れること。

である。�）、�）については、なるべく作品の背景やユダヤ人が置かれていた境遇につい
ても解説を行い、履修者同士の話し合いも挟んで行くつもりである。また、�）との関連に
なるが、本来であれば時代ごとに古い順から読んでいきたいが、古いものは難解であるた
め、まずはカフカ、ヨーゼフ・ロートなど20世紀以降の作家から始め、慣れてきたら時代を
遡る可能性がある。この点はご了承いただきたい。

訳読の課題は、量は多くせず、毎回�ページ程度に限定する。その代わり、訳を紙やデー
タで作成してくること。それを提示しながら直していく。

授業内容

第�回 イントロダクションーユダヤ人とは誰か？
第�回 テクスト読解（�）−ヨーゼフ・ロート訳読
第�回 テクスト読解（�）−ロート訳読
第�回 テクスト読解（�）−ロート訳読
第�回 ヨーゼフ・ロートについての振り返りと議論
第�回 テクスト読解（�）−フランツ・カフカ訳読
第�回 テクスト読解（�）−カフカ訳読
第	回 テクスト読解（�）−カフカ訳読
第
回 フランツ・カフカについての振り返りと議論
第10回 テクスト読解（�）−ハインリヒ・ハイネ訳読
第11回 テクスト読解（�）−ハイネ訳読
第12回 テクスト読解（�）−ハイネ訳読
第13回 ハインリヒ・ハイネについての振り返りと議論
第14回 総括（文法テストと内容に関する小レポート）

履修上の注意

訳読は事前に担当を決めておくので、訳文をWordで作成してくることが課題となる。
その際、履修者の数にはよるが、担当する頻度は比較的高いので、まめな学習が必要とな
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

訳読に関しては毎回事前に読んでおくこと。ただし、語学の授業とは異なり、作品をとにか
く楽しんで欲しいので、それほど負担とならない量や当て方にしている。なので、基本的に
は出席し、授業に集中することが肝要となる。

教科書

使用するテクストは以下を用いる。
この中から一部をコピーして配布するため、購入の必要はない。

Ekkehart Mittelberg (Hg.): Leben in der Minderheit. Jüdische Zeugnisse in deutscher
Literatur. (Cornelsen) 1994

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に行う語学力を問う簡単なテストと内容に関する小レポート 20％
訳読担当時の発表内容・議論への参加の積極性 80％

その他

774_14A22002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学講読Ｄ 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

ユダヤ系作家作品を読む

本授業では、ドイツ語で書いたユダヤ系作家の作品のうち、有名なものを短く少しずつ読
んでみたい。
ユダヤ系作家というと聞きなれないかもしれないが、実は「ドイツ文学」だと思われている
作家が実は「ユダヤ人」であることが少なくない。ハインリヒ・ハイネ、アルトゥール・
シュニッツラー、フランツ・カフカ、パウル・ツェランなど、挙げていくときりがないほど
である。

授業の目的は、
�）「文法」として習ってきたドイツ語を、「作品読解」という実践に使えるようにするこ
と。単に意味を取るだけではなく、登場人物の性格、物語の雰囲気まで伝わってくるような
読み方を人生で一度でもやってみて欲しい。
�）ドイツ文学、文化、そしてホロコーストの犠牲者という意味でドイツと切っても切れ
ない関係である「ユダヤ人」という存在について知ること。
�）ドイツ文学の有名な作品に（少しずつでも）触れること。

である。�）、�）については、なるべく作品の背景やユダヤ人が置かれていた境遇につい
ても解説を行い、履修者同士の話し合いも挟んで行くつもりである。また、�）との関連に
なるが、本来であれば時代ごとに古い順から読んでいきたいが、古いものは難解であるた
め、まずはカフカ、ヨーゼフ・ロートなど20世紀以降の作家から始め、慣れてきたら時代を
遡る可能性がある。この点はご了承いただきたい。

訳読の課題は、量は多くせず、毎回�ページ程度に限定する。その代わり、訳を紙やデー
タで作成してくること。それを提示しながら直していく。

授業内容

第�回 イントロダクションーユダヤ人と文学
第�回 テクスト読解（�）−マネス・シュペルバー訳読
第�回 テクスト読解（�）−シュペルバー訳読
第�回 テクスト読解（�）−シュペルバー訳読
第�回 マネス・シュペルバーについての振り返りと議論
第�回 テクスト読解（�）−アルトゥール・シュニッツラー訳読
第�回 テクスト読解（�）−シュニッツラー訳読
第	回 テクスト読解（�）−シュニッツラー訳読
第
回 アルトゥール・シュニッツラーについての振り返りと議論
第10回 テクスト読解（�）−ユダヤ系詩人の詩作品訳読
第11回 テクスト読解（�）−詩作品訳読
第12回 テクスト読解（�）−詩作品訳読
第13回 ユダヤ系詩人についての振り返りと議論
第14回 総括（文法テストと内容に関する小レポート）

履修上の注意

訳読は事前に担当を決めておくので、訳文をWordで作成してくることが課題となる。
その際、履修者の数にはよるが、担当する頻度は比較的高いので、まめな学習が必要とな
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

訳読に関しては毎回事前に読んでおくこと。ただし、語学の授業とは異なり、作品をとにか
く楽しんで欲しいので、それほど負担とならない量や当て方にしている。なので、基本的に
は出席し、授業に集中することが肝要となる。

教科書

使用するテクストは以下を用いる。
この中から一部をコピーして配布するため、購入の必要はない。

Ekkehart Mittelberg (Hg.): Leben in der Minderheit. Jüdische Zeugnisse in deutscher
Literatur. (Cornelsen) 1994

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に行う語学力を問う簡単なテストと内容に関する小レポート 20％
訳読担当時の発表内容・議論への参加の積極性 80％

その他
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775_14A20101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学史Ａ 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ文学、そして文学という現象を理解するには、「ロマンティッ
ク」や「古典的」など様々な術語について知っておく必要がある。本
講義では、そのような基本的な概念を歴史的な文脈の中で知ることを
目標とする。

授業内容

呪医業は講義なので、参加者にはそれを聞きノートをとってもらう。
だいたい以下のようなスケジュールを予定している。

�）イントロダクション
�）ドイツという不思議な名前
�）ドイツ語圏の歴史
�）ドイツ文学の始まり（古高ドイツ語）
�）中世ドイツ文学�叙事文学（ニーベルンゲンの歌、パルチヴァー
ル）
�）中世ドイツ文学�叙事文学（トリスタンとイゾルデ）
�）中世ドイツ文学�抒情文学
	）マルティン・ルターと新高ドイツ語

）近世ドイツ文学（マイスターゼンガ─と民衆本）
10）劇文学の黎明
11）啓蒙のドイツ文学�
12）啓蒙のドイツ文学�
13）シュトゥルム・ウント・ドラング
14）まとめ

履修上の注意

授業で紹介する作家と作品は、できる限り読んでもらいたい。授業
中出たり入ったりすることは遠慮してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書を予め読んでおいてもらいたい。

教科書

柴田翔編著「はいめて学 ドイツ文学史」（ミネルヴァ書房）￥�
,800（税別）

参考書

畠山寛・吉中俊貴・岡本和子編著「ドイツ文学の道しるべ─ニーベル
ンゲンから多和田葉子まで─」（ミネルヴァ書房）￥�,800（税別）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回提出してもらうリアクションペーパーと�回提出してもらう小
レポート、および期末試験によって総合評価する。リアクションペー
パー（出席票代わりにもなる）は
回以上、小レポートは期限内に�
回以上提出しなければ、期末試験を受験することはできない。成績は、
期末試験の成績（100点満点）によって評価する。
なお、リアクションペーパーと小レポートの書き方等については、
初回授業（イントロダクション）において説明する。

その他

特にない。

776_14A20201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学史Ｂ 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ文学、そして文学という現象を理解するには、さまざまな術
語の知識が不可欠である。本講義では、それらの概念を、歴史的な文
脈の中に位置づけて身につけることを目標とする。

授業内容

講義形式の授業なので、参加者はそれをノートしてほしい。以下の
ような予定で信仰する。

�）イントロダクション
�）ヴァイマール古典主義と初期ロマン主義
�）後期ロマン主義
�）詩的リアリズム
�）ビーダーマイヤー
�）三月前期と青年ドイツ派
�）三月革命からドイツ帝国成立まで
	）自然主義・印象主義・象徴主義
	）世紀転換期（世紀末）とユーゲント様式

）表現主義とダダイズム
10）新即物主義
11）現代ドイツ文学�（グルッペ47など）
12）現代ドイツ文学�（移民文学など）
13）現代ドイツ文学�（ヨーロッパ連合EU）
14）まとめ

履修上の注意

授業で紹介する作家と作品は、できる限り読んでもらいたい。授業
中出たり入ったりすることは遠慮すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書をよく読んでおいて欲しい。

教科書

柴田翔編著「はじめて学ぶ ドイツ文学史」（ミネルヴァ書房）
￥�,800（税別）

参考書

畠山寛・吉中俊貴・岡本和子編著「ドイツ文学の道しるべ─ニーベ
ルンゲンあｋら多和田葉子まで─」（ミネルヴァ書房）￥�,800（税
別）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回提出してもらうリアクションペーパーと�回提出してもらう小
レポート、および期末試験によって総合評価する。リアクションペー
パー（出席票代わりにもなる）は
回以上、小レポートは期限内に�
回以上提出しなければ、期末試験を受験することはできない。成績
は、期末試験の成績（100点満点）によって評価する。
なお、リアクションペーパーと小レポートの書き方等については、
初回授業（イントロダクション）において説明する。

その他

特にない。
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777_14F05701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学史特講Ａ 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜翻訳から読みなおすドイツ語圏の思想＞
人間のおこなうあらゆる行為のなかでももっとも複雑なものといってよい＜翻

訳＞という行為。そこで起こっていること、起こりうることはいったいどのよう
なことなのでしょうか。それは「原文と同一の内容を他の言語で再現すること」
という辞書での楽天的定義とはまったく異質の、「原文」「同一」「自／他」といっ
た概念に拠る思考そのものを揺さぶり不安に陥れる、境界通過の経験なのではな
いでしょうか。「読みやすい翻訳」「美しい日本語」といった怠惰な思考の外で、
この「正しい」答えなどありえぬかもしれぬ問題について、根底的に、徹底的に
考えてみましょう。
「遅れてきた国民国家」といわれるドイツにおいて＜翻訳＞がもってきたきわめ
て重要な役割について、各時代のドイツ語圏の思想家の紡いだテクストを読み解
きつつ、また日本語における＜翻訳＞をめぐる諸問題と比較検討しつつ、授業を
進めていきます。

授業内容

第�回 イントロダクション 翻訳論とは何か
第�回 聖書翻訳Ⅰ ルター
第�回 聖書翻訳ⅠI ルター
第�回 翻訳と文字I
第�回 翻訳とナショナリズム ヘルダー
第�回 翻訳と文字II
第�回 翻訳と文体I
第	回 翻訳と文体II
第
回 翻訳論の日独比較I
第10回 翻訳論の日独比較I
第11回 ゲーテの翻訳論
第12回 ニーチェの翻訳論
第13回 翻訳と政治
第14回 翻訳者の使命 ベンヤミン

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

指定された授業資料については、あらかじめ読んで熟読してから出席すること。

教科書

毎回、プリントを配布します。

参考書

『思想としての翻訳─ゲーテからベンヤミン、ブロッホまで』（三ツ木道夫編訳、
白水社、2008）
『日本の翻訳論─アンソロジーと解題』（柳父章他編、法政大学出版局、2010）
『Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche』（Douglas Robinson編）
『ヘルダー旅日記』（嶋田洋一郎訳、九州大学出版会、2002）
「翻訳者の使命」、『ベンヤミン・コレクション�』（浅井健二郎編訳、ちくま学芸
文庫）所収

課題に対するフィードバックの方法

質問、感想については、次回授業で回答、コメントします。

成績評価の方法

期末レポート60%＋平常点（出席、毎回の授業理解度）40%

その他

778_14F05801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学史特講Ｂ 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜越境から読みなおすドイツ語圏の文学＞
18世紀後半から自己意識を確立していったドイツ語文学には、そもそものは
じめからドイツ語圏に出自をもたない書き手が包摂されていました。その後
も、ハプスブルク帝国が広がっていた領域を中心に、複数のアイデンティ
ティを抱えつつドイツ語で書く作家たちがーー帝国消滅後もーードイツ語表
現の可能性を拡大してきました。さらに1970年代以降「移民国家」となった
ドイツ語圏の国々では、ドイツ語を母語としない「移民作家」たちが、その
唯一無二の越境経験をーー時としてその来歴が痕跡として感知できるよう
なーードイツ語で表現してきました。この講義ではそうした脱領域的な作家
たちの作品を丁寧に読み解いていきます。

授業内容

第�回 イントロダクション フランス革命と越境(�) G・フォルスター、
第�回 フランス革命と越境(�) A・シャミッソー
第�回 フランツ・カフカ論
第�回 エリアス・カネッティ論I
第�回 エリアス・カネッティ論II
第�回 パウル・ツェラン論Ⅰ
第�回 パウル・ツェラン論II
第	回 W・G・ゼーバルト論
第
回 ヘルタ・ミュラー論
第10回 イルマ・ラクーザ論
第11回 アルトゥール・ベッカー論（作家自身との対話を予定しています。）
第12回 ミハイル・シーシキン論
第13回 多和田葉子論I
第14回 多和田葉子論II

履修上の注意

ドイツ語、日本語、英語のテクストを扱うので、ドイツ語を読み解く力が必
要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

その都度、指定された授業資料については、あらかじめ読んで熟読してから
出席すること。

教科書

プリントで配布します。

参考書

『影をなくした男』（シャミッソー著、池内紀訳、岩波文庫）
『救われた舌』（エリアス・カネッティ著、岩田行一訳、法政大学出版局、
1981）
『ドイツの「移民文学」─他者を演じる文学テクスト』（浜崎桂子著、彩流
社、2017）
『息のブランコ』（ヘルタ・ミュラー著、山本浩司訳、三修社、2011）
『もっと、海を』（イルマ・ラクーザ著、新本史斉訳、鳥影社、2018）ほか

課題に対するフィードバックの方法

質問、感想については、次回授業で回答、コメントします。

成績評価の方法

期末レポート60%＋平常点（出席、毎回の授業理解度）40%

その他

＜越境＞という観点からドイツ語圏文化の現在と過去への理解を深め、各自
の関心テーマを掘り下げて下さい。
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779_14F06301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学特殊研究Ａ 山 本 潤

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中世高地ドイツ語および中世ドイツ文学の入門のための授業。まず中世高地ド
イツ語文法の基礎を学ぶ。その上で、ドイツ中世文学を読み解くための語学能
力を身につけることを通し、ドイツ語に関する基本的な言語知識・感覚を獲得
することができる。
ドイツ中世に成立した文学作品、具体的には13世紀初頭の成立が推測されてい
る英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』を精読することにより、ドイツ中世とい
う時代の様相（価値観、生活習慣、文化、社会状況など）を知ることができる。
また、異稿との比較や研究文献および注釈を踏まえた上で独自の解釈の可能性
を探るなど、中世文学研究を実践的に学ぶことができる。

授業内容

第�回a：イントロダクション
b：ドイツ語史概説

第�回：中世高地ドイツ語入門（�）発音について
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）冠詞、代名詞
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）強変化動詞
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）弱変化動詞、過去形現在動詞、語根動詞
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）名詞、形容詞
第�回：『ニーベルンゲンの歌』読解のための基礎知識
第	回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─中世の社会
第
回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─宮廷風恋愛
第10回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─キリスト教的歴史観
第11回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─中世の戦争
第12回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─英雄と騎士
第13回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─騎士道と現実
第14回a：既読部分に関しての解説

b：既読部分に関しての議論

以上の計画は、授業の進度や受講者からの希望などによって変更する場合があ
る。

履修上の注意

中世高地ドイツ語を学ぶことに主眼の一つを置き、またテクスト精読により授
業を進めるため、現代ドイツ語の基礎知識は必須である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布する資料に目を通し、また精読に際しては配布テクストの担当箇
所の訳を準備すること。授業で扱った内容精読した箇所に関して不明なことが
あれば、授業で質問すること。

教科書

中世高地ドイツ語読解のため、以下の辞書を手元に用意してもらいたい。
Beate Hennig: Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 7. Auflage (De
Gruyter), 2022

参考書

『ニーベルンゲンの歌』前編・後編、相良守峯訳（岩波文庫）、1955年

課題に対するフィードバックの方法

期末課題については、解説をOh-o! Meijiを通じて配信する予定であるので、各
自確認すること。

成績評価の方法

毎回担当箇所を指定し、訳読を行う。学期末にレポートを提出することとし、
レポート40％、平常点60％で評価する。

その他

780_14F06401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ文学特殊研究Ｂ 山 本 潤

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中世高地ドイツ語および中世ドイツ文学の入門のための授業。まず中世高地ド
イツ語文法の基礎を学ぶ。その上で、ドイツ中世文学を読み解くための語学能
力を身につけることを通し、ドイツ語に関する基本的な言語知識・感覚を獲得
することができる。
ドイツ中世に成立した文学作品、具体的には13世紀初頭の成立が推測されてい
る英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』を精読することにより、ドイツ中世とい
う時代の様相（価値観、生活習慣、文化、社会状況など）を知ることができる。
また、異稿との比較や研究文献および注釈を踏まえた上で独自の解釈の可能性
を探るなど、中世文学研究を実践的に学ぶことができる。

授業内容

第�回a：イントロダクションおよび春学期の振り返り
b：ドイツ語史概説

第�回：中世高地ドイツ語入門（�）発音について
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）冠詞、代名詞
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）強変化動詞
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）弱変化動詞、過去形現在動詞、語根動詞
第�回：中世高地ドイツ語入門（�）名詞、形容詞
第�回：『ニーベルンゲンの歌』の構造と主題
第	回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─中世社会における女性
第
回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─中世の結婚
第10回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─英雄伝説と歴史伝承
第11回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─キリスト教と騎士道
第12回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─「滅び」と「救済」
第13回：『ニーベルンゲンの歌』精読（�）─近世以降の中世文学受容
第14回a：既読部分に関しての解説

b：既読部分に関しての議論

以上の計画は、授業の進度や受講者からの希望などによって変更する場合があ
る。

履修上の注意

中世高地ドイツ語を学ぶことに主眼の一つを置き、またテクスト精読により授
業を進めるため、現代ドイツ語の基礎知識は必須である。また、秋学期から初
めて履修する場合にも問題がないよう配慮するが、春学期開講のドイツ文学特
殊研究Aも併せて履修することが望ましい。精読は春学期に読了した箇所の続き
から始めるため、それ以前の内容を日本語訳でよいので確認しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布する資料に目を通し、また精読に際しては配布テクストの担当箇
所の訳を準備すること。授業で扱った内容精読した箇所に関して不明なことが
あれば、授業で質問すること。

教科書

中世高地ドイツ語読解のため、以下の辞書を手元に用意してもらいたい。
Beate Hennig: Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 7. Auflage (De
Gruyter), 2022

参考書

『ニーベルンゲンの歌』前編・後編、相良守峯訳（岩波文庫）、1955年

課題に対するフィードバックの方法

期末課題については、解説をOh-o! Meijiを通じて配信する予定であるので、各
自確認すること。

成績評価の方法

毎回担当箇所を指定し、訳読を行う。学期末にレポートを提出することとし、
レポート40％、平常点60％で評価する。

その他
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781_14A11701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

統語論Ａ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

統語論の目的と方法論を習得するための入門コース。学校文法との違
いに留意しながら，生成文法の考え方を学んでもらう。特に，具体的
な言語データ（実際に使われる文，使われることのない文）から，そ
の背後にある構造，規則（ルール）を一般化して導く統語的な論証法
を身につけることを目標とする。

授業内容

次の順序で講義を行う予定。期間中�回の小テストを行う。
�．「データからルールへ」
�．機能範疇（�）
�．機能範疇（�）
�．「語」とは
�．品詞論（�）
�．品詞論（�）
�．句（phrases）（�）
	．句（phrases）（�）

．まとめと小テスト
10．節（clauses）と文（sentences）（�）
11．節（clauses）と文（sentences）（�）
12．機能範疇と形式（function-form）の関係（�）
13．機能範疇と形式（function-form）の関係（�）
14．まとめ

履修上の注意

�、�年次に統語論関係科目を学びたい学生は「統語論A」「統語論
B」を必ず履修しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

まず、各章末に設けられたKey Conceptsの説明が出来ることように予
習・復習を行なうこと。

教科書

? Aarts, B. (2017).English Syntax and Argumentation (5th ed.).
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan.
教科書売り場では購入できません。ネット書店等で履修者が個々に注
文して購入してください。

参考書

Aarts, B., Chalker, S., & Weiner, E. (2014). The Oxford Dictionary of
English Grammar (2nd, Ed.). Oxford : Oxford University Press.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

期末試験…65%小テスト等（期間中�回の小テストと週毎の簡単な確
認テストを予定）…35%

その他

782_14A11801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

統語論Ｂ 久保田 俊 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

統語論の目的と方法論を習得するための入門コースの第二部。機能レ
ベル、形式レベルに加えて（統語論における）意味レベルを加えた多
層的な分析レベルを論じたのち、生成文法（X-bar理論）の基礎概
念、phrase構造、clause構造について学ぶ。どの論点においても、複
数あるデータ説明法の取捨選択に関する原理を意識し、統語論的な論
証法の獲得を目指す。

授業内容

次の順序で講義を行う予定。期間中�回の小テストを行う。
�．第�章から第�章の内容確認
�．意味役割（�）
�．意味役割（�）
�．多層的分析レベル（�）
�．多層的分析レベル（�）
�．まとめと小テスト
�．X-bar・句（�）
	．X-bar・句（�）

．X-bar・句（�）
10．X-bar・節（�）
11．X-bar・節（�）
12．X-bar・節（�）
13．移動
14．まとめ

履修上の注意

�、�年次に統語論関係科目を学びたい学生は「統語論A」「統語論
B」を必ず履修しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

まず、各章末に設けられたKey Conceptsの説明が出来ることように予
習・復習を行なうこと。

教科書

Aarts, B. (2017).English Syntax and Argumentation (5th ed.).
Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan.

参考書

Aarts, B., Chalker, S., & Weiner, E. (2014). The Oxford Dictionary of
English Grammar (2nd, Ed.). Oxford : Oxford University Press.

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評する。

成績評価の方法

期末試験…65%小テスト等（期間中�回の小テストと週毎の簡単な確
認テストを予定）…35%

その他
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783_14F17801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

同時代日本演劇Ａ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本では、「古典劇」から「現代劇」まで、実に様々な種類の演劇が
上演されている。特に都市部では、国内だけでなく海外から来日する
劇団の上演に触れることも今や珍しいことではないであろう。こうし
た多種多様の演劇を、どのように受け止め、捉えれば良いのであろう
か？本講義では、昭和初期以降の演劇を振り返り、日本の劇作家や演
出家らにより行われてきた特色ある試みに焦点をあてる。これまで日
本の劇作家や演出家たちにより、どのような挑戦が行われてきたのか、
その軌跡をたどりつつ、同時代の演劇について再考して欲しい。

授業内容

第�回 演劇の「同時代性」
第�回 加藤道夫─劇団「四季」の創立者たちと加藤道夫
第�回 加藤道夫─戦前の演劇思潮と若者たち
第�回 加藤道夫─「詩劇」という理想
第�回 加藤道夫─古典劇と「詩劇」
第�回 三島由紀夫─戦後演劇と「詩劇」
第�回 三島由紀夫─『近代能楽集』の試み
第	回 三島由紀夫─「古典劇」と「現代劇」
第
回 三島由紀夫─日本語のせりふと「様式」性
第10回 寺山修司─「新劇」と「アングラ演劇」
第11回 寺山修司─短詩型文学と「詩劇」
第12回 寺山修司─新たな手法の創出
第13回 寺山修司─演劇という「メディア」
第14回 まとめ−演劇伝統の「継承」と「革新」

履修上の注意

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意します。過去のレ
ジュメや資料に戻り説明することもありますから、レジュメや資料に
は、毎回、きちんと目を通しておいてください。また、「対面」での講
義の場合には、各回で配布されたプリントは、次回以降も持参してく
ださい。、同時代日本演劇Bと合わせて履習することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意しますが、レジュメ
や資料の内容には、前後の講義につながる重要な項目が含まれます。
したがって毎回のレジュメや資料を丁寧に見直すことが、そのまま
「予習」や「復習」になります。資料のなかに難しい言葉などがあれ
ば、データベースや辞書・事典類を用いて、自身で知らべておくこと
が重要です。

教科書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめます
ので、特に教科書は指定しませんが、授業のはじめに参考図書を紹介
します。

参考書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめま
す。各時代のトピックごとに必要に応じて参考図書を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーや、レポートについて、必要に応じ全体に向
けてコメントする。コメントは、基本的に講義のなかで伝える。

成績評価の方法

中間レポート（「小論文」）または中間テスト35％、授業への貢献度
30％、期末レポート（「小論文」）または期末試験35％
上記各項目における得点取得が必須

その他

作品を鑑賞（放映・配信を含む）した上での鑑賞レポート（小論文）
の提出を求める場合があります。鑑賞が設定された場合には、積極的
に視聴してください。

784_14F17901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

同時代日本演劇Ｂ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本では、「古典劇」から「現代劇」まで、実に様々な種類の演劇が
上演されている。特に都市部では、国内だけでなく海外から来日する
劇団の上演に触れることも今や珍しいことではないであろう。こうし
た多種多様の演劇を、どのように受け止め、捉えれば良いのであろう
か？本講義では、昭和初期以降の演劇を振り返り、日本の劇作家や演
出家らにより行われてきた特色ある試みに焦点をあてる。これまで日
本の劇作家や演出家たちにより、どのような挑戦が行われてきたのか、
その軌跡をたどりつつ、同時代の演劇について再考して欲しい。

授業内容

第�回 「同時代演劇」の潮流
第�回 女性劇作家の系譜
第�回 女性劇作家─同時代思潮と演劇
第�回 女性劇作家─戦後から1960年代にかけての傾向
第�回 1960年代以降の演劇の傾向
第�回 同時代演劇と女性劇作家たち
第�回 宮本研─「リアリズム」演劇の系譜
第	回 宮本研─「戦後」演劇からの出発と戦争の劇
第
回 宮本研─戦後の「歴史劇」
第10回 宮本研─「アングラ演劇」の登場と「群像劇」
第11回 安部公房─日本の「不条理」演劇
第12回 安部公房─「侵入」の「不条理」演劇
第13回 安部公房─演技論のイノベーション
第14回 安部公房─現代演劇と「パフォーマンス」

履修上の注意

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意します。過去のレ
ジュメや資料に戻り説明することもありますから、レジュメや資料に
は、毎回、きちんと目を通しておいてください。また、「対面」での講
義の場合には、各回で配布されたプリントは、次回以降も持参してく
ださい。、同時代日本演劇Aと合わせて履習することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意しますが、レジュメ
や資料の内容には、前後の講義につながる重要な項目が含まれます。
したがって毎回のレジュメや資料を丁寧に見直すことが、そのまま
「予習」や「復習」になります。資料のなかに難しい言葉などがあれ
ば、データベースや辞書・事典類を用いて、自身で知らべておくこと
が重要です。

教科書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめます
ので、特に教科書は指定しませんが、授業のはじめに参考図書を紹介
します。

参考書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめます。
各時代のトピックごとに必要に応じて参考図書を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーや、レポートについて、必要に応じ全体に向
けてコメントする。コメントは、基本的に講義のなかで伝える。

成績評価の方法

中間レポート（「小論文」）または中間テスト35％、授業への貢献度
30％、期末レポート（「小論文」）または期末試験35％
上記各項目における得点取得が必須

その他

作品を鑑賞（放映・配信を含む）した上での鑑賞レポート（小論文）
の提出を求める場合があります。鑑賞が設定された場合には、積極的
に視聴してください。
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785_14G08601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東洋思想研究Ａ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

主として中国の思想をとりあげ，その鍵となる概念について解説す
る。概念の歴史的な意味，またその意味の変化を解説するとともに，
その概念が現代においてもつ哲学的な可能性についても検討する。春
学期は，世界をめぐる諸概念をとりあげる。東アジアの伝統思想を繙
く際に頻出する概念について，一定の知識を得て，その可能性につい
て考察できる力を養うのが目標。

授業内容

第�回 『易』のしくみ
第�回 天
第�回 理と天理
第�回 天と理と天主
第�回 一
第�回 無
第�回 道
第	回 自然
第
回 気，陰陽
第10回 五行
第11回 気と芸術
第12回 鬼神
第13回 人と禽獣
第14回 東洋思想と形而上学

履修上の注意

本授業は哲学専攻の専攻選択科目であるが，他専攻の学生の履修も
歓迎する。なお，科目名称の類似する「東洋思想史A」は共通選択科
目なので注意すること。
なお、来年度は、「東洋思想の基本概念」という科目名称に変更さ

れ、内容も一部変更される予定。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回一つのテーマについて講義をするが，それぞれのテーマは互い
に関連し合っているので，前回までのプリントの内容を振り返った上
で，次の授業に臨むこと。

教科書

PDF資料をOh-o! Ｍｅｉｊｉを通して配布する。

参考書

『中国思想文化事典』（東京大学出版会，2001）

課題に対するフィードバックの方法

毎回、質問・感想をOh-o Meijiを介して受け付け、次回の講義で回
答する。

成績評価の方法

学期末レポート70％，原則毎授業ごとに提出してもらう課題30％。

その他

786_14G08701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東洋思想研究Ｂ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

主として中国の思想をとりあげ，その鍵となる概念について解説す
る。概念の歴史的な意味，またその意味の変化を解説するとともに，
その概念が現代においてもつ哲学的な可能性についても検討する。秋
学期は，人間の徳性や心身をめぐる諸概念をとりあげる。東アジアの
伝統思想を繙く際に頻出する概念について，一定の知識を得て，その
可能性について考察できる力を養うのが目標。

授業内容

第�回 『論語』の諸概念
第�回 仁
第�回 仁と義と利
第�回 礼
第�回 礼と法
第�回 名
第�回 孝
第	回 身体
第
回 命
第10回 性
第11回 仏性
第12回 欲
第13回 善と悪
第14回 東洋思想と倫理学

履修上の注意

本授業は哲学専攻の専攻選択科目であるが，他専攻の学生の履修も
歓迎する。なお，科目名称の類似する「東洋思想史B」は共通選択科
目なので注意すること。
なお、来年度は、「東洋思想の古典を読む」という授業に改編され、

内容も大きく変更される予定。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回一つのテーマについて講義をするが，それぞれのテーマは互い
に関連し合っているので，前回までのプリントの内容を振り返った上
で，次の授業に臨むこと。

教科書

PDF資料をOh-o! Ｍｅｉｊｉを通して配布する。

参考書

『中国思想文化事典』（東京大学出版会，2001）

課題に対するフィードバックの方法

毎回、質問・感想をOh-o Meijiを介して受け付け、次回の講義で
回答する。

成績評価の方法

学期末レポート70％，原則毎授業ごとに提出してもらう課題30％。

その他
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787_14H19401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東洋思想史Ａ 胡 セ イ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
・今日に至る東洋思想の基本枠を定めた中国伝統哲学を中心に、古代中国
哲学の成立と展開とを概観する。
・できるだけ実際の資料や作品（邦訳）に即して紹介するので、受講者は
テクストを読みながら自分自身で考えてみること。
・一般教養科目としてすべての学生に受講できるように配慮する。特段の
予備知識は不要。

【到達目標】
・古代中国哲学に関する基本的な理解を得る
・中国哲学上の基本概念のいくつかを身につける（礼、天人合一、道、
性、天下など）

授業内容

第�回 イントロダクション：中国哲学史の起源
第�回 孔子以前の思想
第�回 孔子
第�回 老子
第�回 墨子
第�回 孟子
第�回 荘子
第	回 荀子
第
回 董仲舒と王充
第10回 王弼と郭象
第11回 仏教との対決
第12回 礼とは何か
第13回 天人関係
第14回 まとめの回

履修上の注意

・�回目の授業では進め方や成績評価の方法などについて紹介するので、
必ず出席すること。
・�/�以上無断欠席した場合は単位認定しませんので、ご注意ください。
・シラバスはあくまで目安です。実際の授業内容は進度によって変動する
可能性があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布する資料や文献は各自が熟読する。

教科書

授業中に資料を配付する。

参考書

授業中に適宜に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験100％（感染状況等によってレポートに変更する場合がある）。

その他

788_14H19501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東洋思想史Ｂ 水 野 博 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は中国思想史のうち，いわゆる「諸子百家」（孔子・孟子を除く）について概観します。
春秋・戦国時代に登場した諸子百家の思想は，儒教が覇権を握った後漢以降の中国では長らく異端とされ，影を潜めました。

しかし儒教の力が弱まった近代においてその影響力を復活させ，今では中国思想の欠くべからざる要素として認識されていま
す。
本授業は，諸子百家の主要な主張，その歴史的・社会的背景，およびその後世への影響や日本との関わりについて，基礎知

識を付与することを目標とします。

授業内容

第�回：オリエンテーション
� シラバスの解説
� 諸子百家とは何か
第�回：墨子�

� 墨家集団
� 墨家の平和論：兼愛・非攻
� 墨家の組織論：尚賢・尚同
第�回：墨子�

� 墨家の儒家批判：節葬・非楽・非命
� 「科聖」墨子と西学中源説
第�回：荀子�

� 荀子の経歴と時代背景
� 荀子と法家
� 性悪説
第�回：荀子�

� 天人の分
� 後世の荀子評価
第�回：法家�

� 西洋の法と中国の「法」
� 韓非子以前の法家：商鞅・慎到・申不害
第�回：法家�

� 韓非子について
� 韓非子の儒家批判
� 韓非子の人間不信
第	回：中間試験＋法家�

� 韓非子の「術」
� 法治の実態
� 秦の後の法治
第
回：兵家�

� 孫子登場の背景：戦争形態の変化
� 『孫子』兵法のエッセンス
第10回：兵家�

� 『孫子』以外の兵書
� 軍事と占い
� 武人の地位
第11回：道家�
� 老子と荘子
� 『老子』と「道」
第12回：道家�
� 『老子』の儒家批判
� 『老子』の政治論
第13回：道家�
� 『荘子』における死
� 万物斉同と物化
第14回：道家�
� 黄老思想と『荘子』の政治論
� 道家から道教へ

履修上の注意

・中国思想史の中核は儒教（儒家）であり，諸子百家も儒教を意識しながら立論しています。本授業でもしばしば儒教（特に
孔子・孟子）との対比を行いますので，儒教についての基礎概念・知識を持っていたり，あるいは並行して学習するのが望ま
しいです（本授業内でも多少は儒教について触れます）。
・中国史の大まかな流れについて，高校世界史程度の基礎知識があると望ましいです（入試問題が解ける必要はありません）。
・漢文書き下し文が抵抗なく読めると望ましいです（漢文の原文は読みません）。

準備学習（予習・復習等）の内容

中間試験・期末試験は授業資料に基づいて出題されるので，毎回の授業後に復習を念入りに行って頂くと試験対策になります。

教科書

初回授業を除き，紙の資料は配布しません。Oh-o!Meijiを通じて毎回事前にpdf資料を配布します。それをPCやタブレット端
末にダウンロードしたり，印刷したりして，各自のスタイルに合った形で学習に役立ててください。授業にPCやタブレット端
末を持ち込んで，それでノートを取ったりしても構いません。
ただし中間試験・期末試験においては，紙媒体の資料（授業資料やオリジナルのプリントなど）を持ち込み可とする予定で
す。計画的に資料の準備をしてください。

参考書

一般的な概説書や事典としては，以下のようなものがあります。
『中国思想文化事典』（東京大学出版会，2001）
湯浅邦弘『諸子百家』（中公新書，2009）
『中国文化史大事典』（大修館書店，2013）
『中国思想基本用語集』（ミネルヴァ書房，2020）
その他の文献は，授業資料の中で示されます。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のコメントには，可能な限りフィードバックを行います。

成績評価の方法

平常点（コメントペーパー）：20%
中間試験：15％
期末試験：65%
ただし評価方法や評価の割合は，今後の社会情勢によって変化する可能性があります。

その他
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789_14H19901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東洋の宗教 青 柳 英 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、東洋の宗教として特に仏教を取り上げる。仏教はイ
ンド発祥の宗教だが、東アジアの広い地域に伝播し、極めて多様な思
想を展開させた。日本の場合は古くから大乗仏教を受容し、その中で
も浄土教が広く支持された点に特徴が見られる。そこでこの授業では、
仏教思想の基本を概説すると共に、インド・中国を経て日本に至る浄
土教思想の歴史を俯瞰する。
具体的には、仏教の開祖であるガウタマ・シッダールタの生涯から
始め、大乗仏教と浄土教の成立、中国における浄土教思想の展開、日
本における浄土教思想の独特の深化について、時代を追いながら解説
する。浄土教思想史の概要を把握してもらうことが、この授業の到達
目標である。

授業内容

第�回：導入─仏教成立の背景─
第�回：原始仏教の思想
第�回：大乗仏教と浄土教
第�回：中国浄土教①─中国への仏教伝来─
第�回：中国浄土教②─『観無量寿経』の登場─
第�回：中国浄土教③─別時意説─
第�回：中国浄土教④─善導の念仏理解─
第	回：日本浄土教①─日本への仏教伝来─
第
回：日本浄土教②─法然の思想─
第10回：日本浄土教③─法然の歴史的意義─
第11回：日本浄土教④─親鸞の念仏理解─
第12回：日本浄土教⑤─親鸞の回向理解─
第13回：日本浄土教⑥─悪人正機の思想─
第14回：日本浄土教⑦─まとめ─

履修上の注意

仏教用語は基本から丁寧に解説するので、初心者も安心して受講し
てほしい。また、この授業は文献講読ではないので、サンスクリット
語やパーリ語、漢文に対する特別な素養も必要ない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の内容を振り返り、不明な部分があれば質問すること。次の回の
内容について、参考書や資料に目を通しておくこと。

教科書

特に定めない。

参考書

『岩波仏教辞典』（岩波書店）
『初期仏教』馬場紀寿（岩波書店）
『東アジア仏教史』石井公成（岩波書店）
『浄土教思想史講義』平岡聡（春秋社）

課題に対するフィードバックの方法

授業中に適宜行う。

成績評価の方法

平常点50％、期末試験50％で評価する。

その他

790_14H21701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

統計学 齊 藤 和 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義では，統計学の基本的な考え方と知識について学ぶ。
昨今の世の中には様々なデータが溢れているが，同時にそうした
データを正しく扱い，客観的な判断を下す力が求められている。「統
計学」とは，そうしたデータを理解する際に役に立つ学問といえる。
しかし，「統計」という言葉を聞くと複雑な数式などを思い浮かべて
しまいやすく，「難しそう」「とっつきにくい」と感じる人が少なくな
いかもしれない。本講義では，そうした先入観を持たずにデータを考
えることができるようになるため，より基礎的な内容から少しずつ
扱っていく予定である。

授業内容

�．イントロダクション
�．統計学とは
�．データを集める
�．データの種類を考える
�．データをまとめる
�．データを理解する
�．a：中間まとめ，b：中間テスト
	．確率で考える

．確率を考える
10．統計的に考える
11．データの関連について考える
12．集団の違いを考える
13．連続するデータの変化を考える
14．まとめ

履修上の注意

成績評価のために課題を設定するので，期日までに提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時間以外でも学習内容を実践することが，復習・予習となるた
め重要である。日常生活でも，データを扱うニュースや話を見聞きす
る際に学びを活かせるよう意識していってほしい。

教科書

特に指定しない。講義内容をまとめたプリントを配布するので，整
理・保管するためのバインダーかファイルを用意しておくとよい。

参考書

西村純一・井上俊哉『これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計
法』ナカニシヤ出版（2016）
吉田寿夫『本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初
歩の統計の本』北大路書房（1998）
小島寛之『完全独習 統計学入門』ダイヤモンド社（2006）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題（50%），授業への参加度（30%），中間テスト（20%）

その他

特になし
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791_14F62901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東南アジア史Ａ 工 藤 裕 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中国とインドの間に位置する東南アジアは、さまざまな文化や宗教、言語、
民族が交じり合う多様性に富む地域です。近年のめざましい経済成長は多く
の注目を集め、日本との結びつきも深まっています。現在東南アジアにある
11の国々は多くが第二次世界大戦後に誕生し、その形成過程には欧米による
植民地支配や日本の占領が大きく関わっています。それぞれの地域に国民が
生まれ、国家が形成されていく過程と、国家誕生後の脱植民地化の道程、現
在抱えている問題を、歴史的な視点から考えてみましょう。
授業では、（�）東南アジアの多様性を理解し、国家形成の過程や社会の変容
について歴史的な知識を深めること、（�）東南アジアの現代までの歴史的な
変遷を世界史の大きな流れの中に位置付け、グローバルな視点とミクロな視
点の双方から地域の特徴を理解すること、を目指します。

授業内容

�回 はじめに：授業の進め方、成績評価の方法について
�回 東南アジア概観：自然、民族、宗教、国家
�回 港市国家と交易の時代
�回 東南アジアの再編とヨーロッパ勢力の伸長
�回 植民地国家の形成と経済発展
�回 都市の発展と人の移動
�回 ナショナリズム運動の展開
	回 第二次世界大戦と日本の支配

回 独立国家の誕生
10回 冷戦構造と社会主義体制
11回 工業の発展と開発体制
12回 ASEANと地域統合
13回 経済危機と民主化への道のり
14回 まとめと展望

履修上の注意

毎回の授業で課題を提示します。授業終了時にその課題に対するコメントや
感想を提出してください。質問があれば併せて記入してください。次回の授
業でフィードバックします。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業のレジュメを事前に配布するので事前に目を通し、分からない用語など
を調べておいてください。授業後はレジュメやノートを見直して、内容を整
理しておきましょう。
各回のテーマに沿った参考文献を紹介します。理解を深めるために積極的に
読んでください。

教科書

特に指定しません。

参考書

石井米雄・桜井由躬雄編.『東南アジア史I 大陸部』（山川出版社）1999.
池端雪浦編.『東南アジア史II 島嶼部』（山川出版社）1999.
加納啓良『東大講義東南アジア近現代史』（めこん）2012.
岩崎育夫『入門 東南アジア近現代史』（講談社）2017.

その他、授業ごとに関連する参考書を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（毎回のコメントシートと授業への積極的な参加） 30％
試験 70％

その他

原則的に対面で行いますが、オンデマンドによるオンライン授業を数回取り
入れる可能性があります。詳細は初回授業時に説明します。

792_14F63001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東南アジア史Ｂ 工 藤 裕 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

春学期の授業（東南アジア史A）を踏まえ、東南アジア人々の生活や移動、国家と
の関係、日本と東南アジア、モノの生産や流通に関して特定のテーマを取り上げ、
社会や文化、経済の歴史的な変遷を検討します。東南アジアの特質ともいえる外の
世界とのかかわりに注目しながら、その社会の成り立ちを歴史的に捉えることは、
現代を理解することもつながります。日本との関係では、企業の進出や政府の援助
支援事業も活発に行われており、政治経済面でのつながりの強い東南アジアとの関
係の歴史について理解を深めることは、現地の人々と交流する上でも重要です。
この授業では、特定の事象やモノから見えてくる地域の歴史を、世界の動きと結
びつけて理解すること、東南アジアで現在生じている諸問題について、歴史的な理
解に基づいて考察する力をつけることを目指します。

授業内容

�回 はじめに：授業の進め方、成績評価の方法について
�回 東南アジアの人々（�）：多民族社会と国民統合
�回 東南アジアの人々（�）：中央と周縁の人々
�回 東南アジアの人々（�）：文化の媒介者
�回 人の移動（�）：外来系住民と現地社会
�回 人の移動（�）：交通の発展
�回 日本と東南アジア（�）：交易の時代の交流
	回 日本と東南アジア（�）：明治・大正期の経済進出

回 日本と東南アジア（�）：第二次世界大戦から戦後
10回 モノの生産と流通（�）：コメの生産と域内貿易
11回 モノの生産と流通（�）：砂糖と世界市場
12回 モノの生産と流通（�）：鉱物資源と近代産業
13回 モノの生産と流通（�）：プランテーションの変遷
14回 まとめと展望：世界のなかの東南アジア

受講人数により、発表やディスカッションを適宜取り入れます。理解度や受講者の
関心に応じて、シラバスの内容を変更することもあります。

履修上の注意

必須ではありませんが、東南アジア史Aの履修を前提に授業を進めます。
毎回の授業で課題を提示します。授業終了時にその課題に対するコメントや感想を
提出してください。質問があれば併せて記入してください。次回の授業でフィード
バックします。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業のレジュメを事前に配布するので事前に目を通し、分からない用語などを調べ
ておいてください。授業後はレジュメやノートを見直して、内容を整理しておきま
しょう。
各回のテーマに沿った参考文献を紹介します。理解を深めるために積極的に読んで
ください。

教科書

特に指定しません。

参考書

アンソニー・リード（太田淳・長田紀之監訳）『世界史の中の東南アジア 歴史を変
える交差路』上・下、（名古屋大学出版会）2021.
弘末雅士『海の東南アジア史─港市・女性・外来者（ちくま新書）』(筑摩書房)
2022.

その他、授業ごとにテーマに関連する参考書を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（毎回のコメントシートや授業への積極的な参加） 30％
期末レポートまたは試験 70％

その他

原則的に対面で行いますが、オンデマンドによるオンライン授業を数回取り入れる
可能性があります。詳細は初回授業時に説明します。
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793_14F60301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

都市地理学Ⅰ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

都市は，その時代の新技術をもとに人が集まり，より安全に快適に生
活するための発明である。そしてそこには，さまざまな権力関係，支
配や差別・排除といった広義の社会関係が渦巻いており，人びとが新
たに実現可能な秩序を創造しようとしてきた歴史がある。本講義の前
半では，都市を取り巻く社会・経済・政治・技術の在り様から都市の
変遷を追究するとともに，都市形成のメカニズムについて考えていく。
また後半では，今日，我われの眼前に現れている都市の景観や構造を
さまざまな視点から読み解くことで，都市が抱える今日的な問題につ
いて考えていく。

授業内容

Ⅰ．都市の発達
第�回 都市の地理学
第�回 都市の成立と発達
第�回 都市化とスラム
第�回 理想都市の構想
第�回 人口の集中と都市の拡大
第�回 郊外の成熟と発達
第�回 大都市の空洞化と再生
第	回 新しい都市計画の論理
第
回 持続可能なまちづくり
Ⅱ．都市の現在
第10回 ポストフォーディズムの都市
第11回 情報化と都市
第12回 社会の分極化と都市
第13回 国際化と都市
第14回 人口の少子高齢化と都市

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用するＰＰＴスライドを，授業開始までにクラスウェブに
アップロードするので，各自ダウンロードされたい。
授業中の資料配布は行わない。

教科書

特定の教科書は用いない。必要な参考書を授業中に随時紹介する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�回程度のレポート課題を課す。すべての課題を提出するのが合格の
必要条件である。
ちなみに過年度の評価は，S（17.0%），A（22.3%），B（29.8%），C
（17.0%），F（13.8%）

その他

794_14F60401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

都市地理学Ⅱ 川 口 太 郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

都市の空間には，さまざまな特徴を持つ場所がモザイクのように散りばめら
れていて，それでいて一つの有機体のように統合的に機能している。つまり
固有の機能をもった場所同士が互いに結びつくことによって，都市全体の相
貌を形づくることになるが，個々の場所の位置や特性，他の場所との関係性
が全くの偶然に支配されているわけではない。そこには何らかの必然があり，
脈々と流れる場所の水脈のなかで，人びとが作為をもって働きかけた痕跡が
複層的に蓄積されている。本講義では，東京を題材にして，注意深く街を読
み解くことでその痕跡を見出すとともに，その連続的な継起のもとに今日の
景観が形成されていることを示していく。街の在り様を深く考える地理的洞
察力と，それに基づいて地域をより良くデザインする構想力を身につけても
らいたい。

授業内容

Ⅰ．江戸の空間人類学
第�回 江戸の原型
第�回 江戸の街づくり
第�回 江戸の街と暮らし

Ⅱ．近代国家の帝都東京
第�回 文明開化の東京改造
第�回 東京は江戸を超えて
第�回 明治の東京・暮らしと住まい
第�回 近代都市「大東京」の成立
第	回 モダン東京の繁栄
第
回 近代家族のモダンライフ
Ⅲ．首都東京から世界都市TOKYOへ
第10回 首都建設と首都圏整備
第11回 高度成長と首都改造
第12回 戦後中流社会の繁栄
第13回 郊外住宅地の発達と家族の住まい
第14回 東京の都市再生

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用するＰＰＴスライドを，授業開始までにクラスウェブにアップ
ロードするので，各自ダウンロードされたい。
授業中の資料配布は行わない。

教科書

特定の教科書は使用しない。参考書を授業中に随時紹介する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�回程度のレポート課題を課す。すべての課題を提出するのが合格の必要条
件である。
ちなみに過年度の評価は，S（14.5%），A（27.3%），B（32.7%），C（18.2%），F
（7.3%）

その他
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795_14H10801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日韓比較文学 金 任 仲

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日韓比較文学は、日韓両国の文学・文化の相互関係について、その交流の
歴史を文学作品や文化遺産などを通して跡付ける研究であると言える。そ
の中で、中世文学の絵巻・伝記・説話集において、新羅僧である元暁・義
湘の思想と言説が、どのように受け止められ、日本の思想文化の形成にい
かなる影響を及ぼしていたか、明恵と元暁・義湘との関連を文献資料に基
づき、日韓比較文学について必要な知識を学ぶ。

授業内容

具体的には、明恵と元暁・義湘の伝記に関する基礎的知識を解説し、彼ら
の出家と仏教説話を考察する。また、明恵と元暁・義湘との関連につい
て、高山寺関連資料・絵巻・説話集・史書、韓国の『三国遺事』・『三国史
記』など、日韓両国の資料を多様に援用しながら比較分析し、日本中世文
学における仏教説話の受容の形態を考察する。
第�回：明恵の出家と遁世
第�回：『華厳縁起』の成立と伝来
第�回：絵巻の筆者
第�回：元暁絵・義湘絵制作の背景
第�回：新羅僧元暁の伝記
第�回：新羅僧義湘の伝記
第�回：明恵と元暁との関係
第	回：元暁の入唐放棄と開悟
第
回：明恵の印度渡航の断念
第10回：明恵の捨身行
第11回：義湘と善妙の説話
第12回：浮石寺の創建縁起
第13回：明恵周辺の女性たち
第14回：善妙寺の尼僧・まとめ
以上のように講義を進める予定であるが、順序や内容に変更もあり得

る。

履修上の注意

質問や意見は、講義後に受け付けるが、できれば毎回配布する「出席カー
ド」の裏面に書いて提出してほしい。次の講義に必ず回答する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に絵巻の該当箇所の詞書釈文を読み、次回の授業内容に関する詞書釈
文の意味について仏教辞典等で調べること。復習として、絵巻及び参考書
の該当箇所を読んで理解すること。

教科書

特に定めない。
（続日本の絵巻『華厳宗祖師絵伝（華厳縁起）』、中央公論社、1990年）。

参考書

奥田勲『明恵─遍歴と夢』（東京大学出版会、1978年）、河合隼雄『明恵、
夢を生きる』（京都松柏社、1987年）。他の参考文献は、必要に応じて講義
の際に紹介・解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（30％）、レポート（20％）、期末試験（50％）にして総合的に評価
する。

その他

授業中に配布されたプリント類は重要であり、ファイルにして必ず授業の
際にすべて持参すること。
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796_14H03901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本の伝統と文化Ａ 阿 部 光 麿

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「人として」と「人間だから」。この日常的に用いられる二つの言葉は、いずれも
“人間らしさ”を指し示すものだが、前提とする世界は全く異なる。社会秩序を有する
点に人と動物との違い、すなわち人間の独自性を見出す前者に対して、後者は人間
の力を超越した存在、或いは完全な存在を認めた上で、人間を非力な、不完全な存
在として捉えるものである。日本の伝統と文化の底に流れる二つの人間観は、如何
なる経緯を経て今日に至るのか。本科目では、自らの価値観を自覚する為の言葉、
思考の枠組みを日本にもたらした儒学に注目する。
古代中国に生まれ、宋代における朱子学の登場に至って一層の発展を遂げた儒学
とは、まさしくヒトが「人として」生きることを求める思想である。日本において
は江戸時代、中国とは社会体制も習俗も、地理的歴史的文脈も大きく異なる中で、
この儒学、特に朱子学と向き合うことを通じて、特筆すべき思想家が陸続と登場し
た。その中から山崎闇斎、中江藤樹、伊藤仁斎について取り上げ、それぞれの問題
意識に前者の世界、すなわち「人として」の世界を選んだ先人の格闘を見るもので
ある。
日本の伝統と文化に関わる基礎知識を得るとともに、伝統的価値観についての理

解を深めることを到達目標とする。

授業内容

第�回：“人間らしさ”──人間の独自性とは
第�回：儒学の基本的価値観
第�回：礼とは──人間の内面と外面
第�回：聖人可学──近世儒学の問題意識
第�回：朱子学という思想
第�回：日本における儒学受容の光景
第�回：近世儒学の本格的受容
第	回：山崎闇斎──朱子学と神道
第
回：山崎闇斎──日本と中国
第10回：王陽明が説く一つのこと
第11回：中江藤樹──時処位の論
第12回：伊藤仁斎と朱子学──学問の実効性をめぐって
第13回：伊藤仁斎と朱子学──古典解釈という発信方法
第14回：ａ）まとめ ｂ）期末試験と解説

履修上の注意

本科目は講義形式の授業である。Oh-o! Meiji クラスウェブの機能を用いて、随時
の案内、講義資料のPDFファイルでの配付、状況に応じて講義動画の配信等を行う
（主要な資料はプリントでの配付も行うが、補足資料はPDFファイルのみとする）。
履修に当たって、儒学についての予備知識は問わない。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、教科書として挙げた文献を読み進めていることを求める。事後
には配付資料、教科書等を読み返して不明な点の有無を確認すること。資料所載の
文献については、関心に応じて引用箇所の前後も読んでみることが有効である。相
応の時間を要する。

教科書

土田健次郎『江戸の朱子学』筑摩選書（筑摩書房）

参考書

土田健次郎『儒教入門』（東京大学出版会）
垣内景子『朱子学入門』（ミネルヴァ書房）
山本正身『伊藤仁斎の思想世界』慶應義塾大学三田哲学会叢書（慶應義塾大学三

田哲学会）

課題に対するフィードバックの方法

期末試験を実施した直後に解説を行う。

成績評価の方法

期末試験の点数に受講状況を加味して行う（期末試験90％、受講状況10％）。
期末試験は一連の講義内容について問うものを予定しており、受講状況は、講義
後のコメントシート等を判断材料とする。

その他

797_14H04001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本の伝統と文化Ｂ 阿 部 光 麿

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「人として」と「人間だから」。この日常的に用いられる二つの言葉は、い
ずれも“人間らしさ”を指し示すものだが、前提とする世界は全く異なる。社
会秩序を有する点に人間の独自性を見出す前者に対して、後者は人間の力を
超越した存在、或いは完全な存在を認めた上で、人間を非力な、不完全な存
在として捉えるものである。本科目では、思想史上の転機となった儒学者・
荻生徂徠、後者の世界を描いて儒学と対峙する国学者・本居宣長の人間観と
世界観に注目する。また、時に表面化する儒学的士道と武士の感覚（武士
道）との距離感や、中国や欧米の強国と向き合う中で彼らが自覚していく日
本の独自性など、日本特有の問題についても取り上げる。
日本の伝統と文化に関わる基礎知識を得るとともに、江戸時代にみられる

人間観の諸相について理解を深めることを到達目標とする。

授業内容

第�回：「聖人可学」を掲げる世界
第�回：お天道さま──人間の担う責任をめぐって
第�回：人為と天道──仁斎の憂慮と藤樹の教導
第�回：荻生徂徠の礼楽制作論
第�回：荻生徂徠──歴史観と危機感と
第�回：荻生徂徠──古文辞学の視点
第�回：転機としての荻生徂徠──本居宣長と徂徠学
第	回：中華的世界観と日本
第
回：国学の描く“人間らしさ”

第10回：赤穂事件評の諸相
第11回：武士の感覚──人材観の分岐点
第12回：幕末における危機感──佐久間象山の問題意識
第13回：“日本らしさ”と“人間らしさ”──会沢正志斎の「国体」論
第14回：ａ）まとめ ｂ）期末試験と解説

履修上の注意

本科目は講義形式の授業である。Oh-o! Meiji クラスウェブの機能を用い
て、随時の案内、講義資料のPDFファイルでの配付、状況に応じて講義動画
の配信等を行う（主要な資料はプリントでの配付も行うが、補足資料はPDF
ファイルのみとする）。
春学期の「日本の伝統と文化Ａ」に引き続いての履修が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、教科書として挙げた文献を読み進めていることを求め
る。授業初回の際には第三章までを読了していること。事後には配付資料、
教科書等を読み返して不明な点の有無を確認すること。資料所載の文献につ
いては、関心に応じて引用箇所の前後も読んでみることが有効である。相応
の時間を要する。

教科書

土田健次郎『江戸の朱子学』筑摩選書（筑摩書房）

参考書

土田健次郎『儒教入門』（東京大学出版会）
菅野覚明『武士道の逆襲』講談社現代新書（講談社）

課題に対するフィードバックの方法

期末試験を実施した直後に解説を行う。

成績評価の方法

期末試験の点数に受講状況を加味して行う（期末試験90％、受講状況
10％）。
期末試験は一連の講義内容について問うものを予定しており、受講状況

は、講義後のコメントシート等を判断材料とする。

その他
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798_14A42901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本演劇史ⅠＡ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本では、伝統的な演劇、すなわち過去からの伝統を継承して上演されて
いる演劇と、現代的な演劇、すなわち日々の新しい事象を反映して生み出さ
れる現代劇が同時に存在している。日本の演劇について深く考察するには、
双方の演劇を理解することが必要であるが、本講義では、中世以来の伝統を
持つ能・狂言に焦点をあてて、舞台鑑賞を想定した入門的な授業を行う。こ
の講義を通して、受講者ひとりひとりが、伝統的な演劇にアプローチするた
めの基礎的な知識を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 伝統的な演劇「能・狂言」の特徴
第�回 能・狂言鑑賞入門�能・狂言の物語（「典拠」）
第�回 能・狂言鑑賞入門�能の上演ルール（カテゴリー）
第�回 能・狂言鑑賞入門�能の作品例
第�回 能・狂言鑑賞入門�能の表現の特徴�（「修辞」）
第�回 能・狂言鑑賞入門�能の表現の特徴�（「省略」の手法）
第�回 能・狂言鑑賞人門�狂言における「笑い」の表現（「誇張」の手法）
第	回 能・狂言についての考察（まとめ�）
第
回 能・狂言鑑賞入門� 能・狂言の劇場（能楽堂）
第10回 能・狂言鑑賞入門	 能・狂言の表現形式（物語の「型」─「夢幻

能」）
第11回 能・狂言鑑賞入門
 能・狂言の表現形式（身体表現の「型」）
第12回 能・狂言鑑賞入門10 能・狂言の舞台装置（能面・作リ物・装束）
第13回 能・狂言鑑賞入門11 能・狂言の音楽（囃子）
第14回 能・狂言についての考察（まとめ�）「現代演劇」と「伝統的演劇」

履修上の注意

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意します。過去のレジュメや資
料に戻り説明することもありますから、レジュメや資料には、毎回、きちん
と目を通しておいてください。また、「対面」での講義の場合には、各回で
配布されたプリントは、次回以降も持参してください。、日本演劇史ⅠBと
合わせて履習することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意しますが、レジュメや資料
の内容には、前後の講義につながる重要な項目が含まれます。したがって毎
回のレジュメや資料を丁寧に見直すことが、そのまま「予習」や「復習」に
なります。資料のなかに難しい言葉などがあれば、辞書や事典類を用いて、
自身で知らべておくことが重要です。

教科書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめますので、
特に教科書は指定しませんが、授業のはじめに参考図書を紹介します。

参考書

本講義では、各回ともレジュメを中心に授業をすすめますので、参考図書
は必須ではありません。しかし、自身の予習・復習のために、以下の参考図
書があるとより理解が深まるでしょう。その他の参考図書については、講義
の最初に紹介します。
西野春雄・竹西寛子『能・狂言・風姿花伝』 (新潮古典文学アルバム15)

新潮社

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーや、レポートについて、必要に応じ全体に向けてコ
メントする。コメントは、基本的に講義のなかで伝える。

成績評価の方法

中間レポート（「小論文」）または中間テスト35％、授業への貢献度30％、
期末レポート（「小論文」）または期末試験35％
上記各項目における得点取得が必須

その他

能・狂言等を鑑賞（放映・配信を含む）した上での鑑賞レポート（小論
文）の提出を求める場合があります。鑑賞が設定された場合には、積極的に
視聴してください。

799_14A43001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本演劇史ⅠＢ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本では、伝統的な演劇、すなわち過去からの伝統を継承して上演されて
いる「古典劇」と、現代的な演劇、すなわち日々の新しい事象を反映して生
み出される「現代劇」が同時に存在している。日本の演劇について深く考察
するには、双方の演劇を理解することが必要であるが、本講義では、中世以
来の伝統を持つ能・狂言に焦点をあてて、そのルーツを遡り、また、近代ま
での展開をおおまかにたどる。古代からの日本演劇の流れを概観することを
通して、受講者ひとりひとりが、伝統的な演劇について考えるための基本的
な知識を身につけて欲しい。

授業内容

第�回 舞踊や演劇のルーツ
第�回 古代の舞踊・演劇
第�回 中世の舞踊・演劇
第�回 芸能探訪（�）寺院で行われた芸能
第�回 芸能探訪（�）民間で行われた芸能
第�回 芸能探訪（�）伝統演劇と伝承形態
第�回 「伝統的演劇」についての考察（まとめ�）「演劇」と祭祀
第	回 能の誕生─「劇」の萌芽
第
回 能の作品と作者─世阿弥の作品（�）
第10回 能の作品と作者─世阿弥の作品（�）
第11回 能の作品と作者ー世阿弥の作品（�）
第12回 狂言の「笑い」と祝祷
第13回 近世から近代にかけての能・狂言（「伝統」とその展開）
第14回 「伝統的演劇」（「古典劇」）についての考察（まとめ�）「古典劇」

と「現代劇」

履修上の注意

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意します。過去のレジュメや
資料に戻り説明することもありますから、レジュメや資料には、毎回、きち
んと目を通しておいてください。また、「対面」での講義の場合には、各回
で配布されたプリントは、次回以降も持参してください。、日本演劇史ⅠA
と合わせて履習することを強く推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意しますが、レジュメや資料
の内容には、前後の講義につながる重要な項目が含まれます。したがって毎
回のレジュメや資料を丁寧に見直すことが、そのまま「予習」や「復習」に
なります。資料のなかに難しい言葉などがあれば、辞書や事典類を用いて、
自身で知らべておくことが重要です。

教科書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめますので、
特に教科書は指定しませんが、授業のはじめに参考図書を紹介します。

参考書

本講義では、各回ともレジュメを中心に授業をすすめますので、参考図
書は必須ではありません。しかし、自身の予習・復習のために、以下の参考
図書があるとより理解が深まるでしょう。その他の参考図書については、講
義の最初に紹介します。
天野文雄『現代能楽講義』 (大阪大学新世紀レクチャー)大阪大学出版会

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーや、レポートについて、必要に応じ全体に向けてコ
メントする。コメントは、基本的に講義のなかで伝える。

成績評価の方法

中間レポート（「小論文」）または中間テスト35％、授業への貢献度30％、
期末レポート（「小論文」）または期末試験35％
上記各項目における得点取得が必須

その他

能・狂言等を鑑賞（放映・配信を含む）した上での鑑賞レポート（小論
文）の提出を求める場合があります。鑑賞が設定された場合には、積極的に
視聴してください。
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800_14A43101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本演劇史ⅡＡ 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

歌舞伎・人形浄瑠璃を中心に、近世における演劇・芸能の成立と発展
について概説する。
適宜映像資料等を視聴して理解の助けとする。
日本の演劇史について基礎的な知識を修得し、伝統芸能の同時代の文
化としての価値を理解することを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 「伝統芸能」をめぐる諸問題
第�回 人形浄瑠璃の成立と発展（�）語り物の歴史
第�回 人形浄瑠璃の成立と発展（�）語り物の特色
第�回 人形浄瑠璃の成立と発展（�）人形操りの歴史と特色
第�回 人形浄瑠璃の表現の特質（�）時代物
第�回 人形浄瑠璃の表現の特質（�）世話物
第	回 歌舞伎の成立（�）前史
第
回 歌舞伎の成立（�）初期歌舞伎の様相
第10回 歌舞伎の成立（�）女方の成立
第11回 元禄期の歌舞伎（�）上方の和事
第12回 元禄期の歌舞伎（�）江戸の荒事
第13回 元禄期の歌舞伎（�）戯曲・演技・演出の発展
第14回 ａ：まとめ、ｂ：試験

履修上の注意

合わせて「日本演劇史IIＢ」を履修することが望ましい。
毎回リアクションペーパーの提出を課し、成績評価の一部とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
できれば歌舞伎をはじめ、人形浄瑠璃、能楽、演芸などの伝統芸能
を、劇場または配信で見物する機会をもってもらいたい。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

いずれも授業で直接には使用しないが参考までに。
『岩波講座 歌舞伎・文楽』鳥越文蔵他編（岩波書店）
『日本芸能史』芸能史研究会編（法政大学出版局）
『ちゃぶ台返しの歌舞伎入門』矢内賢二（新潮社）

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーに対する回答・講評を翌週の授業で行う。

成績評価の方法

期末試験60％、授業への参加度40％（リアクションペーパーの内容を
含む）。

その他

801_14A43201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本演劇史ⅡＢ 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

歌舞伎を中心に、近世における演劇・芸能の成立と発展について概説
する。
特に舞台機構の発達等を背景とする歌舞伎の発展について、周辺文化
にも触れながら講義を行う。
適宜映像資料等を視聴して理解の助けとする。
日本の演劇史について基礎的な知識を修得し、日本の演劇・芸能の表
現の特質について理解することを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 歌舞伎の舞台機構（�）歴史的変遷
第�回 歌舞伎の舞台機構（�）演出の特色
第�回 歌舞伎の舞台機構（�）舞台における効果
第�回 歌舞伎と人形浄瑠璃の交流
第�回 近世中期の歌舞伎
第�回 鶴屋南北（�）時代背景
第	回 鶴屋南北（�）作劇の特色
第
回 鶴屋南北（�）作品鑑賞
第10回 鶴屋南北（�）作品鑑賞
第11回 落語の成立
第12回 落語の発展
第13回 落語の表現の特質
第14回 ａ：まとめ、ｂ：試験

履修上の注意

合わせて「日本演劇史IIＡ」を履修することが望ましい。
毎回リアクションペーパーの提出を課し、成績評価の一部とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
できれば歌舞伎をはじめ、人形浄瑠璃、能楽、演芸などの伝統芸能
を、劇場または配信で見物する機会をもってもらいたい。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

いずれも授業で直接には使用しないが参考までに。
『岩波講座 歌舞伎・文楽』鳥越文蔵他編（岩波書店）
『日本芸能史』芸能史研究会編（法政大学出版局）
『ちゃぶ台返しの歌舞伎入門』矢内賢二（新潮社）

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーに対する回答・講評を翌週の授業で行う。

成績評価の方法

期末試験60％、授業への参加度40％（リアクションペーパーの内容を
含む）。

その他
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802_14A43301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本演劇史ⅢＡ 矢 内 賢 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

幕末から明治期における演劇・芸能の発展について概説する。
演劇改良の動きや新派劇の台頭に対して、歌舞伎の作者・役者・観
客・興行師等がどのように反応し、近代劇の確立への道程が用意され
ていったかを検討する。
日本の演劇史について基礎的な知識を修得し、演劇という表現の特質
や、演劇及び周辺文化と社会との関わりを理解することを目標とす
る。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 河竹黙阿弥の事績（�）
第�回 河竹黙阿弥の事績（�）
第�回 演劇改良（�）
第�回 演劇改良（�）
第�回 九代目市川団十郎の事績
第�回 「活歴」の特色と意義
第	回 五代目尾上菊五郎の事績
第
回 「散切物」「際物」の特色と意義
第10回 歌舞伎と「西洋」
第11回 書生芝居の成立
第12回 川上音二郎の事績
第13回 新派劇の発展
第14回 ａ：まとめ、ｂ：試験

履修上の注意

「日本演劇史IIＡ」「日本演劇史IIB」を履修しておくことが望ましい。
合わせて「日本演劇史IIIＢ」を履修することが望ましい。
毎回リアクションペーパーの提出を課し、成績評価の一部とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料や参考書による予習・復習を行い、不明点は可能な範囲で調
べること。
できれば歌舞伎をはじめ、人形浄瑠璃、能楽、演芸などの伝統芸能
を、劇場または配信で見物する機会をもってもらいたい。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

いずれも授業で直接には使用しないが参考までに。
『岩波講座 歌舞伎・文楽』鳥越文蔵他編（岩波書店）
『日本芸能史』芸能史研究会編（法政大学出版局）
『明治キワモノ歌舞伎 空飛ぶ五代目菊五郎』矢内賢二（白水社）
『明治、このフシギな時代 �・�・�』矢内賢二編（新典社）

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーに対する回答・講評を翌週の授業で行う。

成績評価の方法

期末試験60％、授業への参加度40％（リアクションペーパーの内容を
含む）。

その他

803_14A43401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本演劇史ⅢＢ 伊 藤 真 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本の演劇は、近代以降、欧米の演劇からの影響を受けて大きく変化
した。現在上演されている「現代劇」の直接的なルーツを探ると、明治
後期に始まる「近代劇」の上演活動に至るであろう。本講義では、明治
末期以降に、西欧文化を摂取しつつ成長した日本の「近代劇」の様相
を、時代ごとのトピックを中心に探る。第二次世界大戦終結までの時代
において、日本の演劇が各時期の課題にどのように向き合ってきたの
か、その軌跡をふまえたうえで現代の演劇についても再考して欲しい。

授業内容

第�回 日本演劇の「近代」
第�回 自由劇場の成立−小山内薫の活躍
第�回 文芸協会の設立−坪内逍遙による演劇改革
第�回 帝国劇場の開場−国家と国民のための劇場
第�回 日本の「社会劇」−イプセンの受容と「女優」の登場
第�回 「民衆」のための演劇−島村抱月・松井須磨子と芸術座
第�回 文学者による戯曲とその上演̶「新歌舞伎」の世界
第	回 明治末から大正前期の日本演劇（まとめ�）
第
回 関東大震災後の東京の演劇
第10回 築地小劇場の設立̶翻訳劇の上演と近代劇の演技術
第11回 築地小劇場の展開̶創作戯曲の上演
第12回 新国劇と前進座−「大衆」のための演劇と「プロレタリア演

劇」
第13回 『劇作』派の演劇−岸田國士の演劇観
第14回 大正後期から昭和期の日本演劇（まとめ�）

履修上の注意

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意します。過去のレジュ
メや資料に戻り説明することもありますから、レジュメや資料には、毎
回、きちんと目を通しておいてください。また、「対面」での講義の場
合には、各回で配布されたプリントは、次回以降も持参してください。、
同時代日本演劇Aと合わせて履習することを推奨します。

準備学習（予習・復習等）の内容

ほぼ毎回講義のレジュメおよび参考資料を用意しますが、レジュメや
資料の内容には、前後の講義につながる重要な項目が含まれます。した
がって毎回のレジュメや資料を丁寧に見直すことが、そのまま「予習」
や「復習」になります。資料のなかに難しい言葉などがあれば、データ
ベースや辞書・事典類を用いて、自身で知らべておくことが重要です。

教科書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめますの
で、特に教科書は指定しませんが、各時代のトピックごとに参考図書を
紹介します。

参考書

基本的に講義のレジュメおよび参考資料を中心に授業をすすめます。
各時代のトピックごとに必要に応じて参考図書を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーや、レポートについて、必要に応じ全体に向け
てコメントする。コメントは、基本的に講義のなかで伝える。

成績評価の方法

中間レポート（「小論文」）または中間テスト35％、授業への貢献度
30％、期末レポート（「小論文」）または期末試験35％
上記各項目における得点取得が必須

その他

作品を鑑賞（放映・配信を含む）した上での鑑賞レポート（小論文）の
提出を求める場合があります。鑑賞が設定された場合には、積極的に視
聴してください。
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804_14F50301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本近世史 藤 方 博 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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805_14F17501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本近代戯曲研究Ａ 熊 谷 知 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では日本近代の中でも小山内薫に焦点を当て，彼の戯曲および
上演について時代を追って検証する。その際，同時代の関連する人物
や作品，時代背景を踏まえ，多面的に展開された日本近代演劇の動向
を探る。春学期では，自由劇場創始（1909年）頃から関東大震災発生
（1923年）頃までを扱う予定である。

授業内容

第�回 イントロダクション：日本近代と小山内薫
第�回 演劇改良運動
第�回 文芸協会と芸術座
第�回 自由劇場
第�回 新劇場�：小山内薫の洋行と山田耕筰
第�回 新劇場�：舞踊詩の試み
第�回 『緑の朝』�：市村座と六代目尾上菊五郎
第	回 『緑の朝』�：戯曲と上演の概要
第
回 『緑の朝』�：菊池寛『屋上の狂人』
第10回 宗教演劇の流行
第11回 『第一の世界』�：心霊主義の影響
第12回 『第一の世界』�：戯曲と上演の概要
第13回 『第一の世界』�：武者小路実篤『人間万歳』
第14回 まとめ

履修上の注意

戯曲や上演または関連する事象について，各自の意見や視座を持って
授業に臨んでほしい。その態度はコメントシートで評価する。
日本近代戯曲研究Bを継続して履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で配布するプリントは整理しておくこと。また，使用したスラ
イドを授業後に配信するので，コメント課題やレポート課題作成にあ
たって，適宜見直すこと。

教科書

特に定めない。授業で扱う作品は適宜，印刷して配布する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート課題60％，平常点（授業への参加度，コメント課題の内容
等）40％。

その他

スライドの文字の大きさ，マイクや映像資料の音量などが適切かどう
か注意しながら授業を進めるが，見え方や聞こえ方について気が付い
たことがあれば遠慮なく伝えてほしい。

806_14F17601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本近代戯曲研究Ｂ 熊 谷 知 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では日本近代の中でも小山内薫に焦点を当て，彼の戯曲および
上演について時代を追って検証する。その際，同時代の関連する人物
や作品，時代背景を踏まえ，多面的に展開された日本近代演劇の動向
を探る。秋学期では，関東大震災発生（1923年）後から日米開戦
（1941年）頃までを扱う予定である。

授業内容

第�回 イントロダクション：関東大震災後の演劇界
第�回 小山内薫と大阪
第�回 築地小劇場の始まり
第�回 『吉利支丹信長』�：小田春永から織田信長へ
第�回 『吉利支丹信長』�：岡本綺堂『増補信長記』
第�回 『吉利支丹信長』�：戯曲と上演の概要
第�回 『円タクの悲哀』�：表現主義の影響
第	回 『円タクの悲哀』�：戯曲と上演の概要
第
回 『国性爺合戦』�：小山内薫のソヴィエト訪問
第10回 『国性爺合戦』�：歌舞伎『国性爺合戦』鑑賞
第11回 『国性爺合戦』�：戯曲と上演の概要
第12回 小山内薫の死
第13回 その後の展開
第14回 まとめ

履修上の注意

戯曲や上演または関連する事象について，各自の意見や視座を持って
授業に臨んでほしい。その態度はコメントシートで評価する。
日本近代戯曲研究Aから継続して履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で配布するプリントは整理しておくこと。また，使用したスラ
イドを授業後に配信するので，コメント課題やレポート課題作成にあ
たって，適宜見直すこと。

教科書

特に定めない。授業で扱う作品は適宜，印刷して配布する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート課題60％，平常点（授業への参加度，コメント課題の内容
等）40％。
出席登録等の不正を行った者は成績評価の対象外とする。

その他

スライドの文字の大きさ，マイクや映像資料の音量などが適切かどう
か注意しながら授業を進めるが，見え方や聞こえ方について気が付い
たことがあれば遠慮なく伝えてほしい。
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807_14F50401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本近代史 岩 村 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ペリー来航を大きな契機とする明治維新と呼ばれる社会変動により、従来の制
度や文化、価値観など政治や社会の仕組みは大きく変容した。近代国家形成の
過程で、幕府、明治新政府、そして諸藩は多様な改革を実施していく。なかで
も、対外的危機感の高まりのなかで、軍制改革は中央政権や諸藩の主要な課題
であった。西洋的な価値観に基づく新技術の導入は、やがて武士身分の再編を
ももたらす画期ともなった。
本講義では、武士身分の大多数を包摂し、また明治維新期に政治的な影響力を
高めていった藩を中心に、当該期の政治変動のありようや身分制の再編につい
て考察する。そして、廃藩置県という藩の制度的廃止を経たのちの、旧藩を核
とする士族の結合やその後の処遇、地域とのかかわりについても追究していく。
第�回から第�回までは、幕末から明治維新期における藩をめぐる政治過程や
諸制度について概説する。第�回以降は、駿河国沼津藩（のち上総国菊間藩）
水野家を取り上げて、近代以降の藩の具体的な動向について理解を深めていく。
近世から近代の移行期を中心に、藩という視座を通じて日本の近代について学
ぶことが本講義の目標である。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：藩とは何か
第�回：幕末の政治改革と諸藩①
第�回：幕末の政治改革と諸藩②
第�回：維新政権の成立と諸藩
第�回：維新政権における諸藩の改革
第�回：沼津藩の概要
第	回：幕末政局のなかでの沼津藩
第
回：戊辰戦争の展開と藩の引っ越し
第10回：明治初年の改革と廃藩への過程
第11回：廃藩置県後の旧藩主家・旧藩士
第12回：旧藩社会の展開と旧藩士の立身出世
第13回：旧藩の社会的結合と地域
第14回：まとめと展望

履修上の注意

史料の読解能力は問わないが、史料の探し方や内容に関連する史料の解説など
も交えながら講義を進めていく。卒業論文の作成にあたり、史料を読解・解釈
する能力は不可欠であり、日頃から史料に慣れ親しんでおくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

わからない語句などがあれば、参考書・辞典などを用いて積極的に調べること。

教科書

特に定めない。適宜資料を配布する。

参考書

必要に応じて、授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業毎のリアクションペーパー（30％）および期末レポート（70％）により総
合的に評価する。

その他

受講生の関心や授業の進度により、講義内容は変更することがある。
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808_14F50501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本現代史Ⅰ 伊 勢 弘 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
第一次世界大戦後からアジア・太平洋戦争にいたる「日本現代史」をテーマ
として国内政治史と国際情勢を講義する。
・近代から現代への移行にはどのような意味があるのか？
・戦前日本はどのような国際環境の中で戦争を行ったのか？
・そして、どのような問題が今なお残されているのか？を学習する。

＜到達目標＞
�、「現代」の国際秩序について理解・説明できる。
�、戦前日本の政治・軍事・外交について多面的な分析ができる。
�、日本の戦争責任がなぜ問われるのかについて理解・説明できる。
�、専門的知識を獲得したうえで、現在の社会問題を考えていくことができ
る。

授業内容

第�回 ：「現代史」はいつからか？
第�回 ：ワシントン体制と新外交の岐路‐国共合作とは何であったか？
第�回 ：「世界の大勢」を巡る国家構想‐美濃部達吉・上杉愼吉・吉野作造
第�回 ：「二大政党制」と「統帥権の独立」‐デモクラシーの「勝利」か「限

界」か？
第�回 ：大衆社会化の胎動‐モダニズムと社会運動
第�回 ：満洲事変から国際連盟脱退へ‐世界秩序への挑戦
第�回 ：「挙国一致」と「国体明徴」‐立憲政治は「崩壊」したのか？
第	回 ：日中戦争の全面展開
第
回 ：枢軸世界の創出-世界はどう対立したか？
第10回 ：「独ソ戦」の衝撃-日本の外交戦略は何を見誤ったか？
第11回 ： アジア・太平洋戦争-「東亜新秩序」は何を意味したか？
第12回 ： 世界史の中の日中戦争-なぜアメリカと開戦したのか？
第13回 ： 「敗戦」と「聖断」-戦後はどう始まるのか？
第14回 ：「東京裁判」-何を裁き・何を裁かなかったか？

履修上の注意

オムニバス形式で進める。
成績評定の方法などを初回の授業において説明するので、履修にあたっては
必ず把握しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書を読むこと。
また、授業内で獲得した知識をもとに現代社会のさまざまな事象について考
察を深めるように臨むこと。

教科書

伊勢弘志『明日のための現代史 1914〜1948』〔上巻〕（芙蓉書房出版、2021
年）。

参考書

宮地正人監修、山田朗ほか『改訂新版 日本近現代史を読む』（新日本出版社、
2019年）。
山田朗『日本の戦争II：暴走の本質』（新日本出版社、2018年）。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間の前後に教室で対応する。

成績評価の方法

第 �回〜第 �回に関するレポート�で50％
第 	回〜第14回に関するレポート�で50％を原則とする。
リアクション・ペーパーでも加点する。

その他

809_14F50601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本現代史Ⅱ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
この授業では、「日本型大衆社会の成立と変容」を主題として、1950年代から今日まで

の日本現代史について講義する。とくに政治・経済・社会・地域・文化などの各分野につ
いて、その時代を生きた人びとの経験に焦点を当て、人びとがどのように社会に関わろう
としたのかについて考える。
【到達目標】
�．日本社会の各時期における特質を知り、当時の人びとの経験を踏まえて現代史を多面
的に理解できる。
�．史料に基づいて考察するという「歴史学的思考」の基本を理解できる。
�．現代社会の課題を歴史的に理解したうえで、自分の関心のあるテーマについて問いを
立て、考えを発信できる。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：平和主義と日米同盟はどのような関係にあったのか？ （占領復興期の政治）
第�回：戦後の社会運動はどのようなものだったのか？ （占領復興期の社会）
第�回：経済と文化の「二重構造」とは何か？ （占領復興期の経済と文化）
第�回：自民党はどのように安定政権を実現したのか？ （高度成長期の政治①）
第�回：革新政党はどのような対抗ビジョンを示したのか？ （高度成長期の政治②）
第�回：経済成長は人びとの仕事と暮らしをどう変えたのか？

（高度成長期の経済と社会）
第	回：経済成長は地域と文化をどのように変えたのか？ （高度成長期の地域と文化）
第
回：革新自治体とは何だったのか？ （安定成長期の政治）
第10回：「男は仕事／女は家庭」はどのように成立したのか？

（安定成長期の経済と社会）
第11回：「豊かな社会」は人びとの暮らしに何をもたらしたのか？

（安定成長期の地域と文化）
第12回：繰り返される「政治改革」とは何だったのか？ （新自由主義期の政治と経済）
第13回：格差と災害にどのように向き合ってきたのか？

（新自由主義期の社会・地域・文化）
第14回：まとめ

履修上の注意

この授業では、毎回のテーマ（問い）を設定し、それに関連する史料を提示します。ま
た、授業時には積極的な発言を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に指示したテキストや動画に目を通して下さい。また、授業内で獲得した知識が
現代社会とどのように関わっているのか考察を深めるようにして下さい。

教科書

とくに定めません。

参考書

小澤卓也・田中聡・水野博子編『教養のための現代史入門』（ミネルヴァ書房、2015年）
このほか、授業の中で適宜文献を紹介・配布します。

課題に対するフィードバックの方法

授業ごとのリアクションペーパーへの全体講評（解説・返答など）は、授業中に行ない
ます。
期末試験への全体講評は、Oh-o! Meiji で行ないます。

成績評価の方法

授業ごとのリアクションペーパー（40%）、期末試験（60%）

その他
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810_14F50101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本古代史 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本の古代を，天皇・天皇制と王権を軸として，皇位継承や関連する政
治制度や事件をまじえながら講義する。
日本古代史の流れをつかみ，その大きな特徴である天皇の存在と意義を
学ぶことを目標とする。

授業内容

（�）ガイダンス。
（�）世襲王権・大王と天皇の成立（中村担当）
（�）氏姓制・部制と大王・天皇権（中村担当）
（�）女帝前史としての卑弥呼・女性首長（桜田担当）
（�）飛鳥時代の女帝（桜田担当）
（�）飛鳥時代の后妃・后妃制（桜田担当）
（�）天皇位を争う壬申の乱と『日本書紀』（中村担当）
（	）律令規定に窺う王権の特質（中村担当）
（
）奈良時代の女帝（桜田担当）
（10）奈良・平安時代の皇后・皇太后（桜田担当）
（11）平安時代の天皇と母后（桜田担当）
（12）摂関政治と天皇（中村担当）
（13）儀式・政務と天皇（中村担当）
（14）院政と天皇。まとめ。レポート課題提示。（中村担当）

履修上の注意

既出の事項については，担当報告者以外も理解できるように，出席時の
真摯な学問への姿勢を求める。
また日常的な日本史への関心や基礎知識の再確認を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

日本古代史の基礎的な用語については，用語集や事典などで予習・復習
しておくこと。
漢文史料を多く使うため，漢和辞典などを日常的に利用し，漢文の文法
に通じるよう努めること。

教科書

とくになし。

参考書

熊谷公男『日本の歴史03大王から天皇へ』（講談社，2001）
坂上康俊『日本の歴史05 律令国家の転換と「日本」（講談社，2001）
瀧浪貞子『日本の歴史� 平安建都』（集英社，1991）
中村友一『日本古代の氏姓制』（八木書店，2009）
吉村武彦『集英社版 日本の歴史③古代王権の展開』（集英社，1991）
吉村武彦編『古代史の基礎知識』（角川書店，2005）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』（吉川弘
文館，2020）
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』（吉川弘
文館，2020）
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史 �・�・�』（吉川弘文館，
2022）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点40％ テストもしくはレポート60％

その他

811_14H18901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語音声学 齋 藤 孝 滋

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

［概要］
日本語音声について、「音声学的基礎と音韻論的基礎」を学び、「音声・音韻表記訓練」と「レントゲン

＆MRIによる発話運動動画及び声紋分析による視覚的音響資料の読み取り訓練」をとおして、理解を深め
る。また、標準的及び演劇・歌唱など特別な場面にみられる多様な調音方法について、発音体験をとおし
て、理解を深める。

［到達目標］
日本語音声の特徴を音声学的・音韻論的に理解し、具体的な日本語音声について、音声学的・音韻論的

に分析し、音声・音韻表記（IPA表記、音韻表記）と「レントゲン＆MRIによる発話運動映像と視覚的音
響資料の読み取りができるようになる。また、標準的及び演劇・歌唱など多様な状況下において、もっと
もふさわしく効果的な発音（調音行動）がとれるようになる。

授業内容

日本語の各音声について，(�)その特徴を、調音音声学的・音響音声学的・聴覚音声学的視点と音韻論
的視点から具体的に分析し、理解を深める。また、(�)IPA表記と音韻表記の訓練、(�)視覚的音響資料
（サウンドスペクトルグラム＝声紋、ピッチグラム）の読み取り訓練の他、（�）スポーツ応援・演劇・朗
読・歌唱(含ポップス・ロック系)に即活用できる実践音声学的訓練を行う。

�．aのみ：イントロダクション
①日本語音声・音韻の導入概説
②ソノリティとその音響学的測定を用いた客観的・実戦的な狭母音ソノリティ・アップ方法のトレー
ニング
各種スポーツ応援で、「明治大学校歌」を喉を嗄らさずにより大きな音量で歌う発音方法
〜ソノリティが小さい狭母音を広母音並みに大きく発音する方法〜

※まずは、いよいよ始まった春夏連覇を目指す六大学野球、そしてすべての競技の応援に活かすた
めに！
�．音声学の諸領域と音韻論、音声器官・調音方法とIPA
�．母音（基本的母音）
�．破裂音と破裂音拍
�．鼻音・はじき音と鼻音拍・ラ行拍
�．摩擦音と摩擦音拍
�．破擦音と破擦音拍
	．接近音（半母音・半子音）とワ行・ヤ行拍

．特殊拍（促音・撥音・長音）、音節と拍
10．母音（無声化）
11．アクセント
12．イントネーション
13．パラ言語的要素と音声表現
14．ガ行鼻濁音と母音無声化の習得法と指導法
※(�）は、音声を視覚的に判別する訓練で、日本語に限らず聴覚的に聞き分けが困難な音声習得・指導
に有効である。また、聴覚障がい者の方の音声習得・指導にも有効であると考えられる。
※※必要に応じ、履修生のみなさんを対象として、①音声を授業中録音しその場で分析をしたり、②黒板
上で発話音声の表記をしたりする機会があるが、積極的にご協力いただきたい。
※※※具体的な単元は，進度の具合、受講生の反応等に基づいて回数等が変動する場合もある。

履修上の注意

(a)公認欠席を除き、欠席時の授業内容・連絡事項については、各自自己責任で対処すること。公認欠席
以外の欠席者に対するフォローは、毎回出席している全受講生への指導の支障・不利益につながるので原
則として行わない。
(b)授業に相応しくない言動は厳禁とする。授業妨害とみなし、単位を出さない場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
テキストの指定箇所や指定資料を読み、概要を把握しておくこと。

［復習］
1.各授業分の復習課題(指定テキストの演習問題＆配布課題)を指定シートに記入し、必ず期限までに指

定の方法で提出すること。
2.必要に応じ、専門用語や概念については、参考書を参照し、定義（と代表的用例）を理解すること。
3.疑問・質問などについては、復習課題提出シートに記入し、提出すること。

教科書

齋藤孝滋編『増補改訂版 地域言語調査研究法』DTP出版

参考書

上野善道編『朝倉日本語講座� 音声・音韻』朝倉書店
風間喜代三・上野善道・松村一登・町田健『言語学』第�版，東京大学出版会
飛田良文・佐藤武義編『現代日本語講座�発音』明治書院
川上蓁『日本語音声概説』おうふう
斎藤純男『日本語音声学入門 改訂版』三省堂
飛田良文等編『日本語学研究事典』明治書院
佐藤武義 ・前田富祺代表編『日本語大事典』朝倉書店
日本語学会編『日本語学大辞典』東京堂出版

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

全授業分の復習課題提出シート(100%)のみで評価を行う。なお、授業中の極めて有益な指摘・発言等
については、プラスαで評価するものとする。

その他

授業に関連する、無料で参加できる学会発表・研究会・講演会・シンポジウム等について、積極的に案内
し、参加を奨励する。
これらへの取り組みは、「参加＋参加コメント提出」で、平常点＋α点とする。
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812_14J20301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語教育学演習Ａ 西 村 美 保

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

初級日本語学習者を念頭に置き、「日本語教授法I」、「日本語教授法II」等の日本
語教育に関する科目で学んだ知識を実践に移す演習を行います。効果的なシラバ
スのデザインを考え、分担して実際に模擬授業を行い、お互いに検討しあいます。
本科目を通して、日本語教育を取り巻く諸事情、日本語授業活動、日本語学習
上の問題点、日本語教育の現場を具体的に理解し、説明できるようになることを
期待します。そして、日本語教員の役割を知り、日本語教育に関する知識を多角
的に深め、初級日本語学習者に対する教授技能を習得し、発揮できるようになる
ことを目標とします。

授業内容

第�回 日本語ができるとはどういうことか：Can-do Statements
第�回 初級教材分析、シラバスデザイン
第�回 評価項目の検討、教案作成
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(�)
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(�)
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(�)
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(	)
第	回 模擬授業(
)、模擬授業(10)
第
回 模擬授業(11)、模擬授業(12)
第10回 模擬授業(13)、模擬授業(14)
第11回 模擬授業(15)、模擬授業(16)
第12回 模擬授業(17)、模擬授業(18)
第13回 模擬授業(19)、模擬授業(20)
第14回 a：模擬授業の振り返り、b：試験

履修上の注意

「日本語教授法I」、「日本語教授法II」を履修済みであるか、履修中であることが
望まれます。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料がある場合には、授業時間の前に目を通して参加してく
ださい。また、自身が模擬授業の担当の際には、十分に準備をして来てください。

教科書

適宜資料を配布します。

参考書

国際交流基金(2007)『初級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ
)』ひ
つじ書房
遠藤織枝編(2011)『日本語教育を学ぶ(第二版)』三修社
鮎澤孝子編(2014)『日本語教育実践』凡人社
星野恵子(2006)『日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題50』（旧
版）アルク
スリーエーネットワーク編著(2012)『みんなの日本語初級I第�版本冊』スリー
エーネットワーク
できる日本語教材開発プロジェクト(2011)『できる日本語初級』アルク
など

課題に対するフィードバックの方法

基本的には授業時間内に口頭で行います。

成績評価の方法

期末試験（50%）と、授業への参加度（50%）に基づいて評価します。

その他

定員は最大20名までとし、上級生を優先します。
日本語教育に関する科目全般を通じて学んだ内容をよく復習し、積極的に社会
へ還元する活動を行ってください。特に、地域日本語教育や外国人児童生徒支援
のボランティア活動などを奨励するので、学内外での活動に積極的に参加してく
ださい。

813_14J20401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語教育学演習B 西 村 美 保

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中上級日本語学習者を念頭に置き、「日本語教授法I」、「日本語教授法II」等の日
本語教育に関する科目で学んだ知識を実践に移す演習を行います。効果的なシラ
バスのデザインを考え、分担して実際に模擬授業を行い、お互いに検討しあいま
す。
本科目を通して、日本語教育を取り巻く諸事情、日本語授業活動、日本語学習
上の問題点、日本語教育の現場を具体的に理解し、説明できるようになることを
期待します。そして、日本語教員の役割を知り、日本語教育に関する知識を多角
的に深め、中上級日本語学習者に対する教授技能を習得し、発揮できるようにな
ることを目標とします。

授業内容

第�回 レベル別・技能別の指導法
第�回 中級教材分析、シラバスデザイン
第�回 評価項目の検討、教案作成
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(�)
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(�)
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(�)
第�回 模擬授業(�)、模擬授業(	)
第	回 模擬授業(
)、模擬授業(10)
第
回 模擬授業(11)、模擬授業(12)
第10回 模擬授業(13)、模擬授業(14)
第11回 模擬授業(15)、模擬授業(16)
第12回 模擬授業(17)、模擬授業(18)
第13回 模擬授業(19)、模擬授業(20)
第14回 a：模擬授業の振り返り、b：試験

履修上の注意

「日本語教授法I」、「日本語教授法II」および「日本語教育学演習A」を履修済み
であるか、履修中であることが望まれます。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料がある場合には、授業時間の前に目を通して参加してく
ださい。また、自身が模擬授業の担当の際には、十分に準備をして来てください。

教科書

適宜資料を配布します。

参考書

国際交流基金(2011)『中・上級を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ10)』
ひつじ書房
遠藤織枝編(2011)『日本語教育を学ぶ(第二版)』三修社
鮎澤孝子編(2014)『日本語教育実践』凡人社
星野恵子(2006)『日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題50』（旧
版）アルク
国際交流基金(2016)『まるごと─日本のことばと文化中級� B1』三修社
東京外国語大学留学生日本語教育センター(2015)『日本で学ぶ留学生のための中
級日本語教科書─出会い』【本冊テーマ学習・タスク活動編】ひつじ書房
など

課題に対するフィードバックの方法

基本的には授業時間内に口頭で行います。

成績評価の方法

期末試験（50%）と、授業への参加度（50%）に基づいて評価します。

その他

定員は最大20名までとし、上級生を優先します。
日本語教育に関する科目全般を通じて学んだ内容をよく復習し、積極的に社会
へ還元する活動を行ってください。特に、地域日本語教育や外国人児童生徒支援
のボランティア活動などを奨励するので、学内外での活動に積極的に参加してく
ださい。
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814_14J20501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語教育実習Ⅰ(履修上限内) 西 村 美 保

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

日本語教育に関する各科目で学んだ知識を実践に移し、学内での座学や演習と現場の事情との違い
などを経験するために、実際に日本語を学ぶ留学生のクラスに赴いて、授業を見学したり、活動に参
加したりします。その際に、日本語教師として授業実践を行っている担当講師とともに指導案を作成
したり、授業見学を振り返ったりすることを通じて、日本語教員として独り立ちできるよう自律的に
学ぶ機会となります。
本科目での経験を通して卒業後の進路選択を考え、将来自分がどのように日本語教育と関わること

ができるかを考えるきっかけとしてください。そして、授業見学・参加で学んだことをよくふりかえ
り、まとめて他の人に伝えることが期待されます。

授業内容

第�回 イントロダクション：参考図書・注意事項等の指示、授業見学・参加クラスの紹介
第�回 授業見学・参加クラスの決定および事前準備
第�回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第�回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第�回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第�回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第�回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第	回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第
回 授業見学・参加の準備とふりかえり(�)
第10回 授業見学・参加の準備とふりかえり(	)
第11回 授業見学・参加の準備とふりかえり(
)
第12回 授業見学・参加の準備とふりかえり(10)
第13回 学期を通じてのふりかえりおよび報告会の準備
第14回 報告会

履修上の注意

「日本語教授法I」、「日本語教授法II」および「日本語教育学演習A」、「日本語教育学演習B」等の日
本語教育に関する科目を履修済みであるか、履修中であることが必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

「日本語教授法I」、「日本語教授法II」および「日本語教育学演習A」、「日本語教育学演習B」等の日
本語教育に関する科目で学んだ知識をよく復習しておいてください。

教科書

特になし

参考書

<日本語教材>
坂野 永理ほか(2011)『GENKI : An Integrated Course in Elementary Japanese I / 初級日本語 げんき I』
[第�版] ジャパンタイムズ
坂野 永理ほか(2011)『GENKI : An Integrated Course in Elementary JapaneseWorkbook I / 初級日本語
げんき ワークブック I』 [第�版] ジャパンタイムズ
岡まゆみほか(2009)『上級へのとびら ─コンテンツとマルチメディアで学ぶ日本語:TOBIRA Gateway
to Advanced Japanese Learning Through Content and Multimedia』くろしお出版
斎藤仁志ほか(2010)『シャドーイング日本語を話そう 中〜上級編』くろしお出版
水谷信子ほか(2014)『わかる!話せる!日本語会話 基本文型88 (Speak Japanese!)』Jリサーチ出版
東京外国語大学留学生日本語教育センター(2014)『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 聴解
中上級』 スリーエーネットワーク
東京外国語大学留学生日本語教育センター(2015)『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 聴解
上級』 スリーエーネットワーク
佐々木瑞枝ほか(2001)『Academic Japanese for International Students / 大学で学ぶためのアカデミッ
ク・ジャパニーズ』ジャパンタイムズ
<日本語教育全般について>
日本語教育学会（編）(2005)『新版日本語教育事典』大修館書店
日本語教育学会（編）(1990)『日本語教育ハンドブック』大修館書店
<文法・文型について>
庵功雄ほか(2000)『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』スリーエーネットワーク
市川保子(2005)『初級日本語文法と教え方のポイント』スリーエーネットワーク
グループジャマシイ(1998)『日本語文型辞典』くろしお出版
<教え方について>
寺田和子ほか(1998)『日本語の教え方ABC─「どうやって教える?」にお答えします』アルク
藤田直也(2000)『日本語文法 学習者によくわかる教え方─10の基本』アルク
など

課題に対するフィードバックの方法

基本的には授業時間内に口頭で行います。

成績評価の方法

授業見学・参加の記録およびふりかえり（50%）、報告会での発表およびレポート（50%）に基づい
て評価します。

その他

授業見学・参加するクラスにおいて授業進行上の妨げとならないよう注意事項を守り、自覚を持っ
て先生方の授業を参観したり教室活動に参加したりしてください。

815_14J20801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語教育実習Ⅱ（履修上限外） 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期集中 2 駿河台

授業の概要・到達目標

教授法をはじめ授業で学んだ知識を基礎に、国立台湾大学において�
週間の日本語（初級）を教えることにより、カリキュラム作成、教
案・教材準備、教壇実習等の経験を積むとともに、日本語教育の方法
論と技術を実践を通じて学ぶことを目的とする。

＊日本・台湾の出入国管理の状況等に応じ、実施時期および実施方法
を変更する可能性があります。

授業内容

【予定】�月中旬：説明会（＠駿河台+Zoom：最新情報は�月以降にシ
ラバスの追加で掲示します）
第�回 オリエンテーション・趣旨説明
第�回 事前研修：コースデザイン�
第�回 事前研修：コースデザイン�
第�回 事前研修：カリキュラム作成�
第�回 事前研修：カリキュラム作成�
第�回 事前研修：模擬授業・ふりかえり
第�〜12回 教壇実習（2022年�月下旬予定）
第13・14回 事後研修：ふりかえり・検討会

履修上の注意

・事前研修前に「日本語教授法I」や「日本語教育学演習」のいずれか
を履修中もしくは履修済であること（＊もしくは直接担当教員に相談
ください）。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前研修は2023年度秋学期に実施する。

教科書

・『直接法で教える日本語』（2010） 東京外国語大学留学生日本語教育
センター指導書研究会，東京外国語大学出版会
・『Japanese for Busy People I : Kana Version』[3rd edition] （2011）
AJALT，講談社インターナショナル;
・『Japanese for Busy People I : Kana Version 日本語版教師用指導書』
（1996） 国際日本語普及協会，講談社インターナショナル
・『まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 かつどう』（2013） 独立行
政法人国際交流基金，三修社

参考書

事前研修において、随時提供する。

課題に対するフィードバックの方法

実習において提供する。

成績評価の方法

事前研修 40％、現地での実習 40％、事後研修・最終レポート
20％

その他

実習日程（予定）：2023年秋学期の学園祭の時期
実習場所：国立台湾大学
宿舎：調整中
人数上限：10名
参加費用：約14万円（航空費�万円，宿泊�〜�万円，雑費�万円程
度）
募集方法：必要関係書類を期日までに提出すること（Oh-o! Meiji上：
締切は�月中に掲示予定）
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816_14J20101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語教授法Ⅰ 二 瓶 知 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

今現在、日本や世界で、どのくらいの人が、外国語としての日本語を学んだり教え
たりしているか知っていますか。また、何のために、どうして日本語を学んでいる
のか、考えたことがありますか。この授業では、国内外での日本語教育を概観し、
日本語教育を取り巻く現状と課題を考えるとともに、外国語としての日本語を教え
る際に必要な、言語的知識、教授方法、異文化理解等の基本的な事柄を学びます。
この授業を通して、日本語教師としての「態度」や必要な「知識」、求められる「技
能」について、自身の既有知識と関連付けながら、深く理解することを目指します。

授業内容

第�回 イントロダクション 日本語教育と国語教育
第�回 海外における日本語教育
第�回 国内における日本語教育
第�回 コースデザイン
第�回 日本語文法を考える
第�回 レベル別の指導（�） 初級
第�回 レベル別の指導（�） 中上級
第	回 レベル別の指導（�） 課題の共有
第
回 技能別の指導（�） 聞く・読む
第10回 技能別の指導（�） 話す・書く
第11回 日本語教育現場における異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（�） 文化とは
第12回 日本語教育現場における異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（�） 異文化間における対人コ

ミュニケーション
第13回 日本語教育現場における異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（�） 異文化理解のためのコ

ミュニケーションスキル
第14回 a：期末試験 b: 試験の振り返りと総括

履修上の注意

この授業はディスカッションを通して、日本語教育を取り巻く様々な現状について
考えていきます。積極的にディスカッションに参加してください。また、本授業を
履修後に、「日本語教授法II」や「日本語教育学演習A・B」を履修することで、日本
語教育に関する基礎的な知識を体系的に学習し、日本語教師としてのノウハウを、
実践を通して学ぶことができます。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料（ポートフォリオ）に個人の意見や解答を記入してから授業に出席してく
ださい。また、各授業または各テーマ終了時に小課題を課します（学期中�回を予
定）。

教科書

適宜プリントを配布します。

参考書

『日本語教育を学ぶ（第二版）』遠藤織枝編（三修社）
『新 日本語教育を学ぶ なぜ、なにを、どう教えるか』遠藤織枝編（三修社）
『日本語教育実践』鮎澤孝子他（凡人社）
『実践日本語教育を学ぶ人のために』佐々木瑞枝（世界思想社）
『国際交流基金 日本語教授法シリーズ（全14巻）』国際交流基金（ひつじ書房）
『新・はじめての日本語教育�増補改訂版 日本語教育の基礎知識』高見澤孟他（ア
スク出版）
『新・はじめての日本語教育�増補改訂版 日本語教授法入門』高見澤孟他（アスク
出版）
『日本語教育のスタートライン』荒川洋平（スリーエーネットワーク）
『異文化理解入門』原沢伊都夫（研究社）

課題に対するフィードバックの方法

次回授業時に適宜フィードバックします。

成績評価の方法

期末試験（40％）、課題（30％）、授業への参加度（30％）により評価をします。

その他

「日本語教育」で論じられる事柄は、社会と密接に関わる問題を多く含んでいます。
日ごろからアンテナを張り、自分の周りや地域・社会で今どんなことが起こってい
るのか、積極的に情報を得ようとする姿勢を持ってください。それを教室内での
ディスカッションに活かしてくれることを期待します。

＜授業実施改善＞
前年度のアンケートにおいて、配布資料やPPT、授業内容、スピード等に関し、ちょ
うどよいとの意見であったため、今年度も継続する。

817_14J20201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語教授法Ⅱ 二 瓶 知 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本語教授法Ⅱでは、様々な外国語教授法や評価法、第二言語習得に基づいた教育
方法について学びます。また、社会の変化とともに変わることばの状況を鑑み、こ
とばを学ぶことやことばを教えることの意味について、社会という大きな視点から
考えていきます。
この授業を通して、日本語教師としての「態度」や必要な「知識」、求められる「技
能」について、自身の既有知識と関連付けながら、深く理解することを目指します。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 評価（�） 評価の種類と目的
第�回 評価（�） コース・クラスの中で行う評価
第�回 評価（�） テストによる評価とテストによらない評価
第�回 さまざまな外国語教授法（�） 教授法の流れ
第�回 さまざまな外国語教授法（�） 課題の共有
第�回 さまざまな外国語教授法（�） まとめ
第	回 第二言語習得研究（�） 言語獲得・習得に関する様々な見解
第
回 第二言語習得研究（�） 教室における第二言語習得研究I
第10回 第二言語習得研究（�） 教室における第二言語習得研究II
第11回 第二言語習得研究（�） 外国語学習における個人差要因
第12回 社会とことば
第13回 日本語教育の歴史
第14回 a：試験 b：講義全体の振り返りと試験の解説

履修上の注意

この授業は、ディスカッションを通して、日本語教育を取り巻く様々な現状につい
て考えていきます。積極的にディスカッションに参加してください。また、本授業
履修にあたって「日本語教授法I」の単位取得は必須ではありませんが、授業内容を
より良く理解するためには取り終えていることが望ましいです。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料（ポートフォリオ）に、個人の意見や解答を記入してから授業に出席して
ください。また、各授業または各テーマ終了時に、小課題を課すことがあります
（学期中�回を予定）。

教科書

適宜プリントを配布します。

参考書

『日本語教育を学ぶ（第二版）』遠藤織枝編（三修社）
『新 日本語教育を学ぶ なぜ、なにを、どう教えるか』遠藤織枝編（三修社）
『ことばの習得 母語獲得と第二言語習得』鈴木孝明・白畑知彦（くろしお出版）
『改訂版 日本語教育に生かす第二言語習得研究』迫田久美子（アルク）
『OPIの考え方に基づいた日本語教授法』山内博之（ひつじ書房）
『ACTFL-OPI入門』牧野成一他（アルク）
『日本語教師のためのテスト作成マニュアル』伊東祐郎（アルク）
『やさしい日本語−多文化共生社会へ』庵功雄（岩波新書）
『日本語教育史研究序説』関正昭（スリーエーネットワーク）

課題に対するフィードバックの方法

次回の授業時に、適宜フィードバックします。

成績評価の方法

期末試験（40％）、課題（30％）、授業への参加度（30％）により評価をします。

その他

皆さんの周りにはたくさんの日本語学習者が存在します。日ごろから、外国人の友
人や学内の留学生など、実際に日本語を外国語として勉強してきた人たちと積極的
に交流してください。その際、どのようにしたらより良く日本語が学べるようにな
るのか自分で考えたり、話しを聞いたりしましょう。それを教室内でのディスカッ
ションに活かしてくれることを期待します。また、「日本語教育能力検定試験」の受
験も視野に入れ、授業に臨んでください。

＜授業実施改善＞
前年度のアンケートにおいて、配布資料やPPT、授業内容、スピード等に関し、ちょ
うどよいとの意見であったため、今年度も継続する。

─ 424─



818_14H19001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本語史 齋 藤 孝 滋

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

［概要］
日本語の歴史について、文献日本語史研究による成果を中心としながら、必要に応じて、比較方言学・言語地理学・言語類

型論等による成果を照合しつつ、日本語の過去から現在の変化を明らかにし、可能な領域については将来像を推定する。授業
では、単に、古代から現代（領域によっては将来）への描き出された歴史的変遷を暗記するのではなく、文献日本語史研究・
比較方言学・言語地理学・言語類型論等のどのような分析により、その歴史的変遷が描き出されたか、さらに、その描き出さ
れた変遷から覗える変遷メカニズムについて、推定し、解説する。

［到達目標］
日本語の歴史を明らかにする上での重要な方法論である文献日本語史研究・比較方言学・言語地理学等の方法論の概要を理
解し、各方法論で取り上げられる典型的な例については、独力で歴史的変遷過程が推定できるようになる。その上で、音韻・
アクセント・文字表記・文法・語彙・文章文体・言語行動の諸領域についての歴史的変遷について、把握し、典型的な例につ
いては、変遷のメカニズムについて推定できるようになる。

授業内容

授業では、文献日本語史研究・比較方言学・言語地理学・言語類型論等の方法論の概要を解説するが、履修生はその解説を
理解し、復習課題により実際の推定問題に取り組むことで、独力で歴史的変遷過程を推定することとなる。その上で、音韻・
アクセント・文字表記・文法・語彙・文章文体・言語行動の諸領域についての歴史的変遷についても、解説を理解し、復習課
題により変遷のメカニズムについて推定することとなる。
全ての研究領域において、最も尊重されるのは一次資料であることはいうまでもない。授業では、近年インターネットで公

開されるようになった国立国語研究所や国立博物館等の質感溢れる一次資料の画像（含国宝・重要文化財）を極力紹介する。
その一方で、特に日本語史研究において効率面で多大なる貢献をなしうる成果である国立国語研究所『日本語歴史コーパス』
語彙統計も、可能な限り紹介する。
さらに、近年、活発化している「日琉(日本語と琉球方言)比較言語学による日琉共通祖語(先祖の言語)の解明」に関する研

究について、研究会や学会等への(主にZoomによる)参加を通して、理解を深める予定である。
�．aのみ：イントロダクション（日本語史研究の射程）
�．文献日本語史研究・比較方言学・言語地理学・言語類型論の目的と方法
�．音韻史(�)上代
�．音韻史(�)中古〜中世
�．音韻史(�)近世〜現代そして将来像、変遷のメカニズム
�．アクセント史：変遷とそのメカニズム
�．文字表記史：変遷とそのメカニズム
	．文法史(�)上代

．文法史(�)中古〜中世
10．文法史(�)近世〜現代そして将来像、変遷のメカニズム
11．語彙史(�)上代〜中古〜中世
12．語彙史(�)近世〜現代そして将来像、変遷のメカニズム
13．文章文体史：変遷とそのメカニズム
14．言語行動史：変遷とそのメカニズム

※具体的な単元は，進度の具合、受講生の反応等に基づいて回数等が変動する場合もある。

履修上の注意

(a)公認欠席を除き、欠席時の授業内容・連絡事項については、各自自己責任で対処すること。公認欠席以外の欠席者に対する
フォローは、毎回出席している全受講生への指導の支障・不利益につながるので原則として行わない。
(b)授業に相応しくない言動は厳禁とする。授業妨害とみなし、単位を出さない場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
テキストの指定箇所や指定資料を読み、概要を把握しておくこと。

［復習］
1.各授業分の復習課題(指定テキストの演習問題＆配布課題)を指定シートに記入し、必ず

期限までに指定の方法で提出すること。
2.必要に応じ、専門用語や概念については、参考書を参照し、定義（と代表的用例）を理

解すること。
3.疑問・質問などについては、復習課題提出シートに記入し、提出すること。

教科書

沖森卓也『日本語全史』ちくま新書

参考書

上野善道・相澤正夫・加藤和夫・沢木幹栄著1989「音韻総覧」尚学図書編『日本方言大辞典』(小学館)
大木一夫『ガイドブック日本語史』ひつじ書房
大木一夫編『ガイドブック日本語史調査法』ひつじ書房
大西拓一郎編『空間と時間の中の方言』朝倉書店
大西拓一郎編『新日本言語地図: 分布図で見渡す方言の世界』朝倉書店
金田一春彦 『日本語方言の研究』 東京堂出版
小林隆 『方言が明かす日本語の歴史』 岩波書店
ヘルマン パウル著、福本 喜之助訳『言語史原理 』講談社学術文庫
佐藤武義・前田富祺代表編『日本語大事典』朝倉書店
日本語学会編『日本語学大辞典』東京堂出版
飛田良文等編『日本語学研究事典』明治書院

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

全授業分の復習課題提出シート(100%)のみで評価を行う。なお、授業中の極めて有益な指摘・発言等については、プラスα
で評価するものとする。

その他

授業に関連する、無料で参加できる学会発表・研究会・講演会・シンポジウム等について、積極的に案内し、参加を奨励する。
これらへの取り組みは、「参加＋参加コメント提出」で、平常点＋α点とする。

819_14F64801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史映像資料研究 宜野座 菜央見

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

19世紀末に登場した映画は、20世紀に著しく発達し世界中の大衆に支持され、最も民主的な＜娯楽・メ
ディア・芸術＞になりました。今日ではSNSで誰もがアイデアやパフォーマンスを世界に発信できますが、
そうしたツールが存在しなかった社会では、大衆は映画に熱い期待を寄せたのです。テレビもまたナショナ
リズムを結びつくメディアとして機能します。そのようなものとしての映画・テレビ番組を本講座は、大衆
観客の価値観・心情の理解に洞察を与える史資料としてアプローチします。
全体を通して、講義・映像視聴・関連資料のリーディングを行いながら、学生が「イデオロギー」・「検閲

制度」・「プロパガンダ」・「ジェンダー」等のキー概念を把握しながら分析できることを到達目標とします。
講座前半で、製作を含む基本事項を確認し、検閲があった時代の映画（戦前・戦中の国家検閲・戦後の
GHQ検閲）を考察します。
講座後半では、占領終了後から1989年までの区切りとして、日本社会で注目された映画・テレビ番組にお
ける戦争認識・記憶を分析し、表象の変容を確認します。＃MeToo運動で明らかにされたように性差別は長
く続き、日本社会一般及び日本映画も例外ではありません。そうした問題も、教室での映像視聴と、時代ご
との社会的要因とを考え合わせることで、学生自身が問題意識を持つよう促します。

授業内容

Class 1. 成績評価の説明、映画のイデオロギー、映画製作の基本（脚本）
Class 2. 映画検閲と日本映画の変容：1920年代（サイレント期）
Class 3. モダン・ライフを活写する1930年代映画から戦時プロパガンダ
Class 4. 占領期のGHQ検閲と日本映画の戦争認識
Class 5. 民主主義を歌う原節子主演映画と東宝争議
Class 6. 1950年代：喪の時間・場所としての日本映画
Class 7. 独立プロの挑戦
Class 8. テレビの登場：冷戦とナショナリズム
Class 9. 1960年代：戦争記憶の風化・異化
Class 10. 1970年代：ベトナム戦争期の反戦映画
Class 11. 1980年代：人気テレビ番組の戦争認識
Class 12. 1980年代：ナショナリズムを刺激する映画
Class 13. 原爆をめぐる映画表象の変遷
Class 14. 期末レポートに基づく報告会

履修上の注意

在宅受講希望には対応できません。映像（動画）に関して、著作権法は紙媒体とは異なる規定を設けてい
ます。 本講座は多種多様な映像を紹介しますが、これは教室であるがゆえに個別許諾なく行えます。しか
し、ハイブリッド・スタイル（対面授業と同時並行してオンラインで講義を提供する形態）ですと、これに
該当しないため、お断りしています。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容を理解するために、毎回、ハンドアウトをアップロードするので、資料と併せて予習・復習に読ん
でください。

教科書

特に指定しません。授業内容のハンドアウトとリーディング・マテリアルｚ（資料）はOh O Meiji にアップ
ロードします。

参考書

講座後半では、年代ごとの戦争認識を示す表象がどのように変容したか確認していくので、参考文献として、
吉田裕『日本人の戦争観：戦後史のなかの変容』（岩波文庫）を指定します。

課題に対するフィードバックの方法

・毎週、「ディスカッション」に学生がUPしたコメントの中で注意を払うべきものには、フィードバックと
して教室で言及します。
・「期末レポート」に関しては、クラスウェブ上でフィードバックとして全体評を公開します。場合によって
は、個別のレポートに言及します。

成績評価の方法

授業参加とライティングを重視し、以下の�項目を総合的に判断して評価します。

①授業参加点（「ディスカッション」へのコメントのアップは一種の「課題」として扱う）：�ポイント×14
クラス＝42％
②期末レポートと報告会参加：48％
③その他（クラス全体への貢献・突出した努力への評価など該当する場合）：10％。

その他

・授業では、ペア、グループ、あるいは、全体でディスカッションする機会を設ける予定です。
日常的に親しんでいる映像に歴史的視点から取り組むと新鮮な発見があるはずです。
多くの学生にとって、映画をアカデミックな観点から論じるのに慣れていないのが現状なので意見交換を

促すのを狙っています。
但し、感染予防のため、ディスカッションの機会を制限する必要があるかもしれないので、その点は事前

に承知しておいてください。

・過去に「映画論」など映像に関する科目を履修した学生の参加を歓迎します。それらの科目で獲得した問
題意識・アプローチと、この
授業との相違点・類似点を指摘する発言があれば、他の学生にとって知的な刺激であり、クラス全体への

貢献として評価します。

・女子学生の履修が増えてほしいと願っています。ジェンダー平等を問題意識として維持したいので、多く
の女子に参加してもらい、声
を聞かせてほしいと欲しいと希望しています。

・希望する学生にはパワーポイントを使うプレゼンテーションの機会を提供したいと考えます。
（準備に時間・エネルギーを費やすことになりますが、プレゼンに関しては場数を踏むのがスキル・アップの
常道です。）

・また、過去に学生からの要望として、グループ討論の質を高めるために、討論に「課題（アジェンダ）」を
課してほしい、というものがあ
りました。これに関しては、履修生の様子を見ながら判断します。
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820_14B00301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史概論Ａ 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

古代から近世にかけての日本の歴史を概観する。通史的に講義するが総花的
な解説ではなく、�名の教員 ［古代：中村友一、中世：高橋一樹、中近世：
清水有子、近世：野尻泰弘］ が各自の専門にもとづき、重要な時期や事件な
どに焦点を絞りこみつつ数回の講義をおこなうオムニバス形式をとる。全講
義をつうじて、日本の古代・中世・近世の歴史を学ぶうえで必要な基本事項
の理解を深めることを目的としている。

授業内容

古代（担当：中村友一）
第�回 日本史概論の授業スタイルと単位履修について

・文献史学への道（プロローグ）（ａ：前半の時間）
第�回 古墳・飛鳥時代の制度と政治史
第�回 奈良時代の制度と政治史
第�回 平安時代（院政期まで）の制度と政治史

中世（担当：高橋一樹）
第�回 院政の展開と鎌倉幕府
第�回 王権の分裂と内乱
第�回 公武統一政権と東アジア
第	回 大名と一揆

中近世（担当：清水有子）
第
回 天下人の時代（�）織田信長
第10回 天下人の時代（�）豊臣秀吉
第11回 天下人の時代（�）徳川家康

近世（担当：野尻泰弘）
第12回 近世の村
第13回 近世の城下町
第14回 近世社会の仕組み

履修上の注意

授業開始までに日本史に関する概説書を読み、基礎知識を養っておくこと。
また年表や歴史地図などにも目を通しておくことが望ましい。
講義中、私語が甚だしい場合などは退出してもらうことがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

通史や講座などの文献を使って予習すること。
授業中に示された参考文献を使って復習すること。

教科書

とくに使用しないが、講義内ではレジュメを配布するほか、DTP（パワーポイ
ント）およびビデオ教材なども適宜、活用する。

参考書

『概論日本歴史』（吉川弘文館、2000年）。このほか、毎回の授業のなかで紹介
する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は、�名の担当教員ごとに課題を提出し、それを総合して評価する。す
べての課題について、それぞれ期限を厳守して提出すること。各担当教員か
ら提出をもとめられた課題のうち、�つでも未提出の場合はF評価となるの
で、十分に注意すること。

その他

日本史概論B（秋学期）を引き続き受講することが望ましい。

821_14B00401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史概論Ｂ 落 合 弘 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近代（幕末期をふくむ）から現代にかけての日本の歴史を概観す
る。通史的に講義するが総花的な解説ではなく、今年度は�名の教員
［近代(幕末維新史): 落合弘樹、近代(都市史・文化史): 松山恵、現代:
山田朗、現代(戦後): 富山仁貴］ が各自の専門にもとづき、重要な時
期や事件などに焦点を絞りこみつつ数回の講義をおこなうオムニバス
形式をとる。全講義をつうじて、日本近代史・現代史を学ぶうえで必
要な基本事項の理解を深めることを目的としている。

授業内容

第�回 近世国家の変容と尊王攘夷論の形成（担当：落合弘樹）
第�回 海防論の展開と天保の改革（同上）
第�回 ペリー来航への対応（同上）
第�回 明治政府の成立と都市（担当：松山恵）
第�回 開港場と居留地（同上）
第�回 明治・大正期の都市文化�（同上）
第�回 明治・大正期の都市文化�（同上）
第	回 日清・日露戦争（担当：山田朗）
第
回 植民地支配の始まり（同上）
第10回 満州事変から日中戦争へ（同上）
第11回 三国同盟とアジア太平洋戦争（同上）
第12回 日本国憲法と日米安保体制（担当：富山仁貴）
第13回 経済成長と日本社会の変貌（同上）
第14回 政治参加と社会運動（同上）

履修上の注意

授業開始までに日本史に関する概説書を読み、基礎知識を養ってお
くこと。また年表や歴史地図などにも目を通しておくことが望まし
い。講義中、私語が甚だしい場合などは退出してもらうことがある。

準備学習（予習・復習等）の内容

通史や講座などの文献を使って予習すること。
授業中に示された参考文献を使って復習すること。

教科書

とくに使用しないが、講義内ではレジュメを配布するほか、DTP
（パワーポイント）およびビデオ教材なども適宜活用する。

参考書

『概論日本歴史』（吉川弘文館、2000年）。このほか、毎回の授業の
なかで紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は�名の担当教員が出題する課題にもとづいて評価する。詳細
については、それぞれの授業回において説明する。

その他

日本史概論Ａ（春学期）から引きつづき受講することが望ましい。
授業形式については「対面」を想定しているが、新型コロナをはじ

めとする感染症の拡大状況によっては「ハイブリッド型（対面とオン
ラインの併用）」へと切り替える可能性がある。
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822_14F64601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史図像資料研究 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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823_14F51701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史特説ⅠＡ 宜野座 菜央見

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この講座では、近代前期16世紀から始めて20世紀前半までの流れをたどりながら、日本を訪れた多種多様な外国人を中心に、
海外で日本について考えた日本人らのケースも加えて「外からの眼差し」をとらえ、日本の何に独自性が見出され肯定・否定
されたか考察し、それぞれの時代の世界状況に日本を関連づける。
授業では、週ごとの講義トピックに沿って、「外から眼差し」で日本を考察した人々自身の記述、彼らに関する文献を読み、

彼らが育った言語文化・価値観と日本文化との隔たり、背景となる国際政治を確認しながら、学生にとって当たり前の知識に
見えた歴史的事柄を、従来と異なる視角から捉え直す。学生が人種・民族・言語文化・ジェンダー・宗教・階級・世代など
「差異」をもたらすカテゴリーに明敏になるよう促し、学生自身の専門分野での知的バックグランドを強化する。
また、翻訳が入手可能な場合、海外での研究成果も紹介して、日本が海外の研究者に探究される問題意識に触れる機会を提

供するので、「外からの眼差し」を学術レベルにおいても認識できる。

授業内容

Class 1. イントロダクション：「外からの眼差し」を意識する
ルイス・フロイス『日本史』・クレインス『ウィリアム・アダムス』（三浦按針）

Class 2. パックス・トクガワ（徳川の平和）と�つの窓
田中優子『グローバリゼーションの中の日本』・ロナルド・トビ『鎖国という外交』
テッサ・モーリス＝鈴木『辺境から眺める：アイヌが経験する近代』・ボダルト＝ベイリー＝『ケンペルと徳川綱吉』

Class 3. 幕末を見た外交官たち
アーネスト・サトウ『一外交官のた明治維新』・アンドリュー・ゴードン『日本の200年：徳川時代から現代まで』

Class 4. 明治日本を訪れた個性的な旅行者たち
イザベラ・バード『日本奥地紀行』・小松久男『イブラヒム、日本への旅：ロシア・オスマン帝国・日本』

Class 5. 日本人の海外体験から
福沢諭吉『福翁自伝』・イアン・ニッシュ『欧米から見た岩倉使節団』・森有礼「書簡」

Class 6. 失われる心性と「創造された伝統」
渡辺京二『逝き日の面影』、岡倉天心『茶の本』・ドナルド・キーン「松浦武四郎を読んでみて」

Class 7. 中間レポートの報告会（学生が各自のレポートに基いて報告する）

Class 8. 植民地主義：朝鮮とのつながり
張赫宙「岩本志願兵」（短編小説）・水野直樹・文京洙『在日朝鮮人：歴史と現在』

Class 9. 敵か友か：中国から見た列強日本
周恩来『十九歳の日本日記』・蒋介石「敵か友か」・ラナ・ミッター『五四運動の残響：20世紀中国と近代世界』

Class 10. パンと憧れ：大正のサロン・中村屋ストーリー
相馬愛蔵（中村屋創業者）『私の小売商道』・中島岳志『中村屋のボース：インド独立運動と近代日本のアジア主義』

Class 11. 軍国日本の目撃者たち
ヒュー・バイアス『昭和帝国の暗殺政治：テロとクーデターの時代』・ジョセフ・グルー『滞日十年』
ケネス・ルオフ『紀元二千六百年：消費と観光のナショナリズム』

Class 12 昭和のモダン文化と日本の女性たち
キャサリン・ソンサム『東京に暮す』

Class 13. ゾルゲ事件とは何か
リヒャルト・ゾルゲ『ゾルゲの見た日本』・チャルマーズ・ジョンソン『ゾルゲ事件とは何か』・加藤哲郎『ゾルゲ事件』

Class 14. まとめ
学生による学期末レポートの報告会

履修上の注意

・特にありません。
このクラスは多様性を重視するので、留学生も歴史専攻ではない学生も歓迎します。聴解力・読解力に自信のある留学生な

ら履修
上、不利はないでしょう。日本史専攻ではない学生も、相談してくれればレポートでのトピック選定で考慮するなど対応し

ます。

・中間レポートと期末レポートを課すので�つレポートを書くことになりますが、目安として、今学期を「自分が関心の持て
る新書を�冊を
しっかり読む機会」と捉えて取り組んでほしいと思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

リーディング・マテリアル（20ページ程度）をクラス・ウェブサイトにアップするので、週ごとのトピックに合わせて事前に
読む予習リーディング、または、講義を聞いてから読む復習リーディングのどちらかを課します。

教科書

特に定めません。

参考書

＜関心のある学生向け＞
文庫にしては分厚いのですが、渡辺京二『逝きし日の面影』（平凡社ライブラリー2005年）を推薦します。
明治の近代化で失われる前の人々のメンタリティ（心性）を伝える情報が大変面白く、幕末から明治を訪れた外国人たちの観
察が大量に参照・引用されています。授業でも部分的に扱いますが、関心のある人には推奨します。

課題に対するフィードバックの方法

・学生は、毎週の授業後、Oh! Meiji の「ディスカッション」にコメントをUPするので、注意を払うべきコメントにはフィード
バックとして教室
で言及します。
・中間及び期末レポートに関しては全体評を教室で伝えるか、クラスウエブで公開します。場合によって個別評をOh!Meiji で
伝えます。

成績評価の方法

以下の�項目を総合的に考慮して、評価します。

①授業への参加（クラスウエブに「ディスカッション」にコメントをアップする）：30％
②中間レポートと報告（発表）会：30％
③学期末レポートと報告（発表）会：30％
④その他（授業への突出した貢献・格別な努力など）：10%。

その他

比較的新しい講座なので、履修生の知識水準を確認しながら進めます。
多彩な著者の個性を絵画・写真等を通じてヴィヴィッドに紹介するので、学生からの積極的なフィード・バックを歓迎します。
多くはありませんが、小説も紹介します。

824_14F51801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史特説ⅠＢ 宜野座 菜央見

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講座（副題として「外からの眼差し」戦後編）は、海外（主にアメリカ合衆国）から日本に向けられた学問的関心を対象
化する。日本への海外からの関心の変容は、世界における日本の位置と連動している。戦前・戦中、日本はアジアにおける侵
略勢力であったため、連合国を構成した諸国からは戦後も敵視された。海外で「日本」を対象とする学問的研究が本格化した
のは、第�次世界大戦後である。とりわけアメリカ合衆国の日本研究は、戦争の所産である『菊と刀』の刊行に始まり、大き
な影響をもたらした。しかし、日本の研究者・知識人と海外の研究者との関係は必ずしも単純に平穏なものではなかった。占
領期に刊行された『菊と刀』には反発があったし、1960年代には日本の「近代」の解釈をめぐって日米の歴史研究者の間に深
刻な対立があった。やがて1970年代に新しい世代が台頭してからは、日本と海外の研究者の関係はポジティブに変容し、コ
ミュニケーションは深まって今日に至っている。
本講座では、毎回、史的関心から書かれた重要な著作・著者を紹介しながら、時系列とテーマごとに戦後史をたどり、海外

から日本の何が注目され、それが、どんな政治言説の形成と関連したか、しているか考察する。とりわけ、日本の研究者と海
外の研究者の問題意識及び歴史認識の違い、対立の背後にあった冷戦時代の政治的イデオロギーの影響など、学生が偏見なく
適切に理解するよう促す。本講座で扱う問題を理解していくことで、学生は「自分自身の研究対象への向き合い方」を考える
パースペクティブ（大局的で釣り合いの取れた見方）を獲得する。

授業内容

1. イントロダクション：講義内容及び成績評価の説明、日本研究「前史」
アメリカの大学で日本研究が確立される過程では在米日本人が協力した。見過ごされやすい彼らの貢献を「前史」として布置
し、講座全体の流れを示す。
2. 兵士から研究者へ：ドナルド・キーンの戦後日本
太平洋戦争に兵士として加わったキーンは、戦後、研究者として日本を再訪した。定期的に滞在し、三島由紀夫ら日本の作家
たちとの交流を深め、彼らの小説を英語に翻訳して海外に紹介した。キーンは日本・日本人に何を見出したのか。
�．戦争から生まれた研究：人類学者の文化相対主義
『菊と刀』は、第二次大戦中、敵国の日本人へのアプローチを模索した文化人類学者ルース・ベネディクトが戦後に刊行した。
日本では反発され、その後も批判を受けてきたが、『菊と刀』は今日、「古典」として扱われる。
4. 忘れられたE・H・ノーマン：歴史家として外交官として
日本生まれのバイリンガルE.・H.・ノーマン（カナダ人）はGHQで働き、歴史家としては徳川時代の思想家安藤昌益を思想史
上に蘇らせた。 日本の知識人と温かな知的交流を持ったが、冷戦を背景に悲劇的死をとげ、日本でも彼の友人たちに衝撃を与
えた。
5. 合衆国主導の戦後世界：アメリカの「近代化論」
日本生まれの駐日大使（1961-65）として日本で慕われたエドウィン・ライシャワーは、ハーバード大学教授で日本の専門家
だった。だが彼を代表とするアメリカの研究者と、日本のマルクス主義歴史学者とは「日本の近代」の解釈をめぐって真っ向
から対立した。
6. 歴史研究が見なかったもの
日本と深い関係がありながら日本研究の埒外におかれたトピックが「日系移民」である。彼らは帝国日本が始めた戦争のせい
で大きな苦難を強いられた。その経験を最初に広く伝えたのはドキュメンタリー作家ドウス昌代の仕事である。
7. 学生による中間レポート報告会
授業で紹介されたか、関連のある論文・論考の中から学生各自が選択してレポートを書き、グループごとに報告する。
8. 台頭する日本への関心
戦後日本の経済成長は国際的関心を呼び、多くの研究が生まれた。社会学者ヴォーゲルは、一般の日本市民のインタビューを
含めた多角的にリサーチを行い『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を著した。また日本の政治（自民党の長期支配）は海外か
らは異質に見えた。政治学者カーティスは日本の政治構造を解き明かそうとした。
9. 日本の大衆文化への関心：アニメを中心に
戦後、黒澤明や小津安二郎監督の映画がアメリカで紹介されると「芸術」として認知された。テレビドラマ『おしん』はアジ
アで人気を獲得し、ジブリのアニメは世界を席巻した。スーザン・ネイピアの先駆的仕事でアニメは学術研究の対象として認
知されるようになった
10. 東京裁判の認識：ダワーから戸谷へ
1990年代までに日本研究のテーマ、アプローチは実に多様化した。ジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』は日米でベスト・
セラーになった。今日では、さらにダワーの枠組みをも乗り越え、若い世代トタニ・ユマ（戸谷由麻）が東京裁判の研究を深
めている。
11. ポストコロニアルの認識①靖国神社と台湾
靖国神社は戦死した旧日本植民地出身者（台湾・韓国）の兵士を祀るが、遺族は喜ぶどころか抹消を要求したのに彼らの願い
は無視されてきた。靖国問題を「ポストコロニアル」の観点から認識する。
12. ポストコロニアルの認識②）：ヒロシマ、朝鮮半島、ジェンダー
文化人類学者リサ米山の『広島 記憶のポリティクス』は、韓国人慰霊碑をめぐる問題、証言活動を通して深化した被爆者の戦
争認識など、複雑なトピックを単純化せず、リスペクトと繊細さを保って分析する。
13. 「反日」に関する考察
海外からの問題提起として、レオ・チンの著作『反日』 をメインに取り上げる。さらに、日米混血として生まれ日本文学研究
者となったノーマ・フィールド、政治的にユニークな軌跡を歩んだ政治学者チャルマーズ・ジョンソンを紹介し、彼らの提言
を考察する。
14. 学生による学期末レポートの報告会

履修上の注意

・特にありません。留学生も歴史学を専攻としない学生も歓迎します。
ただ、中間期を過ぎた後半の授業ではリーディング・マテリアルに学術書を紹介するため難しいと感じる場合があるかもし
れません。
でも、リーディングとレポートに関して個別相談に乗るので、留学生・日本史専攻以外の学生・日本史でも近現代を専攻し
ていない学
生が履修しても大丈夫です。

・中間レポートと期末レポートを課すので�つレポートを書くことになりますが、目安として、今学期を「自分が関心の持て
る新書を�冊を
しっかり読む機会」と捉えて取り組んでほしいと思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

リーディング・マテリアル（20頁程度を予定）をクラス・ウェブにアップするので、毎回のトピックに合わせて予習、場合に
よっては復習として読んでください。

教科書

特に指定しません。毎回、ハンドアウトをクラスウェブに事前にアップするので、学生は授業でそれを参照することになりま
す。

参考書

授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

・学生は、毎週の授業後、Oh! Meiji の「ディスカッション」にコメントをUPするので、注意を払うべきコメントにはフィード
バックとして教室
で言及します。

・中間及び期末レポートに関しては全体評を教室で伝えるか、クラスウェブで公開します。場合によって個別評をOh!Meiji で
伝えます。

成績評価の方法

以下の�項目を総合的に考慮して評価します。

①授業への参加（毎回「ディスカッション」にコメントをUPする）：30％
②中間レポートと発表（報告）：30％
③学期末レポートと発表（報告）：30％
④その他（授業への突出した貢献・格別な努力など）：10%。

その他

・戦後日本の軌跡を「海外の研究者の眼差し」でたどる、という比較的新しい内容の科目です。シラバスでは想像しにくい点
もあると思
いますので、履修予定者は、初回の授業に出席して問い合わせてください。新しい知識に触れながら楽しく勉強しましょう。
多くはありませんが、小説も紹介します。

・戦後日本における「歴史の語り手」の一つは「大衆文化」で、人気のあった歴史小説も含まれます。歴史小説と学術書籍の
目的・叙述
スタイルの違いに関して、自分なりの認識を持ちたい学生にとっても刺激を提供できると思います。
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825_14F51901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史特説ⅡＡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義は、近世を代表する遊廓である江戸新吉原を対象とし、近世遊廓
の成立と展開の過程を、近世都市社会の特質とジェンダーの視点から明
らかにするものである。性の売買を本能による普遍的な現象として捉え
る見方は広く浸透しているが、その歴史的実態を一次史料にもとづいて
解明していくと、性の売買の有無やそのあり方自体が当該の社会の特徴
に深く規定されていることがわかる。さらに、遊廓研究自体も、研究者
の生きた時代による規定性を強く受けてきた。本講義では、一次史料に
基づいて歴史的実態を解明する手法を示すと同時に、近世都市社会にお
ける身分とジェンダーによって性の売買が深く特徴付けられていること
を明らかにし、現代社会における性の売買を考える際の視点の獲得をめ
ざす。

授業内容

第�回 イントロダクション a大学生の性意識調査紹介 ｂ性売買の
歴史を学ぶ意味

第�回 遊廓研究の歴史
第�回 城下町成立と性の管理─「濫妨」から「売買」へ
第�回 新吉原遊廓の成立と近世身分制
第�回 売女訴訟─17世紀の遊廓
第�回 男女の遊女屋と家意識
第�回 18世紀における新吉原遊廓の変容
第	回 寛政改革と「新吉原遊女町規定証文」
第
回 新吉原遊廓の警備体制
第10回 遊女と売女（�）遊女花扇と「近世職人尽絵詞」
第11回 遊女と売女（�）柳原土手の性売買
第12回 新吉原の客─武士と大店手代
第13回 性売買と社会─前期の小括
第14回 a試験 b試験問題の解説

履修上の注意

現代社会における性売買や性のあり方についての問題意識を持って受講
してほしい。また、くずし字の読解は行わないが、活字近料をたくさん
扱うので、史料読解に積極的に取り組んでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料を事前配布する場合には、受講前に予習しておくこと。

教科書

国立歴史民俗博物館監修「性差の日本史」展示プロジェクト編『新書版
性差の日本史』（集英社インターナショナル）

参考書

国立歴史民俗博物館展示図録『性差の日本史』（国立歴史民俗博物館）
高埜利彦編ちくま新書『近世史講義』（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験70％ 小レポート（前期�回）10％ 授業への貢献・参加度20％

その他

826_14F52001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史特説ⅡＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義は、近世を代表する遊廓である江戸新吉原を対象とし、前期に続
き、近世遊廓の動揺と解体の過程を、近世都市社会の特質とジェンダー
の視点から明らかにするものである。性の売買を本能による普遍的な現
象として捉える見方は広く浸透しているが、その歴史的実態を一次史料
にもとづいて解明していくと、性の売買の有無やそのあり方自体が当該
の社会の特徴に深く規定されていることがわかる。さらに、遊廓研究自
体も、研究者の生きた時代による規定性を強く受けてきた。本講義で
は、一次史料に基づいて歴史的実態を解明する手法を示すと同時に、近
世都市社会における身分とジェンダーによって性の売買が深く特徴付け
られていることを明らかにし、現代社会における性の売買を考える際の
視点の獲得をめざす。

授業内容

第�回 イントロダクション a近世社会の解体過程の特質 ｂ近代社
会における性売買の特徴

第�回 19世紀遊廓の構造─天保改革と新吉原
第�回 遊女屋経営を支える金融構造─地方と江戸
第�回 遊廓をめぐる矛盾（�）「遊女大安売り」
第�回 遊廓をめぐる矛盾（�）遊廓の放火事件
第�回 遊女の日記を読む（�）遊女のリテラシー
第�回 遊女の日記を読む（�）近世の遊女集団の特質
第	回 幕末の幕府行政と新吉原遊廓─信州助郷撤回闘争をめぐって
第	回 遊女の手紙を読む（�）稲本楼遊女井筒・松ヶ枝
第
回 遊女の手紙を読む（�）稲本楼遊女小稲
第10回 近代遊廓の成立─芸娼妓解放令の衝撃
第12回 歴史における主体─遊女かしくをめぐって
第13回 現代社会と近世遊廓─後期の小括
第14回 a試験 b試験問題の解説

履修上の注意

後期受講は、原則として前期の履修を前提とする。その他の注意点は、
前期授業と同じ。

準備学習（予習・復習等）の内容

史料を事前配布する場合には、受講前に予習しておくこと。

教科書

史料を事前配布する場合には、受講前に予習しておくこと。

参考書

国立歴史民俗博物館展示図録『性差の日本史』（国立歴史民俗博物館）
高埜利彦編ちくま新書『近世史講義』（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験70％ 小レポート（後期�回）15％ 授業への貢献・参加度15％

その他
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827_14F51101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史料学Ⅰ 田 中 大 喜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本史の研究に不可欠な古文書読解の基礎について学びます。主に古
代から中世までの古文書を読みながら、文書の機能と様式、文体およ
び語句、漢字の草書体・行書体、異体字・略字・変体仮名など、古文
書の読解に必要とされる基礎的な知識について解説します。
本授業を通して、古文書読解に必要とされる、各時代の文書の機能と
様式、文体および語句、漢字の草書体・行書体、異体字・略字・変体
仮名といった基礎的な知識の習得を目指します。

授業内容

授業は、講義と受講者の史料読解を中心に進めます。到達度を確認す
るために、進度の半分の時点で小テストを行います。
第�回：歴史資料のなかの文字資料と古文書
第�回：古文書の機能と様式
第�回：古代の文書を読む�─符・解─
第�回：古代の文書を読む�─移・牒─
第�回：古代の文書を読む�─宣旨─
第�回：古代の文書を読む�─下文─
第�回：中世の文書を読む�─下文─、小テスト
第	回：中世の文書を読む�─鎌倉幕府の下知状─
第
回：中世の文書を読む�─室町幕府の下知状─
第10回：中世の文書を読む�─鎌倉幕府と朝廷の奉書─
第11回：中世の文書を読む�─北条氏の書状─
第12回：中世の文書を読む�─室町将軍の文書─
第13回：中世の文書を読む�─室町幕府の奉書─
第14回：中世の文書を読む	─契約文書─

履修上の注意

疑問点やわからない点は、遠慮せずに授業後に質問してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回の授業に読む史料を指示するので、下記の参考書を用いて、独力
で調べてから授業に臨んでください。
授業後は、授業で取り上げた古文書について復習してください。

教科書

『演習古文書選 様式編』日本歴史学会編（吉川弘文館）2020年（第
32刷）。これに掲載された図版を中心に読解するので、必ず用意して
ください。
そのほか、適宜講読史料のコピーを配付します。

参考書

『古文書学入門 新版』佐藤進一（法政大学出版局）2003年（新装版）
『くずし字解読辞典 普及版』児玉幸多編（東京堂出版）1993年
『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』苅米一志（吉川弘文館）
2015年

課題に対するフィードバックの方法

小テストについては、次回授業時に解答を配付するので確認するこ
と。
定期試験については、Oh-o! Meijiを通じて解答を配信するので確認
すること。

成績評価の方法

出席状況（10％）、小テスト（20％）、定期試験（70％）

その他

�分の�以上の出席と定期試験をクリアして単位認定となります。出
席回数が�分の�に満たない場合は、定期試験の受検資格を得られ
ず、単位不認定となります。

828_14F51201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史料学Ⅱ 桜 田 真理絵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文献史学は、現在にのこされた歴史史料を読み、その内容を分析して、歴史像を組み立てる学問である。
そのため、研究対象とする時代の歴史史料の種類、読み方、活用方法を知ることが必須の能力となる。

日本古代史は、のちの時代に比べて史料は少ないといわれるが、古代に書かれた史料のみならず、中近世、
近代史の史料にも古代史を分析する手がかりは多くのこされている。また、最近では出土文字史料も増加し
ており、日々史料の点数が増えている状況である。

本授業では、古代史研究で用いる主要史料の特徴や研究のなかでどのように使用されているかを紹介すると
ともに、受講者に実際に読むことに挑戦してもらうことで、史料の性格や活用方法を知ることを目標とする。

歴史史料は、過去からのメッセージである。
研究のために重要なのはもちろんであるが、有名な歴史上の人物の意外な性格が見えてきて身近な存在に感
じたり、今とかわらない人間関係を垣間見たりということができるのも醍醐味である。そうした史料を読む
ことの楽しさをぜひ知ってほしい。

授業内容

授業は、参加者の報告を中心に進める。

（�）ガイダンス。古代史料の概要と位相について。
（�）〜（�）編纂史書（六国史）
（�）〜（�）法制史料（「養老律令」、『令義解』など）
（	）〜（
）古文書史料（正倉院文書など）
（10）〜（11）古記録史料（『小右記』『御堂関白記』など）
（12）〜（13）金石・出土文字史料（木簡、石碑など）
（14）文学史料など。まとめ。

史料はこちらから提示するが、履修者の興味・関心によっては変更することがある。
もし扱ってみたい史料がある場合は、ぜひ希望を伝えて欲しい。

履修上の注意

古代の史料は漢文のため、予習・復習の際には漢和辞典・『日本国語大辞典』などを用いて語句を調べるこ
と。
高校生の時に使用していた漢文文法の参考書（副読本）などで漢文文法を復習すること。
自分の報告時以外にも質疑応答があるので、幅広く勉強しておくこと。

当然のことながら日本古代史に関する基本的な知識事項は、必須となる。参考文献にあげたような日本古代
史研究の入門書を読んでおくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】

史料の書き下し文を作成する。
全員作成し、授業時に報告や質疑応答を聞きながら自分の書き下し文を添削することで史料の読み方が身に
つく。

その際に下記の辞典を用いる。
漢和辞典〔『大漢和辞典』諸橋轍次編（大修館書店）、『学研新漢和大字典』藤堂明保・加納喜光編（学習研究
社）〕
国語辞典〔『日本国語大辞典』日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編（小学館）〕【JP】
歴史学研究辞典〔『国史大辞典』（吉川弘文館）〕【JP】
※【JP】はジャパンナレッジで検索可能である。ジャパンナレッジは大学で契約しているため、明治大学生
なら無料で使用できる。使い方を確認しておくこと（大学図書館HPより確認可能）。

【復習】

授業での訓読を復習し、改めて辞典を引いて理解を深めること。また、史料を音読することを勧める。古代
の史料の文体に親しんで欲しい。

教科書

とくになし。必要なものはコピーで配付する。

参考書

【史料の読み方に関するもの】

『日本古代史を学ぶための漢文入門』（池田温編、吉川弘文館、2006年）
『日本の歴史 別巻 日本史研究事典』（児玉・林屋・永原編、集英社、1993年）
『新版 古代の日本十 古代資料研究の方法』（木下・石上編、角川書店、1993年）
『古記録入門』（高橋秀樹、東京堂出版、2005年）
『新版古文書学入門』（佐藤進一、法政大学出版局、2003年、旧版1997年）
『古代史料を読む』【律令国家編・平安王朝編】（佐藤信・小口雅史編、同成社、2018年）

【古代史の研究入門書】

シリーズ日本古代史�〜�（岩波書店）のなかで特に、
『平城京の時代』（坂上康俊）、『平安京遷都』（川尻秋生）、『摂関政治』（古瀬奈津子）
『古代史講義』（佐藤信編、2018年）
『古代史講義』【宮都編・戦乱編・氏族編】（佐藤信編、2018〜2021年）
『テーマで学ぶ日本古代史』【社会・史料編、政治・外交編】（佐藤信編、吉川弘文館、2020年）
『人物で学ぶ日本古代史』�〜�巻（新古代史の会編、吉川弘文館、2022年）

課題に対するフィードバックの方法

報告内容に関しては、報告時に良かった点や改善点を述べる。
レポートは個々にフィードバックをおこなう。

成績評価の方法

平常点50％
期末レポート50％

平常点は報告、質疑応答をもとに判断する。
期末レポートの題目は早めに提示するので、提出期限は学期末であるが、早くから準備をはじめること。

その他

遅刻・欠席は、やむを得ない場合を除き事前に連絡すること。
欠席回数が�／�を越える場合には、レポートを提出しても単位を認めない。
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829_14F51301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史料学Ⅲ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

830_14F51401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本史料学Ⅳ 牛 米 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

今季の日本史料学�は、「江戸から東京へ」をテーマに、近世社会
から近代社会への転換を歴史的に理解することを目的とする。この授
業では、江戸・東京という地域で何が起こっていたのかを、史料を読
みながら具体的に考えていきたい。授業は、前半で史料を読み、後半
でそれを解説する形式とする。なお、余裕があれば、授業の最後に多
発する災害から歴史的史料を保存する活動を紹介してみたい。

授業内容

（�）「江戸から東京へ」の概要
（�）「大坂遷都論」と「江戸遷都論」
（�）「江戸奠都論」
（�）「熈代勝覧」にみる江戸の町
（�）「お粥騒動」とは何か
（�）「東京奠都の詔」と江戸の接収
（�）50区制改革
（	）「救恤の詔」と東京の危機
（
）「復興」への道
（10）東京バンク構想
（11）東京の土地改革
（12）三新法と東京
（13）災害地の史料レスキュー
（14）a全体のコメント b試験

履修上の注意

授業で使用するのは活字資料なので、古文書が読めなくても問題は
ない。なお、史料館や博物館などで地域の近代化がどのように展示さ
れているか、興味を持って観ておいてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で使用する資料は事前にアップするので、一通り目を通してお
いてほしい。

教科書

教科書は特に使用しない。

参考書

横山百合子『江戸東京の明治維新』岩波新書、2018年
松山 恵『都市空間の明治維新』ちくま新書、2019年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度30％、定期試験70％とする。

その他
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831_14H21201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本思想史Ａ 綱 川 歩 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

832_14H21301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本思想史Ｂ 伊 勢 弘 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業内容＞
日本思想史Ｂでは、近現代史の政治・社会に影響を与えた思想動向を中心に講義す
る。
思想の内容だけでなく、社会といかに実質的に関わったのかを考えながら、その影
響を学ぶ。

＜到達目標＞
・日本社会が現代に至るまでに、どのような思想の影響を受けてきたのかを理解で
きる。
・歴史事象に実際に影響を与えた思想に対して、同時代における評価と、現代から
見た評価との双方の観点から考察できる。
・現在の自分自身の環境がどのようにつくられてきたのか、思想的視点から理解で
きる。

授業内容

以下のテーマに沿って、できるだけ様々な思想に触れながら、歴史と思想の関係を
考察していく。

�．思想と哲学の方法 ‐思想とは何か？
�．日本史に「革命」はあるのか？ ‐革命思想の社会史
�．日本人の法意識 ‐「自由」と「勝手」はどう違うか？
�．国家教育と思想統制 ‐国民の支配と統制
�．国権思想と国民教化 ‐権力への加担と集団的圧力
�．国体思想と教育 ‐無上の価値×疎外の尺度
�．思想トレンドと国体学 ‐「顛倒の論理」
	．ナショナリズムの思想史 ‐民族という尺度

．社会主義思想‐「進化論」の世紀
10．都市と大衆とデモクラシー ‐「改良」から「改造」へ
11．「近代化論」と歴史学 ‐「文明」と「文化」はどう違うか？
12．「新自由主義」という思想 ‐能力主義社会は成立するか？
13．「自由」と「民主」はどう違うか？ ‐強制と自助
14．現代思想と社会 ‐現代人の知識と常識

私たちのいる現在の社会と、近現代の思想との関連性を理解する。
そのために特定のジャンルや思想のみ取り上げるのではなく、各時期の思想トレン
ドとともに歴史的背景を学習することで、その思想が生み出され、受容された理由
を考えていく。

履修上の注意

・各テーマに対してとにかく積極的に考えること。
・特定の思想だけでなく、各時代・各時期の様々な考え方を理解するように臨むこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時間の他に、学習した思想について考える時間をつくること。
自ら調べて学習すること（「教わるのを待つ」姿勢ではなく、「自身で学ぶ」姿勢で
臨んで下さい）。

教科書

なし

参考書

伊勢弘志『明日のための現代史』〔下巻〕（芙蓉書房出版、2022年）。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間の前後に教室で対応する。

成績評価の方法

リアクションペーパー50%、 レポート50%

その他
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833_14F60701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本地誌 谷 川 尚 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

私たちが生活している「日本」という地域を，どのように認識するか。
全体像としての「日本」の理解はもとより，「日本」を構成する各パー
ツとしての諸地域の理解も重要である。
半期の講義であるから，日本全体を満遍なく扱う事はできない。ある
地域をある主題に基づいて取り上げていく事になろう。それぞれの地域
の抱える様々な「地域矛盾」についても注目したい。

授業内容

第�回 地誌とは何か、地理とは何か(�)。geoとgraphy(その�)
第�回 地誌とは何か、地理とは何か(�)。geoとgraphy(その�)
第�回 地誌とは何か、地理とは何か(�)。Terra IncognitaをTerra

Cognitaに(その�)
第�回 地誌とは何か、地理とは何か(�)。Terra IncognitaをTerra

Cognitaに(その�)
第�回 農業（人は生きるために食べ、食べるために生きる）と酪農
第�回 牛乳と諸地域(�)。美味しい牛乳が飲みたい─北海道と群馬県

(その�)
第�回 牛乳と諸地域(�)。美味しい牛乳が飲みたい─北海道と群馬県

(その�)
第	回 牛乳と諸地域(�)。日本酪農の発祥の地は千葉県？
第
回 牛乳と諸地域(�)。秋田県の二つの牧場。放牧と舎飼い、そし

て飼料
第10回 牛乳と諸地域(�)。アグリビジネスと飼料。カーギルの戦略
第11回 牛乳と諸地域(�)。北海道中標津の三友さんのマイペース酪農
第12回 牛乳と諸地域(�)。北海道興部の大黒さんの企業経営の酪農
第13回 牛乳と諸地域(	)。北海道十勝の花畑牧場の酪農
第14回 牛乳と諸地域(
)。岩手県岩泉の中洞さんの山地（やまち）酪

農

履修上の注意

�．受講生は，教室内でのマナーを守る事。
�．毎回，出席カードに「感想」を書いてもらう。
�．講義回数の�分の�を欠席した者は「不可」である。

準備学習（予習・復習等）の内容

配付する資料（プリント）等は、事前に確実に熟読してくること。映像
資料を多用するが、これに関しては、復習が最重要となる。映像の内容
を、しっかりと復習し、次の授業に繫げていくようにすること。

教科書

今年度は使用しない予定。ビデオ映像を教科書代わりに使用する。ま
た，必要に応じて，プリントを配付する。

参考書

地理教育研究会編（2010）『授業のための日本地理・第�版』古今書院，
3000円（税別）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価は，100%試験結果による。持ち込み不可。レポート等の代替はな
い。出席は当然の事であり，必要絶対条件。�分の�欠席＝不可は，上
述の通り。

その他

日本地誌を学ぶに際して，高校程度の地図帳があると良い。

834_14F50201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本中世史 植 田 真 平

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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835_14H02701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本美術史Ａ 千 葉 慶

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「美術」とは何か。それはいかなる目的で制作され、どのように用いられていたのか。本講
義では、日本の古代から近代までを対象に、具体例を挙げながら「美術」の意味と機能につ
いて考察する。本講義では、美術作品や美術家の名前・様式を暗記することを到達目標とは
しない。「美術」を、「visual culture」（視覚文化）として広くとらえなおし、「美術」を分析
的に読むことを通して、普段漫然と日常にころがっている「視覚文化」を分析的にとらえら
れるようになることが目標となる。数百人単位の大人数講義であるため、ソーシャルディス
タンスをとることが難しく、オンデマンド形式になる可能性をあらかじめ承知されたい。

授業内容

春学期は近代日本美術史を中心に講義する。各回で具体的なテーマを設定して講義を行な
う。原則的には時代順での講義だが、テーマによっては時代が前後することもある。絵画
（に限らずあらゆる美術）とは、「天才的な作者が独自の発想をもって自由自在に描いたも
の」ではない。そこには注文主（近代においてはいない場合も多い）がおり、社会的に共有
された視覚的なコードがあり、受容者がいる。社会的なコンテクストを抜きにして、絵画の
意味も機能も、絵画自体も存在し得ないのである。本講義では、「美術」が誰によって創作
され、いかなるコードによって画面が構成されているのか、そしてそれは誰に対してどのよ
うな働きかけを行なったのかが論点となる。また、図像解釈の方法論を身近に感じるため
に、授業の後半で戦後日本文化の読解をもって応用例を示す。
（�）「日本美術史」を学ぶということ
（�）狩野芳崖「悲母観音」を読む
（�）三体の神武天皇像を読む
（�）戦争のモニュメント 八紘一宇の塔を読む
（�）黒澤明「野良犬」を読む 戦後「逆コース」の表象
（�）日本社会は「在日朝鮮人」をいかに表象したか 『にあんちゃん』を読む
（�）日本のポップミュージックとジェンダー その� グループサウンズから矢沢永吉まで
（	）日本のポップミュージックとジェンダー その� 尾崎豊からBiSHまで
（
）ロマンティックラブのイメージ 手塚治虫『リボンの騎士』を読む
（11）ロマンティックラブの相対化 岡崎京子を読む
（12）ロマンティックラブの復権？ 『借りくらしのアリエッティ』を読む
（13）親になることの葛藤 『ドラえもん』の父親像・母親像を読む
（14）女性嫌悪を乗り越える表象 萩尾望都『イグアナの娘』を読む
なお、以上の予定表は、2022年12月現在のものである。講義準備あるいは講義進捗状況、コ
ロナなどの環境状態しだいで、変更されることが予想される。あらかじめ了承されたい。

履修上の注意

特にないが、受講しているほかの学生に迷惑をかけるような一切の行為を慎むこと。真摯な
態度での受講を望む。
本講義では、毎回OHMeijiの出席確認アンケートで感想と質問を提出してもらうが、その際
に、
（�）白紙で提出した者
（�）明らかな代返を行った者（他人のアンケートとそっくり同じ内容）
（�）講義を全く聞かずにかけるような短く内容のないコメントを寄せた者。�行以下のコ
メント。
に関しては、その回の出席点を認めない。

また、以上に該当する行為をしばしば行う者については、単位認定の対象外とする場合もあ
ることをあらかじめ承知されたい。
なお、基本的に、「公欠」（欠席しても出席を認める措置）は一切認定しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回ohmeijiを通してパワーポイントその他の資料を提示するので、それを用いて予習・復習
をすること。具体的にはシラバスなどで取り上げることが明示されているものについては事
前に触れておくこと。

教科書

特に指定しない。

参考書

参考書は、OHMeijiで提示するパワーポイントにおいて適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点60％、レポート40％。したがって、レポートのみの提出では「可」とはならない。

その他

商学部で開講される芸術（美術）Ａと内容面で重複することを注意されたい。

836_14H02801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本美術史Ｂ 千 葉 慶

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

今期は春学期は近現代、秋学期は前近代にわけて構成している。ただし、いずれにせよ、「美
術」あるいは「視覚文化」作品の分析を通して、文字資料だけでは語ることのできない「歴史」
の深さや可能性を考えるというテーマは共通する。本講義においては、各自が「視覚文化」の
表象分析の方法論をケーススタディーを通して学び、自らの身近な「視覚文化」に対する分析
の視座を獲得することを目標として定める。数百人単位の大人数講義であるため、ソーシャル
ディスタンスをとることが難しく、オンデマンド形式になる可能性があることをあらかじめ承
知されたい。

授業内容

秋学期は平安時代から室町時代の絵画（障屏画・絵巻含む）を中心に前近代を対象とした「日
本美術史」を講義する。各回で具体的なテーマを設定して講義を行なう。原則的には時代順で
の講義だが、テーマによっては時代が前後することもある。絵画（に限らずあらゆる美術）と
は、「天才的な作者が独自の発想をもって自由自在に描いたもの」ではない。そこには注文主が
おり、社会的に共有された視覚的なコードがあり、受容者がいる。社会的なコンテクストを抜
きにして、絵画の意味も機能も、絵画自体も存在し得ないのである。本講義では、絵画が誰に
よってどのような目的で注文され、いかなるコードによって画面が構成されているのか、そし
てそれは誰に対してどのような働きかけを行なったのかが論点となる。
（�）イントロダクション 日本美術史の方法
（�）中世絵巻を読む�──信貴山縁起絵巻
（�）中世絵巻を読む�──伴大納言絵巻
（�）「王朝物語絵」のジェンダー 「源氏物語絵巻」と「紫式部日記絵巻」
（�）描かれた武家社会 「平治物語絵巻」と「男衾三郎絵巻」
（�）中世仏画の政治学� 地獄と極楽
（�）中世仏画の政治学� 「華厳宗祖師絵伝」
（	）天狗草紙と一遍聖絵
（
）「粉河寺縁起絵巻」をめぐる政治学
（10）「源頼朝像」から何が見えるか
（11）異形の王の肖像 後醍醐天皇像を読む
（12）室町将軍の絵画 瓢鮎図を読む
（13）戦国武将と鬼 酒呑童子絵巻を読む
（14）時代劇映画の美術を読む
なお、以上の予定表は、2022年12月現在のものである。講義の進捗状況しだいでずれることが
予想される。その場合は、一部割愛あるいは補足する場合があることをあらかじめ了承された
い。

履修上の注意

特にないが、受講しているほかの学生に迷惑をかけるような一切の行為を慎むこと。真摯な態
度での受講を望む。
本講義では、OHMeijiシステムの出席確認アンケートでもって、感想と質問を提出してもらう
が、その際に、
（�）白紙で提出した者
（�）明らかな代返を行った者（他人のアンケートとそっくり同じ内容）
（�）講義を全く聞かずにかけるような短く内容のないコメントを寄せた者。�行以下のコメン
ト。
に関しては、その回の出席点を認めない。

また、以上に該当する行為をしばしば行う者については、単位認定の対象外とする場合もある
ことをあらかじめ承知されたい。
なお、基本的に、「公欠」（欠席しても出席を認める措置）は一切認定しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回のパワーポイントなどの資料をohmeijiを用いて配布する。そのプリントを利用して、予
習・復習を行うこと。シラバスなどのインフォメーションで、講義で用いることがあらかじめ
わかっている作品については、講義前に見ておくこと。

教科書

特に指定しない。

参考書

講義前に提示するパワーポイントなどの資料で指定する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点60％、レポート40％。

その他

商学部開設の芸術（美術）Ａと一部重複する。
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837_14F50901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文化史Ａ 松 山 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

都市文化は，地域の相違をこえて成立する側面と，固有性・地域性
にみちた側面とをあわせもつ。前半（第�〜8回）では江戸-東京を素
材に前者の動向を論じる一方、後半（第10〜13回）では列島の諸都市
を事例として後者の動向に焦点を絞る。「都市とは何か，文化とは何
か」という問いも念頭に起きながら，日本都市の近現代への移行過程
を講義する。

授業内容

（�）講義の概要と授業計画
（�）日本の近世都市：城下町の空間=社会=文化�
（�）日本の近世都市：城下町の空間=社会=文化�
（�）城下町の明治：「廃城」や武家地処分のあり方
（�）「三都」から首都へ：東京遷都の影響
（�）民衆文化への打撃：広場の消失，演劇改良運動
（�）都市下層の生活世界
（	）近現代のライフサイクル：居住をめぐる諸問題
（
）まとめ�
（10）京都・奈良の近代：「古都」文化の形成
（11）大阪の近代：原動力としての遊興文化
（12）地方城下町の近代
（13）北海道と開拓都市・札幌の展開
（14）まとめ�

履修上の注意

授業は定刻に始めるので、遅刻をしないようにすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

学期中に複数回、それまでの授業内容に関する小テストを実施し，
その書き込みにもとづき習熟度をはかる。小テストの詳しい実施方法
については授業中に説明する。

教科書

松山恵『都市空間の明治維新』（筑摩書房、2019年）。講義では、パ
ワーポイント（絵図や写真などの教材）をもちいた説明をおこなう。

参考書

授業のなかで随時提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

上述の「小テスト」の提出状況および書き込み内容によって判定す
る。小テストの詳しい実施方法については授業中に説明する。

その他

授業形式については「対面」を想定しているが、新型コロナウイル
スをはじめとする感染症の拡大状況によっては「ハイブリッド型（対
面とオンラインの併用）」へと切り替えるとともに、授業内容等にも
一定の変更を加える可能性がある。
引き続き、日本文化史B（秋学期開講）を履修することが望まし
い。

838_14F51001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文化史Ｂ 中 村 友 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本文化の基層を知ると、現代にまで繋がる事項も多い。
現在の日本文化のアイデンティティーの出発点である古代の文化を概説する。
本講義を通じて、日本の通史的理解に大筋を見出せるように、
かつグローバル化する者会の中で日本人の立ち位置を理解し、多様性がある
考え方を養成する。

授業内容

� 日本文化史Ｂ受講にあたって／導入・先史時代の文化
� 古墳時代の文化
� 飛鳥時代の文化
� 奈良時代の文化
� 飛鳥時代の文化とジェンダー（桜田）
� 奈良時代の文化とジェンダー（桜田）
� 平安時代前期の文化
	 平安時代中期の文化

 平安時代の文化とジェンダー（桜田）
10 古代・中世の食文化
11 鎌倉・室町期の文化概観
12 その他の宗教文化史
13 中近世の文化とジェンダー（桜田）
14 織豊期の文化概観

履修上の注意

講義科目であるが出席とランダムに行われるコメントペーパーへの対応を求
めます。
理解力を計ると共に、その都度授業への意見も取り入れられるようにします。
授業の妨げとなるような長時間の私語や大声、食事などは退出してもらいま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに準備学習は必要ないが、基本的用語などの質問は控えて欲しい。
用語集や簡便な辞典で各自で調べるように。

教科書

レジュメ類を配付するのでとくに使用しない。

参考書

家永三郎『日本文化史』第二版，岩波新書，岩波書店，1982年
川崎庸之・笠原一男『宗教史』体系日本史叢書，1964年
中村友一『日本古代の氏姓制』八木書店，2009年
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』吉川弘文館，
2020年
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』吉川弘文館，
2020年
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史 �・�・�』吉川弘文館，2022年
『性差の日本史』国立歴史民俗博物館監修，集英社，2021年
他，各回の授業時に提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50点・レポート50点。

その他
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839_14H15101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文化発信A 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

The aim of this course is for students to locate Japanese culture in contemporary
international relations. Through lectures, readings, and class discussion,
students will acquire knowledge about how international communities perceive,
appropriate, and consume Japan while we also examine how the Japanese
government or the Japanese general public expects others to understand their
culture.

授業内容

Week � Introduction
Week � Seeing Japan from abroad
Week � Cool Japan : Governmentʼs efforts �
Week � Evangelizing Japan : Governmentʼs efforts �
Week � Contextualizing Japan
Week � Exporting Japan
Week � Localizing Japan
Week 	 Appropriating Japan
Week 
 Encontextualizing Japan
Week 10 Re-embedding Japan
Week 11 Eating Japan �
Week 12 Eating Japan �
Week 13 Reevaluating Japan
Week 14 Final Discussion

履修上の注意

There are no prerequisites to enroll in this course.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures and discussions. Attendance is a minimal
requirement. Participation is measured by attendance and by asking and
answering questions on a timely basis. You are expected to read the suggested
materials and to be able to ask and answer questions about them in class
discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o! Meiji at :
https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University username and
password to log in.

教科書

Readings will be posted on Oh-o! Meiji.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on in-class participation (50%) and quizzes (50%).

その他

* This class will be in HyFlex format . You can physically be in the classroom or
attend this class via Zoom from anywhere around the world. For the in-class/live
streaming will be on 3th period of WED in Izumi. Please check the Oh-o! Meiji for
the physical classroom location.

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを介してどこ
からでも履修ができます。対面・ライブ配信は水曜日の�限目です。教室はOh-
o! Meijiを確認してください。

840_14H15201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文化発信B 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

Continuing from the Spring semester, this is also a collaborative survey class in
which students with various cultural backgrounds work together in groups in
order to learn the local communities around the university by conducting
ethnographic fieldwork around the neighborhood. You will conduct ethnographic
field projects in groups for the semester, and write and present your findings.

授業内容

Week � Introduction
Week � Ethnographic writing
Week � Self-reflectivity
Week � Izumi neighborhood �
Week � Field study day �
Week � Discussion / Presentation �
Week � Field study day �
Week 	 Discussion / Presentation �
Week 
 Interview ethics
Week 10 Cultural transplantation
Week 11 Izumi revisited
Week 12 Class presentations �
Week 13 Class presentations �
Week 14 Final Discussion

履修上の注意

Students are required to give four presentations throughout a semester. The
presentation scripts will be due the week following the presentation.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures, discussions, and fieldwork. Attendance is a
minimal requirement. Participation is measured by attendance and by asking
and answering questions on a timely basis. You are expected to read the
suggested materials and to be able to ask and answer questions about them in
class discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o! Meiji at:
https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University username and
password to log in.

教科書

Readings will be posted on Oh-o! Meiji.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on in-class participation (50%) and presentations (50%).

その他

* This class will be in HyFlex format . You can physically be in the classroom or
attend this class via Zoom from anywhere around the world. For the in-class/live
streaming will be on 3th period of WED in Izumi. Please check the Oh-o! Meiji for
the physical classroom location.

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを介してどこ
からでも履修ができます。対面・ライブ配信は水曜日の�限目です。教室はOh-
o! Meijiを確認してください。
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841_14A03009

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（テーマ）近代小説を読む──リアリズムから「語り」へ

まず、日本近代文学においてリアリズムの方法を完成させた志賀直哉の
文学作品を取り上げ、小説というジャンルの方法と特徴について考察を深
める。さらに、モダニズム文学の展開を視野に入れて、小説の方法が「語
り」を発展させていく様態を検証する。具体的には、芥川龍之介から太宰
治に至る女性の一人称の語りの方法に注目し、小説ジャンルの方法が展開
していく状況を考察する。
授業は演習形式であり、参加者には担当する作品について分析・発表し

てもらう。受講者各自が文学作品を分析的に読解する力をつけることに加
え、日本近代文学の特徴について理解することを到達目標とする。

授業内容

� ガイダンス・近代小説の展開と「焚火」（大正
年）を読む（�）
� 「焚火」を読む（�）
� 志賀直哉「佐々木の場合」（大正�年）の発表とディスカッション
� 志賀直哉「小僧の神様」（大正
年）の発表とディスカッション
� 志賀直哉「雨蛙」（大正13年）の発表とディスカッション
� 志賀直哉「城の崎にて」（大正�年）「濠端の住まい」（大正14年）の

発表とディスカッション
� 芥川龍之介「蜃気楼」（昭和�年）の発表とディスカッション
	 芥川龍之介「南京の基督」（大正
年）の発表とディスカッション

 芥川龍之介「雛」(大正12年)の発表とディスカッション
10 太宰治「道化の華」（昭和10年）の発表とディスカッション
11 太宰治「女生徒」（昭和13年）の発表とディスカッション
12 太宰治「皮膚と心」（昭和14年）の発表とディスカッション
13 レポート提出と太宰治「きりぎりす」（昭和14年）のディスカッショ
ン

14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

授業で取り上げる作品をあらかじめ精読しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、次回授業で取り上げる文学作品について調べておくこと。復習と
して、関連する作品を調査して読むこと。

教科書

志賀直哉『小僧の神様・城崎にて』（新潮文庫）。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

レポートは添削して返却し、個別指導を行う。

成績評価の方法

平常点（発表・ディスカッションでの発言含む）50パーセント、レポート
50パーセント。

その他

参加者には、発表とレポート提出を課す。ディスカッションへの貢献も求
める。積極的な参加を期待する。

842_14A03002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

［概要］
二十一代集において、いまだ注釈書のない、室町時代の『新拾遺和歌集』（1364年

成立）について、その用語（歌言葉）に注目して問題点をみつけ、語学的に分析し
ながら、その特徴を見いだしてゆく。
具体的には 『新拾遺和歌集』の恋の巻の歌を対象として、分析・考察していく。

［到達目標］
『新拾遺和歌集』の歌に即して、語学的な問題点を発見でき、それに基づいた適切
な調査・考察を行なって、適切な資料を作成し、明快に発表・質疑できること。

授業内容

二十一代集とは、『古今和歌集』から『新続古今和歌集』にいたる勅撰集をいう。
『新拾遺和歌集』は、その19番目にあたるものである。このなかの歌について、その
用語・表現が、歌言葉としてどのように受け継がれ、変容されているのかを、言語
分析の側面から考察していく。

�．『新拾遺和歌集』の歌語
�．二十一代集の構成（�─�）
�．秋学期演習発表の方法（�─�）
�．受講生による発表（�─	）
�．秋学期まとめ［ａモジュールで終了］

受講生の数が多い場合は、�回でふたりが別々の歌を担当するという形式になる。
また、受講生の数によって、発表に充てる回数が変動する場合がある。

履修上の注意

コンピュータに関する特別な知識は必要としないが、モバイルアカウントを取得
して、インターネットに接続できる体制を整えてもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
�． 自分の担当する歌の内容を、古典文法の知識と辞書をこまめに引くことで理

解する。
�． 分析対象の語について、データベースを検索しながら、その展開について理
解を深める。
�．注釈書のある勅撰和歌集について、なにかひとつを読み進めてみる。

［復習］
�． 授業中に出た、疑義や意見・質問事項について追加調査と考察を行ない、レ

ポートに備える。
�． 歌の解釈や文法事項について、さらに調査を加え、理解を深める。

教科書

教科書は使用しない。プリント配布。

参考書

新編日本古典文学全集の和歌の巻（小学館）
新日本古典文学大系の和歌の巻、特に八代集（岩波書店）
日本古典集成の和歌の巻（新潮社）
和歌文学大系（明治書院）

課題に対するフィードバックの方法

・リアクションペーパー（出席票と一体）での質問等については、次週の授業等に
おいて、適宜返答する。

・発表に対する受講生コメントは、整理して、コメント者匿名で整理し、次週まで
に公開する。

・Oh-o! Meijiディスカッションのコメントについても、適宜コメントを加えていく。

成績評価の方法

演習の発表（40%）、レポート（40%)、平常点（リアクションペーパー、授業中の発
言物等を総合、20%）。

その他
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843_14A03003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

六朝志怪─干宝『捜神記』─を読む

中国六朝期（魏晋南北朝期）には、死者の復活などの「超現実的」な出来事
を記した「志怪小説」が流行した。これらの民間伝承を多分に含んでいるエ
ピソードは、東アジアの民話の共通性を考える上でも重要な資料である。
本授業では、代表的な志怪小説集である干宝『捜神記』を読んでいく。版本
を底本としながら、日本語訳を頼りに白文の点を切り、訓読する力を身につ
けることを第一の目標とする。さらに、文中の語彙について各種漢文大系を
利用しながら用例を収集する手順を習得することを第二の目標とする。そし
て、エピソードの類型について調査し考察することをプラスアルファの努力
目標として設定する。

授業内容

第�回a：干宝と『捜神記』について
第�回：使用テキスト・工具書・参考書について
第�回：発表レジュメ作成の手順：注釈のための調査手順について
第�回：『捜神記』読解�
第�回：『捜神記』読解�
第�回：『捜神記』読解�
第�回：『捜神記』読解�
第	回：『捜神記』読解�
第
回：『捜神記』読解�
第10回：『捜神記』読解�
第11回：『捜神記』読解	
第12回：『捜神記』読解

第13回：『捜神記』読解10
第14回：『捜神記』読解11
＊発表担当者数や必要な注釈の多寡に合わせて進行を調整することがある。

履修上の注意

演習は担当者の発表と参加者全員による質疑応答の二部から構成される。担
当回はもちろん、それ以外の回の質疑応答における積極的な発言を要求す
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は本文の翻字・点切り・訓読・日本語訳と注釈を記載したレジュ
メを作成し、担当回に発表する。また、発表後に授業内容を反映した訳注を
作成し、レポートとして提出する。その他の参加者は質疑応答で質問するた
めに次回読む箇所を予習しておく。

教科書

なし。

参考書

竹田晃訳『捜神記』（東洋文庫10、平凡社、1964年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（40％）、レポート（30％）、質疑応答における発言（参加態度を含
む、30％）。

その他

漢和辞典を持参すること（電子辞書可、ジャパンナレッジで『大漢和辞典』
が引ける）。推奨は『全訳漢辞海』（三省堂・iPhoneアプリ有）。

844_14A03001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 神 作 研 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近世小説史研究（西鶴を読む）
この演習では、西鶴『好色五人女』（巻�「姿姫路清十郎物語」）の精読を通して、
近世小説史の諸問題を考える。江戸に即して実証的に解析する〈注釈的方法〉を学
びつつ、自力で作品を批判的に読解できるようにするための基盤を築きたい。具体
的な到達目標は�つ。
（�）モノ（版本）やくずし字など江戸の文化に習熟し、近世文学研究への関心を持
つ。
（�）文献の探索・作品の読解・ハンドアウトの作成・口頭発表のスキルを自分のも
のとする。

授業内容

�．イントロダクション 文学とはなにか／古典の楽しみ／研究と評論／日本近世
文学の特質
近世文学史の諸問題（上方から江戸へ、江戸から明治へ）

�．（講義）江戸の出版と雅俗 くずし字／写本と刊本／本の身分（表記と書型）／
思潮論

�．（講義）井原西鶴と『好色五人女』 近世小説史概説／主要参考文献／ハンドア
ウト作成法
＊発表担当箇所割り振り ＊レポート①案内（南畝没後200年展たばこと塩博）

�．（講義）注釈とはなにか／工具書紹介（くずし字アプリ・干支・東方年表・異体
文字集など）

�．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
�．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
�．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
	．（鑑賞）大江戸ブックレビュー ＊レポート①回収 ＊レポート②案内（書き方
など）


．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
10．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
11．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
12．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議
13．（演習）『好色五人女』巻�「姿姫路清十郎物語」発表と討議 ＊レポート②回
収

14．（演習）レポート②返却と講評、春学期のまとめ ＊aモジュールで終了
☆履修人数や進捗状況に応じて、内容を適宜調整します。

履修上の注意

主体的に授業に取り組むことが肝要であり、発表者には意欲的な発表を求めるとと
もに、他のメ
ンバーには討議への積極的な参加を求める。また、授業の一環として美術館・博物
館に出掛け、その展観レポートを作成・提出することを課題とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

（予習60分）発表者以外のメンバーも、必ず作品を読み、問題点を把握・検討してお
くこと。
（復習60分）授業で取り上げた作品を再読し、自らの課題を整理しておくこと。

教科書

『井原西鶴集�』（新編日本古典文学全集、小学館、1996）所収『好色五人女』＊コ
ピー可
『好色五人女』（貞享�年刊、大�冊、立教大学池袋図書館乱歩文庫所蔵）＊デジタ
ル画像

参考書

『好色五人女』（東明雅校注、岩波文庫、1959）
『好色五人女』（江本裕全訳注、講談社学術文庫、1984）
『新版 好色五人女』（谷脇理史訳注、角川ソフィア文庫、2008）
『井原西鶴』（中嶋隆編、ひつじ書房、2012）＊21世紀日本文学ガイドブック
『西鶴と元禄メディア』（中嶋隆、ＮＨＫブックス、1994）ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容（30％）とレポート�回（初回10％・�回め30％）、ふだんの授業への取り
組み（討議
への積極的な参加30％）に基づいて、総合的に評価する。

その他
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845_14A03005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

『古事記』上巻を読みます。『古事記』は、まとまった形で伝存する日
本最古級のテキストです。本書は上・中・下の�巻に分かれ、特に上
巻は神話的記述が占めています。本書を読むことによって、日本文学
における神話・説話の話型を学び、古典文学研究のための基礎知識を
身につけます。また、演習発表やレジュメ作成（含・PC操作）に習
熟することを目標とします。

授業内容

�、イントロダクション（授業運営について、発表担当分け）
�、古事記概説と序文（参考発表）
�、古事記上巻 天地初初〜神代七代
�、イザナギ・イザナミの聖婚
�、蛭子の出産〜島生み
�、神生み
�、火神の出産とイザナミの死
	、火神の殺害

、イザナキの黄泉国訪問
10、イザナキの黄泉国脱出と事戸度し
11、イザナキの禊ぎ
12、三貴神の誕生と分治〜異端児スサノヲ
13、アマテラスとスサノヲ
14、授業のまとめ

履修上の注意

演習発表に際して、十分な調査と読解を行うこと。
授業中の私語は慎むこと。また遅刻・欠席が過多な場合、評価の対象
としません。自身の担当箇所の発表を適切に行うのは当然ですが、他
の受講生の発表時にも質疑応答など積極的に参加することが望まれま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前後に各発表に対する講評（全体討論）を行いますので、復習と
して発表レジュメを読むこと。また、最終レポートは、授業を受講す
ることで生まれた自分なりの「問い」を調査・研究することが求めら
れます。配布された発表資料等を復習するほか、授業内で示された参
考文献等を積極的に読み進めるなどして、レポートの執筆につなげる
こと。

教科書

倉野憲司校注『古事記』（岩波文庫・黄�-�、2007年改版） 岩波書
店

参考書

西郷信綱 『古事記の世界』（岩波新書 青版E-23） 岩波書店
そのほか授業時に適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表内容やレポートに加え、授業への参加態度（貢献度）など
も加味し、総合的に評価します。
演習発表25％、レポート25％、リアクションペーパー20％、授業への
参加度30％

その他

846_14A03006

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「昭和戦前期の短篇小説を読む」
モダニズム文化やプロレタリア文化など多彩な文化の広がりを見せ
た昭和戦前期の短篇小説を読む。
それぞれの作家についての理解を深めるとともに、作品が書かれた
歴史的社会的背景を知ることで、この時代と交差する作品の多様な
テーマを理解する。批判的読解力を身につけ、多様な観点からものご
とを捉える能力を養う。

授業内容

第�回 昭和初期の時代背景について考える。スケジュール確認。
第�回 モダニズム文学とプロレタリア文学について
第�回 平林たい子「施療室にて」
第�回 井伏鱒二「鯉」
第�回 佐多稲子「キャラメル工場から」
第�回 堀辰雄「死の素描」
第�回 横光利一「機械」
第	回 梶井基次郎「闇の絵巻」
第
回 牧野信一「ゼーロン」
第10回 小林多喜二「母たち」
第11回 伊藤整「生物祭」
第12回 北条民雄「いのちの初夜」
第13回 宮本百合子「築地河岸」
第14回 まとめ
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

発表やディスカッションに意欲をもって臨んでほしい。発表者はレ
ジュメを用意する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、必ず作品を読み、問題点を検討しておくこと。事後
学習として、授業で取り上げた作品を再読し、紹介した文献を調査す
ること。

教科書

紅野敏郎・紅野謙介・千葉俊二・宗像和重・山田俊治編『日本近代短
篇小説選 昭和篇�』（岩波文庫）

参考書

井上ひさし・小森陽一『座談会昭和文学史』全六巻（集英社）、楜沢
健編『アンソロジー・プロレタリア文学』�〜�巻（森話社）ほか。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表40％、学期末レポート40％、授業中の発言など平常点20％
で評価する。

その他

─ 439─

伊　藤　剣



847_14A03008

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 野 本 聡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

米津玄師の「カンパネルラ」は言うまでもなく宮澤賢治「銀河鉄道の夜」の登場人
物の名を踏まえている。その歌詞のなかにある「波打ち際にボタンが一つ」は中原
中也「月夜の浜辺」から引用されている。同じ米津の「Lemon」は高村光太郎「レ
モン哀歌」や梶井基次郎「檸檬」を織り込んだテクストでもある。この演習は第一
講で（少し古いのだが）AKB48の楽曲の歌詞を分析対象に取り上げるように、日本の
近代詩と現在の多様なメディアやサブカルチャーを含む文化表象との交差を探究す
る。萩原朔太郎らによって創始される口語自由詩の展開をたどりながら、アヴァン
ギャルド（前衛）詩の実験にも触れたい。例えば今もシリーズとして続いているウ
ルトラマンとアヴァンギャルド芸術との関連を紐解く探究から文学テクストを多様
な文化表象に開いていく（あるいは拓いていく）演習でありたい。
講義とディスカッションとによって授業は進められる。詩篇の解釈などはグループ
ワークとして議論していく。詩篇テクストの解釈の方法を文学批評理論を参照しな
がら身につけていく。討論の方法やレジュメの作成法や効果的な発表、評価される
レポートの作成法もこの演習の課題である。

授業内容

� AKB48と与謝野晶子──詩的であるとは？──
� それは殺人事件から始まった──島崎藤村「初恋」から萩原朔太郎『月に吠え
る』へ──

� 萩原朔太郎「死なない蛸」／梶井基次郎「櫻の樹の下には」を読む
� レモンを齧る──高村光太郎「レモン哀歌」から米津玄師「Lemon」へ──
� 中原中也「一つのメルヘン」「サーカス」を読む──三岸好太郎の絵画との交差

──
� 中原中也「湖上」「月夜の波辺」──米津玄師はなぜ中原中也の詩篇を引用した

のか──
� 立原道造「はじめてのもの」「のちのおもひに」を読む──詩と建築との交差─

─
	 イタリア未来派とダダの流入

 草野心平『第百階級』──「●」をどう読むか──
10 尾形亀之助『色ガラスの街』──鏡のなかの私という他者──
11 「シン・ゴジラ」と宮澤賢治『春と修羅』
12 レポート中間発表
13 くちづけの詩学──高田敏子「別の名」、吉原幸子「初恋」を読む──
14 アヴァンギャルド芸術とウルトラマン

履修上の注意

演習であるので授業では積極的な発言が求められる。教室の後ろの席に座ることを
当然としている者も、最前列に位置取り討論に加わるような熱い演習でありたい。
�名から�名でグループを構成し、そこで詩篇の解釈を行う。積極的にディスカッ
ションを行おうとする者の受講を歓迎する。前提となる文学史的知識は特に必要と
しない。レポートの中間発表にあたっては各自が研究対象となるテクストを定め、
レジュメやPowerPointなどを作成し口頭発表を行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回事前に配布する詩篇テクストを一読し、自身なりにその詩篇テクストのモチー
フなどを考えておく。授業で扱った詩人の他のテクストにも関心を持ち、自身で調
査する。レポート課題についての先行研究を批評的に読みこなしていく。

教科書

特定の教科書は特に定めない。原則としてこの演習で扱う詩篇は毎回Oh-o！Meijiよ
り配布する。各自ダウンロードし閲覧できる状態で授業に参加すること。

参考書

詩篇テクストについての先行研究はその都度提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

グループワーク、ディスカッションへの参加、口頭発表30％、レポート70％で成績
を評価する。
授業で積極的な発言、質問は歓迎し、評価に加味する。

その他

848_14A03007

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 袴 田 光 康

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

『源氏物語』の「紅葉賀」巻を演習形式で読み進めていく。「紅葉賀」巻は、光源氏の18歳から19歳
までの物語である。朱雀院行幸、藤壺の懐妊と苦悩、紫上の養育、葵上との冷めた夫婦生活、若宮
（後の冷泉帝）の誕生、老女との逢瀬、藤壺の立后などの様々な出来事が描かれており、聖代の理
想と密通の罪という二つのテーマがせめぎ合う巻である。この授業では履修者各自に「紅葉賀」巻
の担当範囲を割当て（割当は初回の授業で決定）、その担当範囲の個人発表を中心に授業を行う。
発表内容については全体で質疑応答や意見交換などのディスカッションを行い、「紅葉賀」巻の理
解を相互に深めていく。発表者が十分に発表の準備をすることは言うまでもないが、発表者以外の
参加者も、毎回の発表範囲を下読みして自分なりの疑問点や問題点を用意して授業に臨み、積極的
に発言することが求められる授業である。なお、課題として最終授業の回に各自の発表時の討議内
容やその後の授業内容を踏まえてバージョンアップしたレジュメの再提出を課す。
この授業の目標は以下の三つである。
（�）古文の読解のための基礎的な知識とスキルを習得する。具体的は辞書や注釈書、あるいは
web上のツールを用いて自力で読解や文献調査ができるようになることを到達目標とする。
（�）テキストの問題点を発見する能力を身に付ける。具体的は発表において他の論文を紹介する
だけでなく、自分自身が考えた独自の問題点を指摘できるようになることを到達目標とする。
（�）プレゼンテーションの能力およびコミュニケーションの能力を高める。具体的には紙のレ
ジュメやパワーポイント等を用いて説得力のある発表ができるようになること、また他者の意見を
理解した上で建設的に自分の意見を述べることができるようになることを到達目標とする。

授業内容

第�回：イントロクッション（授業計画と発表割当）
第�回：模範発表（朱雀院行幸試楽・青海波の妙技）
第�回：参考文献と参考サイト等の紹介
第�回：源氏と藤壺の和歌贈答
第�回：行幸でも源氏の妙技
第�回：葵上との心通わぬ仲
第�回：紫上、源氏に睦み慕う
第	回：三条宮に藤壺を訪問
第
回：紫上の境遇に乳母喜ぶ
第10回：紫上、雛遊びに興ずる
第11回：葵上との冷たい夫婦仲
第12回：藤壺らのもとに参座
第13回：藤壺、皇子を出産
第14回：まとめ

履修上の注意

この授業では授業内に「紅葉賀」巻を通読することはできないので、各自が早い段階で自主的に
「紅葉賀」巻を通読しておく必要がある。更に、物語の前後関係や登場人物についての理解を深め
るためには、「紅葉賀」巻だけでなく、授業で紹介する参考文献等を活用して『源氏物語』の全体
の流れについて把握しておくことも必要である。予習・復習の時間などを用いて『源氏物語』のテ
キストや参考文献を自主的に読むことが演習の前提となる。発表が一つの目標であるにしても、そ
れだけをこなせばいいという発想ではなく、日頃から古典の学修を積み重ねていくことが大事であ
り、その成果を個人発表やディスカッションの場で発揮するつもりで履修生には演習に取り組んで
もらいたい。
なお、この演習は発表割当に基づき全体のスケジュールに従って進めていくので、発表日程の途中
変更は基本的に不可であり、また発表者の遅刻・欠席は厳禁である。発表の割当については第�回
の授業時に相談して決めるので、履修を希望する者は必ず出席をすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：次回の発表範囲の本文・注釈を読んで、わからない語句や作品、あるいは儀式や人物等につ
いて辞書や参考書を用いて調べた上で、該当範囲の問題点を挙げる（60分）。また、教科書の「紅
葉賀」巻の通読を進め、「紅葉賀」巻の通読を終えたら、岩波文庫本『源氏物語（一）』「桐壺」
巻・「若紫」巻などの関連する巻々の通読を進めていく（60分）。
復習：発表レジュメを読み返し、ディスカッションでのポイントや教員のコメントを整理して、問
題点をまとめる（30分）。その問題点に関する先行研究を調べて、文献リストと読書ノートを作成
する（90分）。なお、作成した文献リストと読書ノートは第	回・第13回の授業の際に提出をする
ものとする。

教科書

岩波文庫『源氏物語（ニ）紅葉賀─明石』柳井滋・室伏信助ほか校注（岩波書店）2017年

参考書

岩波文庫『源氏物語（一）桐壺─末摘花』柳井滋・室伏信助ほか校注（岩波書店）2017年
岩波新書『源氏物語』秋山虔（岩波書店）1968年
岩波印書『源氏物語の世界』日向一雅（岩波書店）2004年
※その他の参考書については授業時に文献リストを配布する。

課題に対するフィードバックの方法

演習形式の授業なので授業内にそれぞれの発表についてコメント等の形でフィードバックする。

成績評価の方法

発表（30％）、提出物（30％）、授業内での発言内容（40％）

その他

─ 440─



849_14A03004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
『建礼門院右京大夫集』を読む。建礼門院右京大夫は、平家の栄華から滅亡にいたる戦乱
の世を、平家一門のすぐ傍で生きた女性である。平安時代後期、源平合戦という激動の時代
を生きた女性がどのような言葉を残したか、彼女の残した和歌を輪読形式で読解する。

（到達目標）
・和歌を通して、古典文学読解の方法を身に付ける。
・和歌の表現方法とその鑑賞について、理解を深める。
・平安時代から鎌倉時代にかけての諸文化について知識を得る。

授業内容

建礼門院は平清盛の娘にして高倉天皇の中宮であり、安徳天皇の生母となった女性であ
る。彼女に仕えた右京大夫は平家一門の公達である平資盛と恋仲関係にあった。『建礼門院
右京大夫集』には、宮中に出仕した頃から平家滅亡後まで、激動の人生を送った右京大夫が
折々に詠んだ和歌が収録されている。
彼女は戦乱で愛する人を失った後、恋人を追って死ぬこともできず、あるいは出家して亡

き人の菩提を弔うこともできず、ただ茫然自失の日々を送るばかりであった。そのような我
が身の不甲斐なさを情けなく思いつつも、我が人生の証となる和歌を書き付けた。約三百六
十首あまりの歌があるが、それらにはしばしば長大な詞書が付いている。そのため、本作品
は日記文芸的な性格も合わせ持っている。
『建礼門院右京大夫集』について、多くの注釈書・研究書が出版されている。それらを参
考にしながら、和歌を一首ずつ読解する。和歌についてできるだけ丁寧に読み、関連する資
料も参照する。作者である建礼門院右京大夫だけでなく、その周りにいた平家一門の人々に
ついても調べたい。また、平氏政権時代の他の文学作品にも目を向ける。
�回目の発表では、担当する和歌について諸注釈書でどのように読解されているか調べて
発表する。
�回目の発表では、見つかった問題点や関心を持ったことについて調べて発表する。
（�）建礼門院右京大夫とその出自
（�）建礼門院右京大夫集について
（�）和歌読解 257番歌
（�）和歌読解 258番歌
（�）和歌読解 259番歌
（�）和歌読解 260・261番歌
（�）和歌読解 262番歌
（	）和歌読解 263番歌
（
）和歌読解 264・265番歌
（10）問題点をめぐる調査結果報告（�）
（11）問題点をめぐる調査結果報告（�）
（12）問題点をめぐる調査結果報告（�）
（13）問題点をめぐる調査結果報告（�）
（14）総合討論

履修上の注意

発表に向けて十分な調査と読解を行う必要がある。討論（質疑応答）も含めて、積極的な
姿勢で臨むことが求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

『建礼門院右京大夫集』を通読して授業に臨む。

教科書

『全訳注 建礼門院右京大夫集』糸賀きみ江編（講談社学術文庫）

参考書

日記文学会中世文科会編『『建礼門院右京大夫集』の発信と影響』新典社、2020年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40％）とレポート（60％）

その他

850_14A03010

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 八木下 孝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

明治以降に翻訳された翻訳のテキストを原文と対比させて、言語学的

な分析、考察を行う。

授業内容

�-3.ガイダンス、デモ発表、分析方法の説明等

4.-13.授業生による発表

14.まとめ

対象とする翻訳作品は、明治以降に翻訳されたもので、原文、訳文と

もに手に入りやすいものとする。具体的には、授業時に説明、例示す

る。

履修上の注意

・基本的なPCの操作、特に、Word、Excelが使用できることが望ま

しい。

・私語厳禁。他の受講者の迷惑になる行為はしないこと。

・欠席、遅刻が多い場合には、評価の対象としない。

・毎授業、リアクションペーパーの提出を求める。オンライン上で記

入する方式をとるので、スマートフォン等のQRコードが読み取れる

デバイスを必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表で取り上げる対象作品には目を通しておくこと。

教科書

Oh-o!meijiのシステムを利用してプリント（PDF）を配布する予定。

授業時には各自プリントアウトして持参すること。発表時の提示資料

も同様の方法で配布する予定。

参考書

適宜、授業時に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点30%、学期末のレポートを70%として、総合的に判断する。

その他
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851_14A03103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 石 澤 一 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉「西行」を読む ─その生涯と和歌を中心に
「西行」の和歌活動とその作品を読むことで、「中世和歌」というものを考える。
「西行」の生前の和歌活動とその達成を示す、『千載和歌集』の入集歌を読むことを
中心に、
「西行」の和歌の性格を明らかにすることを目的とする。

〈到達目標〉
「西行」の和歌についての、理解を深める。
「西行」の生涯をもとに創られた『西行物語』について、理解を深める。
「中世和歌」における「西行」とその和歌についての、理解を深めることを目標とす
る。

授業内容

「西行」とその和歌についての概説を行う。その後、『千載和歌集』への入集歌を中
心に、
担当を決め、担当の和歌について、演習発表を行う。
それに対する質疑応答の後、発表に対する講評と補説を加えることで、講義を進め
る。

第�回 「西行」の生きた時代 「中世」概説
第�回 「西行」とその和歌 概説
第�回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第�回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第�回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第�回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第�回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第	回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第
回 「西行」の和歌を読む 演習発表（�）
第10回 「西行」の和歌を読む 演習発表（	）
第11回 「西行」の和歌を読む 演習発表（
）
第12回 「西行」の和歌を読む 演習発表（10）
第13回 「西行」の和歌を読む 演習発表（11）
第14回 「西行」の和歌を読む 演習発表（12） まとめ

＊以上は予定であり、状況に応じ、途中で変更することがある。

履修上の注意

演習発表担当者以外にも、毎回講義に関する課題の提出を求めます。
その提出をもって、出席を認定します。ご諒承ください。

準備学習（予習・復習等）の内容

高校までに用いた歴史の教科書（日本史）を、読み返すこと。
高校までに用いた文学史・文化史関係の本（国語便覧など）を、読み返すこと。
上記を持たない場合、類書を用意し、適宜利用すること。

講義中に紹介する、参考文献を図書館で閲読すること。
それらを必要に応じて入手し、翻読すること。

教科書

特には用いない。適宜、資料を配付する。

参考書

桑原博史『西行物語 全訳注』（講談社学術文庫）
西澤美仁『西行 魂の旅路』（ビギナーズクラシックス・角川ソフィア文庫）
宇津木言行『山家集』（角川ソフィア文庫）
久保田淳・𠮷野朋美『西行全歌集』（岩波文庫）
その他講義内で、適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（受講態度）40％ 期末レポート60％

その他

ただ出席し、漫然と話しを聞くのではなく、
手を動かしながら、話しを聴くこと。
講義への積極的な参加を期待する。

852_14A03105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 梅 山 聡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

明治二十年代の女性作家の作品を読む。
明治時代の女性作家というと、樋口一葉ただひとりが当時から今日に至るま
で高く評価され、有名な存在になっている。
しかし、日本近代文学の始発期である明治二十年代には、一葉以外にも三宅
花圃・木村曙・清水紫琴・北田薄氷・田沢稲舟その他が、それぞれ個性的な
作風で創作活動を行っていた。彼女たちの小説は、今日からすれば様々な点
で古めかしいものかもしれないが、近代文学史を見直すためにも、現代の文
化状況を考えるためにも、あらためて読み直す価値がなくはないだろう。
本演習は、発表を通じて文学作品の中に問題点を発見し、自分なりの考察を
行えるようになること、および、女性作家の表現を読み解くことで、文学史
を相対化する視野を獲得することを到達目標とする。

授業内容

第�回 授業説明／概説（明治二十年代の女性作家について）
第�回 説明：北田薄氷の作品を読む
第�回 説明：樋口一葉の作品を読む
第�回 発表：三宅花圃（�）
第�回 発表：三宅花圃（�）
第�回 発表：木村曙（�）
第�回 発表：木村曙（�）
第	回 発表：木村曙（�）
第
回 発表：清水紫琴
第10回 発表：北田薄氷
第11回 発表：田沢稲舟
第12回 発表：若松賤子
第13回 発表：（自由選択）
第14回 まとめ／総括
※発表の回の内容は、履修者との相談によって適宜調整する。

履修上の注意

演習を有意義なものにするため、毎回の議論への積極的な参加を期待する。
原則として出席者全員に何らかの発言を求めたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で指示のあったテキストや資料は、必ず事前に読み込んだ上で受講す
ること。毎回、それなりの分量の文章を読んできてもらう（1.5〜�時間）。
発表に関しては、自分の発表の準備や資料作成に時間をかけるのは当然とし
て、他の履修者の発表に対しても、作品を予習した上で、充分な問題意識を
持って臨んでもらいたい。

教科書

指定しない。

参考書

『〈新日本古典文学大系明治編23〉女性作家集』（岩波書店）2002年
その他は授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーの講評を適宜行う。
発表者のレジュメ資料へのフィードバックを適宜行う。

成績評価の方法

発表内容と平常点65％、期末レポート35％で評価する。平常点は、授業時の
発言や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他
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853_14A03108

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

六朝志怪─干宝『捜神記』─を読む

中国六朝期（魏晋南北朝期）には、死者の復活などの「超現実的」な出来事
を記した「志怪小説」が流行した。これらの民間伝承を多分に含んでいるエ
ピソードは、東アジアの民話の共通性を考える上でも重要な資料である。
本授業では、代表的な志怪小説集である干宝『捜神記』を読んでいく。版本
を底本としながら、日本語訳を頼りに白文の点を切り、訓読する力を身につ
けることを第一の目標とする。さらに、文中の語彙について各種漢文大系を
利用しながら用例を収集する手順を習得することを第二の目標とする。そし
て、エピソードの類型について調査し考察することをプラスアルファの努力
目標として設定する。

授業内容

第�回a：干宝と『捜神記』について
第�回：使用テキスト・工具書・参考書について
第�回：発表レジュメ作成の手順：注釈のための調査手順について
第�回：『捜神記』読解�
第�回：『捜神記』読解�
第�回：『捜神記』読解�
第�回：『捜神記』読解�
第	回：『捜神記』読解�
第
回：『捜神記』読解�
第10回：『捜神記』読解�
第11回：『捜神記』読解	
第12回：『捜神記』読解

第13回：『捜神記』読解10
第14回：『捜神記』読解11
＊発表担当者数や必要な注釈の多寡に合わせて進行を調整することがある。

履修上の注意

演習は担当者の発表と参加者全員による質疑応答の二部から構成される。担
当回はもちろん、それ以外の回の質疑応答における積極的な発言を要求す
る。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は本文の翻字・点切り・訓読・日本語訳と注釈を記載したレジュ
メを作成し、担当回に発表する。また、発表後に授業内容を反映した訳注を
作成し、レポートとして提出する。その他の参加者は質疑応答で質問するた
めに次回読む箇所を予習しておく。

教科書

なし。

参考書

竹田晃訳『捜神記』（東洋文庫10、平凡社、1964年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（40％）、レポート（30％）、質疑応答における発言（参加態度を含
む、30％）。

その他

漢和辞典を持参すること（電子辞書可、ジャパンナレッジで『大漢和辞典』
が引ける）。推奨は『全訳漢辞海』（三省堂・iPhoneアプリ有）。

854_14A03101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 神 作 研 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

近世小説史研究（西鶴を読む）
この演習では、西鶴『好色五人女』（巻�「恋草からげし八百屋物語」）の精読を通
して、近世小説史の諸問題を考える。江戸に即して実証的に解析する〈注釈的方法〉
を学びつつ、自力で作品を批判的に読解できるようにするための基盤を築きたい。
具体的な到達目標は�つ。
（�）モノ（版本）やくずし字など江戸の文化に習熟し、近世文学研究への関心を持
つ。
（�）文献の探索・作品の読解・ハンドアウトの作成・口頭発表のスキルを自分のも
のとする。

授業内容

�．イントロダクション 文学とはなにか／古典の楽しみ／研究と評論／日本近世
文学の特質
近世文学史の諸問題（上方から江戸へ、江戸から明治へ）

�．（講義）江戸の出版と雅俗 くずし字／写本と刊本／本の身分（表記と書型）／
思潮論

�．（講義）井原西鶴と『好色五人女』 近世小説史概説／主要参考文献／ハンドア
ウト作成法
＊発表担当箇所割り振り ＊レポート①案内（サントリーＭほか）

�．（講義）注釈とはなにか／工具書紹介（くずし字アプリ・干支・東方年表・異体
文字集など）

�．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
�．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
�．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
	．（鑑賞）大江戸ブックレビュー ＊レポート①回収 ＊レポート②案内（書き方
など）


．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
10．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
11．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
12．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議
13．（演習）『好色五人女』巻�「恋草からげし八百屋物語」発表と討議 ＊レポー
ト②回収

14．（演習）レポート②返却と講評、秋学期のまとめ ＊aモジュールで終了
☆履修人数や進捗状況に応じて、内容を適宜調整します。

履修上の注意

主体的に授業に取り組むことが肝要であり、発表者には意欲的な発表を求めるとと
もに、他のメ
ンバーには討議への積極的な参加を求める。また、授業の一環として美術館・博物
館に出掛け、その展観レポートを作成・提出することを課題とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

（予習60分）発表者以外のメンバーも、必ず作品を読み、問題点を把握・検討してお
くこと。
（復習60分）授業で取り上げた作品を再読し、自らの課題を整理しておくこと。

教科書

『井原西鶴集�』（新編日本古典文学全集、小学館、1996）所収『好色五人女』＊コ
ピー可
『好色五人女』（貞享�年刊、大�冊、立教大学池袋図書館乱歩文庫所蔵）＊デジタ
ル画像

参考書

『好色五人女』（東明雅校注、岩波文庫、1959）
『好色五人女』（江本裕全訳注、講談社学術文庫、1984）
『新版 好色五人女』（谷脇理史訳注、角川ソフィア文庫、2008）
『井原西鶴』（中嶋隆編、ひつじ書房、2012）＊21世紀日本文学ガイドブック
『西鶴と元禄メディア』（中嶋隆、ＮＨＫブックス、1994）ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容（30％）とレポート�回（初回10％・�回め30％）、ふだんの授業への取り
組み（討議
への積極的な参加30％）に基づいて、総合的に評価する。

その他

─ 443─



855_14A03104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

戦前の現代詩（1920年代〜1940年代頃まで）を読み、それらを多角的
に分析・考察するための実践を重ねる。近・現代詩の歴史的変遷を学
ぶとともに、詩という文芸ジャンルの特徴や課題をふまえた学問的な
議論を構築できるようになることを目指す。

授業内容

第�回 概説・導入／発表担当決定
第�回 デモンストレーション（模擬演習）
第�回 草野心平『第百階級』（1928）
第�回 安西冬衛『軍艦茉莉』（1929）
第�回 田中冬二『青い夜道』（1929）
第�回 三好達治『測量船』（1930）
第�回 中野重治『中野重治詩集』（1931）
第	回 西脇順三郎『Ambarvalia』（1933）
第
回 中原中也『山羊の歌』（1934）
第10回 丸山薫『鶴の葬式』（1935）
第11回 立原道造『萱草に寄す』（1937）
第12回 山之口貘『思弁の苑』（1938）
第13回 村野四郎『体操詩集』（1939）
第14回 まとめ／総括
※履修人数や進捗状況によって内容を調整することがあります。

履修上の注意

詩篇は原則的に時系列順で取り上げてゆくので、詩の歴史の推移や時
代背景を共有しながら、積極的に議論を深めてほしい。なお自分の発
表だけでなく、他の履修者の発表に対する応答も同程度に重要な評価
の対象となるので、そのつもりで臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当時以外も、対象作品を精読し疑問点や意見をクリアにしてお
くこと。議論で消化できなかったところがあれば各自で参考文献を集
めるなどして、期末レポートに備えてほしい。

教科書

西原大輔編『日本名詩選�』（笠間書院）

参考書

指定しない。それぞれの作品に関わる参考文献は別途紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容と平常点50％、期末レポート50％で評価する。平常点は授業
時の発言や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他

特になし。

856_14A03106

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 野 本 聡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「シュールだね」はよく用いられる会話表現ではないだろうか。わけのわからないことや
奇妙な情景に出遭ったときに発するこの「シュール」とは1920年代後半から1930年代にか
けて隆盛したシュルレアリスム（超現実主義）という芸術運動に由来する。無意識や夢、
偶然性
などを方法論として採用したシュルレアリスムはヨーロッパに起源を持つが、ほぼ同時代
に日本にも伝播し、詩においてもその傾向を有する言語的実験が試みられた。この演習で
は日本におけるシュルレアリスム詩の展開を追い、そのテクストを精読していく。シュル
レアリスムは同時代の多様なメディア、芸術と交錯した。絵画は言うまでもないが、映
画、ラジオ、音楽、ダンス、写真、スポーツ、書道とも関連を持つ。これら多メディアと
どう交錯し、そこにどのような創作が行われたかをたどり、その意義を検討するのがこの
演習の目的である。交錯から生まれるテクストの豊かな創造性を感知すると同時に、それ
が抱えていた問題性（特に女性表象をめぐる問題）を批評的に思考できる視角も身につけ
たい。
ヨーロッパに起源を持つシュルレアリスムの日本における展開を検討することで比較文学
的視角が養成されるであろう。多メディアとの交錯を調査することは資料の収集と分析の
力を養うことともなる。テクストの精読はグループワークを基本として行うので傾聴力、
発言力、対話力も鍛えられる。当然ながらレポートの執筆において先行研究を参照しつつ
独自の見解を論述することが最終的な到達目標である。

授業内容

� ルイス・ブニュエル／サルバドール・ダリの映画「アンダルシアの犬」を観る──
シュルレアリスムとは何か──

� 「てふてふが一匹韃靼海峡を渡つて行つた」──安西冬衛と植民地のシュルレアリス
ム──

� マン・レイ「ひとで」と竹中郁のシネ・ポエムー─映画と詩とスポーツの表象との交
差──

� 北園克衛のプラスチック・ポエムー─写真と詩との交差──
� 二人の「ちか」──左川ちかと「アンダルシアの犬」、そして金子千佳──
� 千田光「失脚」「誘ひ」を読む
� 李箱「烏瞰図」を読む
	 海豚はゐるか──古賀春江の絵画とその解題詩を読む──

 『古賀春江画集』についてのグループ発表
10 瀧口修造『妖精の距離』──詩画集という余白をどう読むか──
11 吉岡実「僧侶」を読む──シュルレアリスムの戦後への展開──
12 女性詩の現在──平田俊子「宝物」、伊藤比呂美「ナシテ、モーネン」を読む──
13 レポート中間発表
14 新國誠一のコンクリート・ポエトリーを読む

履修上の注意

演習であるので授業では積極的な発言が求められる。教室の後ろの席に座ることを当然と
している者も、最前列に位置取り討論に加わるような熱い演習でありたい。�名から�名
でグループを構成し、そこで詩篇の解釈を行う。積極的にディスカッションを行おうとす
る者の受講を歓迎する。前提となる文学史的知識は特に必要としない。グループ発表では
多様な視点からテクストを解釈し、それらをまとめ発表する。レポートの中間発表にあ
たっては各自が研究対象となるテクストを定め、レジュメやPowerPointなどを作成し口
頭発表を行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回事前に配布する詩篇テクストを一読し、自身なりにその詩篇テクストのモチーフなど
を考えておく。授業で扱った詩人の他のテクストにも関心を持ち、自身で調査する。レ
ポート課題についての先行研究を批評的に読みこなしていく。

教科書

特定の教科書は特に定めない。原則としてこの演習で扱う詩篇は毎回Oh-o！Meijiより配
布する。各自ダウンロードし閲覧できる状態で授業に参加すること。

参考書

詩篇テクストについての先行研究はその都度提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

グループワーク、ディスカッションへの参加、口頭発表30％、レポート70％で成績を評価
する。
授業で積極的な発言、質問は歓迎し、評価に加味する。

その他
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857_14A03110

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 八木下 孝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

明治以降に翻訳された翻訳のテキストを原文と対比させて、言語学的

な分析、考察を行う。

授業内容

�-3.ガイダンス、デモ発表、分析方法の説明等

4.-13.授業生による発表

14.まとめ

対象とする翻訳作品は、明治以降に翻訳されたもので、原文、訳文と

もに手に入りやすいものとする。具体的には、授業時に説明、例示す

る。

履修上の注意

・基本的なPCの操作、特に、Word、Excelが使用できることが望ま

しい。

・私語厳禁。他の受講者の迷惑になる行為はしないこと。

・欠席、遅刻が多い場合には、評価の対象としない。

・毎授業、リアクションペーパーの提出を求める。オンライン上で記

入する方式をとるので、スマートフォン等のQRコードが読み取れる

デバイスを必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表で取り上げる対象作品には目を通しておくこと。

教科書

Oh-o!meijiのシステムを利用してプリント（PDF）を配布する予定。

授業時には各自プリントアウトして持参すること。発表時の提示資料

も同様の方法で配布する予定。

参考書

適宜、授業時に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点30%、学期末のレポートを70%として、総合的に判断する。

その他

858_14A03102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 山 崎 健 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

上代日本文学を素材として、当時のことば・制度をふまえてテキス
トを読解する方法を学ぶ。

研究の基礎となる文献学を理解し、ことばに即してテキストを読解
する方法、具体的な調査分析の仕方を身につけることを到達目標とす
る。

授業内容

〈当時のことば・制度をふまえた作品理解〉
第�・�回 古代の時刻制度・古代人の時間意識をふまえた作品の解
読
第�・�回 古代の年中行事にかかわる作品の解読
第�・�回 季節感に注目した作品の解読
第�・	回 制作時点での言葉の意味を考えて作品を解読する
第
・10回 題詞・左注に注目しながら作品を解読する
第11・12回 官位制度をふまえて作品の解読を試みる
第13・14回 類型的表現と個性的表現を区別しながら作品を解読する

履修上の注意

文献学を作品理解の上に応用することを目指す。
奇数回の授業では、解読に際しての着眼点を担当教員が解説し、発

表を担当する学生はそれをふまえて作品の解読に取り組む。連続する
テーマ�回分で�セットとなるので、奇数回の授業を欠席すると理解
不能になる。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
同じテーマを扱う後の回の授業の前には、発表を担当しない学生も

必ず前の回の授業内容を振り返っておくこと。

【復習】
毎回、授業後にOh-o! Meijiのクラスウェブを利用して考えたこと

を書くことによって、次の回の予習につなげていく。

教科書

佐竹昭広・木下正俊・小島憲之共著『補訂版 萬葉集本文篇』（塙書
房）
坂本信幸・毛利正守編『万葉事始』（和泉書院）

また、プリントによる補助資料を随時配布する。

参考書

日本思想大系『律令』（岩波書店）

その他、必要に応じて授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表・発言の内容（40％）、レポート（40％）、授業後のリアクション
（20％）により評価。

その他

なし。
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859_14A03107

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

平安時代の作品『紫式部日記』を読む。

当時、宮廷社会に生きる人々の生活・文化を理解した上で、本文のこ
とば、表現に注目し、当時の日記における文学性について考える。
また『源氏物語』作者の日記としても留意し、物語との往還的な考察
の力を養う。紫式部日記絵詞などの鑑賞を通し、絵と物語との関わり
にも注目する。

授業内容

発表者は、教員の指導の下、発表レジュメを作成する。

（�〜�）『紫式部日記』概説・参考文献紹介
（�）紫式部絵詞の鑑賞

以下、担当者を割り当て演習発表を行ってもらう。
（�〜�） 土御門邸の秋、五壇の御修法。
（�）紫式部、道長と女郎花の和歌を贈答。
（	）道長の子息・頼通
（
）播磨の守の御盤
（10）彰子の出産を待つ宿直の人々
（11）宰相の君の昼寝姿
（12）重陽の節にあたって──菊の着せ錦
（13）薫物の試み
（14）修験祈祷──彰子出産

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合、評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、次回担当範囲の本文を読んでくる。

教科書

山本淳子訳注『紫式部日記─現代語訳付き』 (角川ソフィア文庫)約
1000円
＊ビギナーズ・クラシックスと間違えないこと。

参考書

授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（70%）、質疑応答を含む授業への取り組み（30%）

その他

860_14A03109

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 渡 部 圭 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

中学校・高等学校の教育で用いられている「学校文法」を見つめ直し、「学校文法」に関して正しい認識を得るとともに、そ
の問題点を洗い出す。

授業内容

第�回：イントロダクション（�）─ さまざまな文法論と学校文法 ／ 担当者の決定
第�回：イントロダクション（�）─ 「学校文法」の位置づけ
第�回：文節の関係の問題点
第�回：名詞・代名詞の問題点
第�回：動詞の問題点
第�回：形容詞の問題点
第�回：形容動詞の問題点
第	回：副詞の問題点
第
回：連体詞の問題点
第10回：接続詞の問題点
第11回：感動詞の問題点
第12回：助詞の問題点
第13回：助動詞の問題点
第14回：まとめ

【補足�】第�〜13回はa・b両モジュール、第14回はaモジュールのみの授業とする。ただし、必要に応じて第14回のbモジュー
ルを授業に充てることもありえる。
【補足�】第�・�回は、さまざまな文法論と「学校文法」の特徴などについて、渡部が講義する。
【補足�】第�回〜第13回は、以下のかたちで、担当者による発表と質疑応答を行う。
<一回の授業につき担当者が�名のみの場合>aモジュールを発表に、bモジュールを質疑応答に充てる。
<一回の授業につき担当者が�名以上の場合>担当者�名ごとに発表と質疑応答を行い、これを担当者の数だけ繰り返す。

【補足�】上記は目安に過ぎない。担当者の人数、力量、担当した範囲によって、発表にかかる時間が大きく異なることも考え
られる。各回の授業内だけでなく、授業全体で臨機応変に対応しなくてはならない。あらかじめ了承願いたい。

履修上の注意

(�)本授業では、原則的に「口語文法」を中心に「学校文法」の問題点を探る。
(�)発表において、「文語文法」の問題点に言及してもかまわない。ただし、「口語文法」での問題点をあらかた指摘したうえ
で言及するのが望ましい。また、言及したい「文語文法」の問題点に関する資料(学校の教科書や便覧、問題集など)は、発表
者がそのコピーを用意しておき、レジュメと併せて配布すること。
(�)本授業は、あくまでも「学校文法」の問題点を探ることを主眼としている。問題点の解決方法や研究者の学説に言及する
のはかまわないが、「学校文法」以外の文法論に重きを置いた発表、質疑応答は控えること。
(�)「学校文法」を対象とした講座・叢書、論文集、単行本、雑誌論文等は多数あるが、これらの受け売り、コピー＆ペース
トだけで発表を済ませようとしても、有意義な学習にはなりえない。自らが主体的に疑問や問題点を認識・確認することが重
要である。
（�)私語、飲食、携帯電話等通信機器の個人的使用、本授業と無縁の行為を原則的に禁止する。これらの行為が発覚した場合
は、退出を命じることがある。
(�)授業を無許可で個人的に録画、録音、撮影することは、原則的に禁止する。

準備学習（予習・復習等）の内容

【担当者を除く履修者】
(�)予習
第�〜�回、第14回については、指示のないかぎり不要である。
第�回から第13回については、該当する問題点について、あらかじめテキストの該当部分と担当者のレジュメに目を通して
おき、自分なりに問題点を探っておくことが必要となる。これを怠ると、授業についていけなくなる可能性が高まるだけでな
く、質疑応答が低レベルになり、授業そのものが味気ないものになってしまう。
(�)復習
各回ごとに、発表・質疑応答の内容を振り返り、「学校文法」に関する認識を修正しつづけることが必要となる。
問題点があるとはいえ、「学校文法」は「文法体系」の体をなしている。ある問題が別の問題と共通の原因によって発生して

いることも珍しくない。「文法体系」の把握には、全体から部分へ、部分から全体への考察が不可欠である。次回が自己の発表
だからといって今回の復習をしないで自己の発表の準備のみを進めると、大きな見落としをしたまま発表することにもなりか
ねない。その姿勢のままでいると、レポートでも大きな見落としをする可能性が高まり、「文法体系」全体の把握に支障をきた
すことにもなってしまう。

【担当者】
(�)予習<発表の準備>
自己の担当した範囲で「学校文法」の問題点を探り、その原因や解決方法等について、必要に応じて研究者の学説等を紹介
しながらレジュメを作成する。文語文法に言及する際は、問題点に関する資料(学校の教科書や便覧、問題集などのコピー)も
用意し、レジュメに添えること。レジュメは、発表日の�週間前の授業で全員に配布すること。
(�)復習<レポートの作成>
自己の発表で行われた質疑応答を振り返り、発表の不足を補ったり、充分に応答できなかった点について調査・考察したり

して、レポートにまとめる。

教科書

『的確につかむ文法の学習』 浜島書店編集部 （浜島書店） 刊記なし
https://www.hamajima.co.jp/books/jh/detail/210000?year=2023

【補足�】現行の教科書や国語便覧での「学校文法」には、多くはないものの、差異が存在する。履修者各人が異なる教科書や
国語便覧に依拠して考察を進めると、「学校文法」の認識がぶれ、議論がすれちがうことにもなりかねない。また、研究者の著
作にも、「学校文法」でどう扱っているか確認しないまま、思い込みで批判しているものが存在する。そうした状況を鑑みて、
履修者全員が共通した認識から考察を始められるように、上記の中学生向け教科書を用いることにした。
【補足�】上記教科書は、学校教育専用であるため、本来は教材として採用した中学校のみが注文・購入できるものである(高
校生以上が購入するのは、原則として中学時代に購入したものを紛失・破損した場合を想定しているとのことである)。大学生
が新たに購入することについては、浜島書店から許可を得た。履修の際には必ず購入し、最大限に活用すること。
【補足�】上記教科書の付属物として、教師用の「指導書」、「教師用CD-ROM」が用意されているが、これらの購入はできな
い。
【補足�】上記教科書の誤植や間違いを授業で指摘するのはかまわない。しかし、その誤植や間違い、「学校文法」の問題点等
を浜島書店に通知して改善・補償を要求したり、徒にインターネット等で喧伝・批判したりすることを禁止する。

参考書

(�)『日本文法事典』 北原保雄ほか (有精堂出版) 1981年
(�)『日本文法大辞典』 松村明 (明治書院) 1971年
(�)『日本語文法がわかる事典』 林巨樹ほか (東京堂出版) 2004年

【補足�】上記�冊は、難解な説明が少なく、「学校文法」の問題点を探る手掛かりとして示唆に富む。内容がやや古い場合も
あるが、最先端の日本語研究を志すのでなければ、充分事足りる。本授業の参考書として、最初に手に取る価値があるものば
かりである。
【補足�】他にも、参照に値する講座・叢書、論文集、単行本、雑誌論文等は多数あるが、それらは自己の発表の準備の際に必
要に応じて探し出して参照するとよい。
【補足�】いずれも、購入する必要はない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

(�)自己の発表50％、質疑応答20％、レポート30％とする。
(�)授業実施回数の�分の�およびそれ以上を欠席した者、自己の発表日に無断欠席した者には単位を与えない。

その他

(�)本授業は、履修者を「国語科教員志望者」に限定した授業ではない。「純粋に国語学・日本語学を専攻している者」が履修
すれば、日本語研究に関するさまざまな課題を見つけることができるはずである。また、「「学校文法」に違和感を覚えたこと
があるだけの者」が履修すれば、その違和感の正体を確かめるための絶好の機会になるはずである。当然であるが、文法が苦
手な者の履修は勧められない。
(�)真にやむを得ない欠席(部活動や学内外のサークルにおける試合や発表会、法定伝染病の罹患、深刻な事故・事件との遭遇
など)に関しては特別な配慮をすることがあるので、なるべく早く申し出てほしい。ただし、客観的な証明が必要となる。
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861_14A03111

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

志賀直哉を通して「世界文学」を考える。
ドイツの作家ゲーテの提起した「世界文学」とは何か。どのような文脈の中
で意味をなしていたのか。日本では、その言葉をどのように受け止めてきた
のか。志賀文学を通して、「世界文学」に対する理解が深まるか。これらの
質問を考えながら、志賀直哉の言語観・自然観・文学観を理解し、志賀の受
けた外国語、外国文学の影響を分析し、志賀がなぜゲーテの言葉に共鳴して
いたのかを考察し、志賀文学は「世界文学」といえるかどうかの結論に達す
ることが望ましい。

授業内容

� 授業の進行、ディカッションの仕方、研究方法を学ぶ。志賀直哉の文学
観を知り、その作品を考察・吟味し、ゲーテへの共鳴を理解する。

� 志賀の言語観�：『リーチのこと』の発表とディスカッション
� 志賀の言語観�：『国語問題』の発表とディスカッション
� 志賀の自然観�：『焚火』の発表とディスカッション
� 志賀の自然観�：『龍安寺の庭』の発表とディスカッション
� 志賀の描写�：『母の死と新しい母』の発表とディスカッション
� 志賀の描写�：『暗夜行路』の発表とディスカッション
	 志賀の描写�：『暗夜行路』の発表とディスカッション

 志賀の描写�：『暗夜行路』の発表とディスカッション
10 志賀の描写�：『暗夜行路』の発表とディスカッション
11 志賀とハーン：『稲村雑談』の発表とディスカッション
12 志賀とゲーテとの比較、総まとめ、レポートの書き方を学ぶ。
13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

文学作品に対する理解は十人十色なので、独自な考えを大切にしながら、自
分の考えを立証し、それを論理的に説明することができるように、ディス
カッションに積極的に参加し、発表を丹念に準備することを求める。教科
書、参考書、関係文献や先行研究を広く読むことを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感じ
た部分を整理する。それらの部分について、独自で研究し、クラスでディス
カッションする。（�）事後学習として、授業で取り上げられた部分を再読
し、同じ部分でも繰り返し読むことにより、理解が深まり、あるいは多層化
することに気づく。（�）志賀直哉の小説と随筆を通して、その独自な言語
観、自然観、文学観を考え、「私小説」を特色としながら、なぜゲーテの
「世界文学」に共鳴したのかを理解し、紹介した文献を調査し、自ら参考と
なる文献を探し、自分の意見を立証すること。

教科書

志賀直哉『暗夜行路』（新潮文庫、1990年）、志賀直哉『志賀直哉随筆集』
（岩波書店、1995年）

参考書

郭南燕『志賀直哉で「世界文学」を読み解く』（作品社、2016年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（ディカッションでの発言）50パーセント、レポート50パーセント

その他

参加者にはレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参加
を求める。
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862_14A03207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

テーマ：夏目漱石『夢十夜』を分析的に読解する

文学理論、批評理論を学ぶことを通して、今日、文学作品を読むためにどのような
方法が可能であるのかを探求する。演習形式で、大橋洋一『新文学入門』等の文学
理論・批評理論のテクストを輪読した後、夏目漱石『夢十夜』を分析・発表しても
らう。受講者各自が理論を用いて文学作品を分析する力をつけることを到達目標と
する。
また、卒業論文執筆に向けて、書く力をつけることを目標とする。春学期ではレ

ポートを添削し、書き方について個人指導を行う。レポートは必要に応じて修正し
て再提出してもらうことになる。合格点に満たない受講者には合格点に達するまで
書き直しを求める。レポート課題は「『夢十夜』を批評理論に基づいて分析する」と
いうものである。

授業内容

第�回 文学理論・批評理論とは
第�回 構造分析の方法
第�回 脱構築批評分析
第�回 精神分析批評Ⅰ・無意識の構造
第�回 精神分析批評Ⅱ・欲望の構造
第�回 フェミニズム・ジェンダー批評の方法
第�回 『夢十夜』「第一夜」分析
第	回 『夢十夜』「第三夜」分析
第
回 『夢十夜』「第五夜」分析
第10回 『夢十夜』「第七夜」分析
第11回 『夢十夜』「第八夜」分析
第12回 『夢十夜』「第九夜」分析
第13回 『夢十夜』「第九夜」分析とレポート提出
第14回 レポート返却と個別指導

履修上の注意

（�）批評理論を十分に理解した上で、実際に自らが理論を用いて作品分析すること
ができるようになるために、理論書を読みこなすことが必等である。理論書は一冊
に限らず、発展的に読み進めていくこと。また、日ごろから分析的に考える練習を
しておくこと。そして、合格点に達するまでレポートを書き直し続けること。
（�）既存の枠組みに当てはめることに終わらずに、受講者各自が「何を問題として
考えることが有意義なのか」を問い続けること。自分自身の問題設定を立てて思考
し、自分の意見をプレゼンテーションすることを求める。単なる感想レベルの説明
のみでは評価の対象とはならず、したがって単位を付与しないので注意すること。
（�）レポートは添削して個別指導を行う。基準点に満たない場合については学期ス
ケジュール内で可能な限り何度でも再提出を求めるが、学期内で合格点に満たない
場合には単位は付与しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、次回の授業範囲について教科書を精読しておくこと。復習として、教科書
の該当箇所を読むこと。

教科書

夏目漱石『夢十夜』（岩波文庫など）、大橋洋一『新文学入門』岩波書店

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

レポートは添削して返却し、個別指導を行う。

成績評価の方法

平常点（発表・ディスカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセ
ント

その他

参加者には、発表とレポート提出を課す。ディスカッションへの貢献も求める。レ
ポートは合格点に達するまで再提出を求める。

863_14A03307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

（テーマ）近代小説の歴史性を探求する

日本の近代化において生じた歴史的状況を参照して作品の時代背景に関する知識を
深めた上で、文学作品を精緻に読み解いていく。今期は田山花袋『少女病』、夏目漱
石『彼岸過迄』を中心に、日露戦後の日本の状況を学びつつ、当時の文学的展開と
作品世界の特徴を検証する。
演習形式で、受講者は田山花袋『少女病』、夏目漱石『彼岸過迄』を分析・発表し
てもらう。その際、小説の時代背景を調査した上で作品を読解することを求める。
受講者は小説を理論的に読むことに加えて、近代日本の歴史的・文化的状況に関す
る知識を増やし、文学作品を精緻に読解する力をつけることを到達目標とする。
また、卒業論文執筆に向けて、春学期に引き続き、書く力をつけることを目標と

する。受講者には『彼岸過迄』論をレポートとして提出してもらうが、合格点に満
たない場合には合格点に達するまで書き直しを求める。

授業内容

第�回 文学作品の時代背景と小説のコンテクストについて
第�回 『少女病』読解（一）
第�回 『少女病』読解（二）
第�回 『少女病』読解（三）
第�回 『少女病』読解（四）（五）
第�回 浪漫主義再考（国木田独歩『春の鳥』読解）
第�回 『彼岸過迄』「風呂の後」読解
第	回 『彼岸過迄』「停留所」読解
第
回 『彼岸過迄』「報告」読解
第10回 『彼岸過迄』「雨の降る日」読解
第11回 『彼岸過迄』「須永の話」読解
第12回 『彼岸過迄』「松本の話」「結末」読解
第13回 大正期の短編小説読解�
第14回 大正期の短編小説読解�・レポート提出

履修上の注意

（�）図書館の文献や新聞記事のデータベースを調査し、日露戦後の歴史的・文化的
状況に関する知識を深めることを求める。発表では、文学作品の時代背景の調査成
果と作品読解を報告してもらう。
（�）既存の枠組みに当てはめることに終わらずに、受講者各自が「何を問題として
考えることが有意義なのか」を問い続けること。自分自身の問題設定を立てて思考
し、自分の意見をプレゼンテーションすることを求める。単なる感想レベルの説明
のみでは評価の対象とはならず、したがって単位を付与しないので注意すること。
（�）レポートが基準点に満たない場合には学期スケジュール内で可能な限り何度で
も再提出を求めるが、学期内で合格点に満たない場合には単位は付与しない。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、次回の授業範囲について教科書等を精読しておくこと。復習として、教科
書の該当箇所を読むこと。

教科書

夏目漱石『彼岸過迄』（岩波文庫など）。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

レポートは添削して返却する。

成績評価の方法

平常点（発表・ディスカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセ
ント

その他

参加者には、発表とレポート提出を課す。ディスカッションへの貢献も求める。レ
ポートは合格点に達するまで再提出を求める。
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864_14A03202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

［概要］
芥川龍之介の直喩に関する研究を言語学・表現論的な観点から行なう。
春学期配当のAでは、まず、受講生各自が芥川龍之介の短編�〜�作品について、
年代順に分析・考察を行ない、秋学期における分析との対照に備える。

［到達目標］
芥川自身の直喩上の特徴を見出し、それを調査によって整理した資料が作成でき、
さらに他の作家との比較対照を行なって、その特徴をさらに明確なものにすること、
ならびに、そのような調査・考察を行なって、明快な発表・質疑を行えるようにな
ること。

授業内容

芥川龍之介の直喩の特徴について、半期をかけて，総合的に分析を重ねてゆく。
具体的には、担当者が少しずつ作品を分担しながら、その範囲に現れた直喩につい
て、分析，報告する。芥川の作品発表順に分析を重ねて、芥川の直喩がどのような
推移をたどるかもあわせて確認していく。また、その際、どのようなものを直喩と
認定すべきかという原理的な考察も行なう。
また、電子ファイル化されたインターネット上のテキストを検索して整形するこ

ともあわせて習得していく。

�．直喩とは
�．直喩の認定方法について(�)「ような」「ように」
�．直喩の認定方法について(�)カテゴリー間落差とカテゴリー設定
�．春学期演習発表の方法(�)「ような」「ように」
�．春学期演習発表の方法(�)カテゴリーの設定方法
�．受講生春学期発表（�─	）
�．まとめ［ａモジュールで終了］

※受講生の人数によって，各単元の回数が異なる可能性がある。

履修上の注意

コンピュータに関する特別な知識は必要としないが、インターネットにアクセス
できること、Excelの基本操作が分かっていることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
�． 担当する芥川の作品を読み解きながら、あわせて，電子ファイルを利用しつ
つデータ採取を行なう。
�． 比喩と問題なく認定すべきもの、明らかに異なるもの、微妙なものに分けて、

特に微妙なものについて考察を深めておく。

［復習］
�． 発表時の意見・質問等をふまえて、比喩の解釈についての認識を深めておく。
�． 芥川と対比すべき作家について、見当をつけておく。

教科書

プリントを配布。

演習発表者も演習参加者にプリントを配布することになることを諒承しておいて
もらいたい。

参考書

『芥川龍之介全集』（岩波書店、1995-1998版を基本的に使用）
関口安義／庄司達也編『芥川龍之介全作品事典』（勉誠出版）

課題に対するフィードバックの方法

・毎回、リアクションペーパーを配付し、フィードバックの必要があるものは、次
回コメントする。

・演習発表についての、受講生からのコメントの際に、フィードバックの必要があ
るものは、次回
コメントする。

・ディスカッションの内容について、フィードバックの必要があるものは、適宜コ
メントする。

成績評価の方法

演習の発表（40%）、レポート（40%)、平常点（リアクションペーパー、授業中の
発言等を総合、20%）。

その他

865_14A03302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 小 野 正 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

[概要]
芥川龍之介と別の作家の直喩を対比する研究を言語学・表現論的な観点から行なう。
秋学期配当のBでは、受講生が自分で選んだ芥川龍之介以外の、近現代の作家(自由

選択)についての分析・考察を行ない、春学期における結果と対比する。また、他の受
講生の、調査・分析結果とも照合していく。

［到達目標］
芥川自身の直喩上の特徴に基づいて、芥川以外の作家の場合を調査して、整理した

資料が作成でき、芥川との比較対照を行なって、その特徴をさらに明確なものにする
こと、ならびに、そのような調査・考察を行なって、明快な発表・質疑を行えるよう
になること。

授業内容

春学期に見出した芥川龍之介の直喩の特徴に基づいて、秋学期では、半期をかけて、
他の作家作品の直喩との対照を行なってゆく。具体的には、担当者が、自分の自由に
選んだ作家作品の範囲に現れた比喩について、分析・報告し、芥川の比喩と対比させ
る。その際、どのようなものを直喩と認定すべきかという原理的な考察も継続してゆ
く。
また、電子ファイル化されたインターネット上のテキストを検索して整形すること
もあわせて習得していく。

�．芥川以外の直喩のありよう：三島由紀夫「花盛りの森」の場合
�．直喩の認定についての確認(�)カテゴリー間落差
�．直喩の認定についての確認(�)「ようだ」の用法確認
�．秋学期演習発表の方法(�)「ような」「ように」
�．秋学期演習発表の方法(�)「みたいな」「みたいに」
�．受講生秋学期発表（�─	）
�．まとめ［ａモジュールで終了］

※受講生の人数によって，各単元の回数が異なる可能性がある。

履修上の注意

コンピュータに関する特別な知識は必要としないが、インターネットにアクセスで
きること、Excelの基本操作を理解していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］
�． 芥川と対比する作家の作品を読み解きながら、データ採取を行なう。
�． 直喩と問題なく認定すべきもの、明らかに異なるもの、微妙なものに分けて、

特に微妙なものについて考察を深めておく。

［復習］
�． 発表時の意見・質問等をふまえて直喩の解釈についての認識を深めておく。
�． 自分の担当した作家が、芥川と対比したときにどのような特徴があるのかを整

理し、レポートに備える。

教科書

プリントを配布。

発表者も，資料プリントを演習参加者に配布することを諒承しておいてほしい。

参考書

関口安義／庄司達也編『芥川龍之介全作品事典』勉誠出版
各作家の全集本、単行本等

課題に対するフィードバックの方法

・毎回、リアクションペーパーを配付し、フィードバックの必要があるものは、次回
コメントする。

・演習発表に対する、受講生からのコメントで、フィードバックの必要があるものは、
適宜、コ
メントする。

・ディスカッションの内容に、フィードバックの必要があるものは、適宜コメントす
る。

成績評価の方法

演習の発表（40%）、レポート（40%)、平常点（リアクションペーパー、授業中の発
言等を総合、20%）。

その他
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866_14A03203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

白居易「新楽府」を読む
白居易（字楽天）は、中国文学史において中唐を代表する詩人である
のみならず、その詩文集『白氏文集』が平安朝の日本に広く受容され
たことで知られる。
本授業では、日中にわたる複数のテキストを校勘材料としながら、白
居易の諷諭詩の代表作「新楽府」を対象に、詩本文の校勘・訓読・日
本語訳と詩語への注釈を作成する。本文批判を踏まえた漢詩読解力を
身につけることで、論文執筆の際に漢詩文を資料として扱う能力の養
成を目標とする。

授業内容

第�回a：白居易と『白氏文集』について
第�回：発表レジュメ作成の手順�：使用テキスト・工具書
第�回：発表レジュメ作成の手順�：「七徳舞」を例に
第�回：「新楽府」読解�
第�回：「新楽府」読解�
第�回：「新楽府」読解�
第�回：「新楽府」読解�
第	回：「新楽府」読解�
第
回：「新楽府」読解�
第10回：「新楽府」読解�
第11回：「新楽府」読解	
第12回：「新楽府」読解

第13回：「新楽府」読解10
第14回：「新楽府」読解11
＊発表担当者数や必要な注釈の多寡に合わせて進行を調整することが
ある。

履修上の注意

演習は担当者の発表と参加者全員による質疑応答の二部から構成され
る。担当回はもちろん、それ以外の回の質疑応答における積極的な発
言を期待する。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は詩本文の校勘・訓読・日本語訳と詩語への注釈を記載し
たレジュメを作成し、担当回に発表する。また、発表後に授業内容を
反映した訳注を作成し、レポートとして提出する。その他の参加者は
質疑応答で質問するために次回読む箇所を予習しておく。

教科書

授業中にプリントを配布する。

参考書

岡村繁『白氏文集』一（新釈漢文大系97、明治書院、2017年）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（40％）、レポート（30％）、質疑応答における発言（参加態
度を含む、30％）。

その他

漢和辞典を持参すること（電子辞書可、ジャパンナレッジで『大漢和
辞典』が引ける）。推奨は『全訳漢辞海』（三省堂・iPhoneアプリ有）。

867_14A03303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 甲 斐 雄 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

白居易「新楽府」に関する論文を批評する
本授業では、春学期に読解した白居易「新楽府」についての主要な論文
を対象に、論文に述べられている内容の概要を作成し、論文の構成・資
料の取り扱い・提出されている知見について批評する。先行研究に対し
て適切な批評を加える力を養うことで、卒業論文作成のための土台を形
成することを目標とする。

授業内容

第�回a：本授業で扱う論文の紹介・説明
第�回：発表レジュメ作成についての説明
第�回：「新楽府」関連論文批評�
第�回：「新楽府」関連論文批評�
第�回：「新楽府」関連論文批評�
第�回：「新楽府」関連論文批評�
第�回：「新楽府」関連論文批評�
第	回：「新楽府」関連論文批評�
第
回：「新楽府」関連論文批評�
第10回：「新楽府」関連論文批評	
第11回：「新楽府」関連論文批評

第12回：「新楽府」関連論文批評10
第13回：「新楽府」関連論文批評11
第14回：「新楽府」関連論文批評12
＊発表担当者数が少ない場合、後半はそれぞれ関心のあるテーマの論文
を対象とし発表する。その場合は後半の発表をレポート相当とし、置き
換えて成績を評価する。

履修上の注意

演習は担当者の発表と参加者全員による質疑応答の二部から構成され
る。担当回はもちろん、それ以外の回の質疑応答における積極的な発言
を要求する。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当者は論文に述べられている内容の概要、論文の形式・資料の取
り扱い・提出されている知見についての批評を記載したレジュメを作成
し、担当回に発表する。
また、発表とは別に本人の関心によって選んだ論文を批評したレポート
を作成し、提出する。
その他の参加者は質疑応答で質問するために次回会読する論文を予習し
ておく。

教科書

なし。

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（40％）、レポート（30％、受講者が少ない場合は�回目の発
表で代替する）、質疑応答における発言（参加態度を含む、30％）。

その他

なし。
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868_14A03210

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

近現代外国人の日本語文学（�）
近代において、外国人が日本語を用いて文学作品を著述することはすでに百年以上の
歴史がある。本演習は、数々の作品を読み、なぜ日本語を用いて文学創作をしたのか、
読者に何を発信してきたのかを考え、日本文学に含まれた国際性（日本語文学）を考
察する。

授業内容

� 近現代外国人の日本語文学をなぜ学ぶか、問題意識を共有する。
S. エリセーエフの人生と活動を知る。『赤露の人質日記』（1921年）の「悲劇の序
幕」）を読み、研究方法と発表方法を学ぶ。

� 『赤露の人質日記』（干渉説と欧州共産主義、恐怖時代）の発表とディスカッショ
ン

� 『赤露の人質日記』（外国の援助に対する失望、人質）の発表とディスカッション
� 『赤露の人質日記』（掃討的捜索と白軍の進発、外国に行く希望）の発表とディス

カッション
� 『赤露の人質日記』（外国へ逃れる希望、ソヴィエトの露西亞から逃げる）の発表

とディスカッション
� V. エロシェンコの人生を知り、『海の王女と漁師』と『二つの小さな死』（1921年）

を読む。
� 『桃色の雲』（童話劇三幕、第一幕）の発表とディスカッション
	 『桃色の雲』（童話劇三幕、第二幕）の発表とディスカッション

 『桃色の雲』（童話劇三幕、第三幕）の発表とディスカッション
10 S. カンドウ神父の人生を知り、『永遠の傑作』(1955年)のメッセージを読み取る。
11 『永遠の傑作』の発表とディスカッション
12 『永遠の傑作』の発表とディスカッション、
総まとめとレポートの書き方について教える。

13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

文学作品に対する理解が十人十色なので、独自な考えを立証し、論理的に説明する
できるように発表し、ディスカッションに積極的に参加し、意見交換を行うことを求
める。発表者はかならずレジュメを用意する。また、関係教科書と関係のある文献や
先行研究を広く読むことを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感じた部分を整
理する。それ
らの部分について、ディスカッションする。（�）事後学習として、授業で取り上げら
れた部分を再
読し、同じ部分でも繰り返し読むことにより、理解が深まり、あるいは多彩化するこ
とに気づく。（�）
作品を通して、「日本語ではなければ、表現できないものは何か」「日本人を中心とす
る読者にどのよ
うなメッセージを伝えようとしているのか」「日本文学にとって、外国人の作品はどの
ような意味が
あるか」などを考えて、紹介した文献を調査し、自ら参考となる文献を探し、自分の
意見を立証する
こと。

教科書

エリセーエフ『赤露の人質日記』（中公文庫、1976年）、エロシェンコ『最後の溜息』
（叢文閣、1921
年、国会図書館デジタルコレクション）、カンドウ『永遠の傑作』（東峰書房、1955年、
国会図書
館デジタルコレクション）

参考書

倉田保雄『エリセーエフの生涯』(中央公論社、1977年)、高杉一郎『夜明け前の歌：
盲目詩人エロ
シェンコの生涯』（岩波書店、1982年）、郭南燕『ザビエルの夢を紡ぐ：近代宣教師た
ちの日本語
文学』（平凡社、2018年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表・ディカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセント

その他

参加者には発表とレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参加を
求める。

869_14A03310

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

近現代外国人の日本語文学（�）
近代において、外国人が日本語を用いて文学作品を著述することはすでに百年以上
の歴史がある。本演習は、数々の作品を読み、なぜ日本語を用いて文学創作をした
のか、読者に何を発信してきたのかを考え、日本文学に含まれた国際性（日本語文
学）を考察する。

授業内容

� ホイヴェルス『人生の秋に：ホイヴェルス随想選集』の発表とディスカッショ
ン

� ホイヴェルス『人生の秋に：ホイヴェルス随想選集』の発表とディスカッショ
ン

� リービ英雄『星条旗の聞こえない部屋』の発表とディスカッション
� リービ英雄『星条旗の聞こえない部屋』の発表とディスカッション
� ビナード『釣り上げては』の発表とディスカッション
� ビナード『釣り上げては』の発表とディスカッション
� ボヤンヒシグ『懐情の原形：ナラン（日本）への置き手紙』の発表とディス

カッション
	 ボヤンヒシグ『懐情の原形：ナラン（日本）への置き手紙』の発表とディス

カッション

 楊逸『時が滲む朝』の発表とディスカッション
10 楊逸『時が滲む朝』の発表とディスカッション
11 田原『田原詩集』の発表とディスカッション
12 カン・ハンナ『まだまだです：歌集』の発表とディスカッション、総まとめ
13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

文学作品に対する理解が十人十色なので、独自な考えを立証し、論理的に説明する
できるように発表し、ディスカッションに積極的に参加し、意見交換を行うことを
求める。発表者はかならずレジュメを用意する。また、関係教科書と関係のある文
献や先行研究を広く読むことを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感じた部分を
整理する。それ
らの部分について、文献を調べ、ディスカッションする。（�）事後学習として、授
業で取り上げられた部分を再読し、同じ部分でも繰り返し読むことにより、理解が
深まり、あるいは多彩化することに気づく。（�）作品を通して、「日本語ではなけ
れば、表現できないものは何か」「日本人を中心とする読者にどのようなメッセージ
を伝えようとしているのか」「日本文学にとって、外国人の作品はどのような意味が
あるか」などを考えて、紹介した文献を調査し、自ら参考となる文献を探し、自分
の意見を立証する
こと。

教科書

ホイヴェルス『人生の秋に：ホイヴェルス随想選集』（春秋社、2008年）、リービ英
雄『星条旗の
聞こえない部屋』（講談社文芸文庫、2004年）、ビナード『釣り上げては』（思潮社、
2000年）、ボ
ヤンヒシグ『懐情の原形：ナラン（日本）への置き手紙』（英治出版、2000年）、楊
逸『時が滲む
朝』（文春文庫、2011年）、田原『田原詩集』（思潮社、2014年）、カン・ハンナ『ま
だまだです：
歌集』（KADOKAWA、2019年）

参考書

笹沼俊暁『リービ英雄：＜鄙＞の言葉としての日本語』（論創社、2011年）、郭南燕
編著『バイリ
ンガルな日本語文学：多言語多文化のあいだ』(三元社、2013年)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表・ディカッションでの発言含む）50パーセント、レポート50パーセン
ト

その他

参加者には発表とレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参加
を求める。
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870_14A03208

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 杉 田 昌 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本の中世後期から近世にかけての和歌文学を取り上げ，その代表的歌人とその
和歌作品について，調査研究し演習発表を行う。また，卒業論文に向けて和歌以外
の近世文学作品の研究を希望する学生については，各自が研究対象とする作品につ
いての演習発表を行ってもよいこととする。

授業内容

春学期は主に，近世期和歌とそこに多大な影響を与えた中世後期和歌の代表的歌
人について，担当者を決めて演習発表を行う。また，和歌以外の近世文学作品の研
究を希望する学生については，各自が研究対象とする作品の演習を行う。

（�）演習内容の解説�
（�）演習内容の解説�
（�）中世後期和歌と近世期和歌�
（�）中世後期和歌と近世期和歌�
（�）中世後期和歌と近世期和歌�
（�）中世後期歌人演習�
（�）中世後期歌人演習�
（	）中世後期歌人演習�
（
）近世期歌人演習�
（10）近世期歌人演習�
（11）近世期歌人演習�
（12）近世文学作品演習�
（13）近世文学作品演習�
（14）近世文学作品演習�

※演習テーマ・内容等は，授業の進行・受講者の反応などにより適宜変更する。

履修上の注意

※杉田が担当する秋学期の日本文学演習（�年）Ｂとあわせて履修することがのぞ
ましい。また日本近世文学および和歌文学を学ぶことに高い意欲を持つ学生の履修
を望む。和歌以外の近世文学に興味を持つ学生についても，各自の興味に相応しい
演習を行うことが可能なので，積極的に参加することを期待する。授業中の私語等
は厳禁とし，受講態度が場にふさわしくない学生には，退席を求めることがある。

※今のところ（23年�月時点）対面授業を想定したシラバスをUPしておくが、コロ
ナの感染状況等によっては、各学期の授業全体もしくはその一部の形態をオンライ
ン授業に切り替えて行う可能性があることを承知しておいてほしい（22年度は在宅
就労特別配慮者）。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回の発表内容について毎回予習してくるとともに、自らの担当発表後は、レポー
ト提出までに、発表時の指摘・討論をふまえて発表資料を補訂してくること。

教科書

プリントなどを適宜配布。

参考書

授業時に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習内容やレポート等によって評価することに加え，出席状況や授業への参加度・
参加態度などの平常点も加味して総合的に評価する。演習・レポート65%，平常点
（出席率ならびに受講態度を含む）35％

その他

871_14A03308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 杉 田 昌 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本の中世後期から近世にかけての和歌文学を取り上げ，その代表的歌人とその
和歌作品について，調査研究し演習発表を行う。また，卒業論文に向けて和歌以外
の近世文学作品の研究を希望する学生については，各自が研究対象とする作品につ
いての演習発表を行ってもよいこととする。

授業内容

秋学期は主に，春学期で取り上げた歌人の代表的和歌について，歌ことばおよび
和歌表現に留意しつつ担当者を決めて演習発表を行う。また，和歌以外の近世文学
作品の研究を希望する学生については，各自が研究対象とする作品について、春学
期よりもさらにテーマを焦点化した演習を行う。さらに，各自の卒業研究テーマが
明確になった時期以降は，卒業論文に向けての指導も織り交ぜていく。

（�）演習内容の解説�
（�）演習内容の解説�
（�）中世後期和歌演習�
（�）中世後期和歌演習�
（�）中世後期和歌演習�
（�）近世期和歌演習�
（�）近世期和歌演習�
（	）近世期和歌演習�
（
）近世期和歌演習�
（10）近世文学作品演習�
（11）近世文学作品演習�
（12）近世文学作品演習�
（13）卒業研究基礎講座�
（14）卒業研究基礎講座�

※演習テーマ・内容等は，授業の進行・受講者の反応などにより適宜変更する。

履修上の注意

※杉田が担当する春学期の日本文学演習（�年）Ａとあわせて履修することがのぞ
ましい。日本近世文学および和歌文学を学ぶことに高い意欲を持つ学生の履修を望
む。和歌以外の近世文学に興味を持つ学生についても，各自の興味に相応しい演習
を行うことが可能なので，積極的に参加することを期待する。授業中の私語等は厳
禁とし，受講態度が場にふさわしくない学生には，退席を求めることがある。

※今のところ（23年�月時点）対面授業を想定したシラバスをUPしておくが、コロ
ナの感染状況等によっては、各学期の授業全体もしくはその一部の形態をオンライ
ン授業に切り替えて行う可能性があることを承知しておいてほしい（22年度は在宅
就労特別配慮者）。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回の発表内容について毎回予習してくるとともに、自らの担当発表後は、レポー
ト提出までに、発表時の指摘・討論をふまえて発表資料を補訂してくること。

教科書

プリントなどを適宜配布。

参考書

授業時に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習内容やレポート等によって評価することに加え，出席状況や授業への参加度・
参加態度などの平常点も加味して総合的に評価する。演習・レポート65%，平常点
（出席率ならびに受講態度を含む）35％

その他
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872_14A03201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

戦後の現代詩の展開をその前史を含めて（1930年代後半〜1950年代半
ばまで）読み、それらを多角的に分析・考察するための実践を重ね
る。近・現代詩の歴史的変遷を学ぶとともに、詩という文芸ジャンル
の特徴や課題をふまえた学問的な議論を構築できるようになることを
目指す。

授業内容

第�回 概説・導入／発表担当決定
第�回 デモンストレーション（模擬演習）
第�回 三好豊一郎『囚人』（1949）
第�回 吉本隆明『転位のための十篇』（1953）
第�回 黒田三郎『ひとりの女に』（1954）
第�回 鮎川信夫『鮎川信夫詩集』（1955）
第�回 田村隆一『四千の日と夜』（1956）
第	回 中間レビュー
第
回 永瀬清子『美しい国』（1948）
第10回 壷井繁治『壷井繁治詩集』（1948）
第11回 峠三吉『原爆詩集』（1951）
第12回 関根弘『絵の宿題』（1953）
第13回 谷川雁『大地の商人』（1954）
第14回 まとめ／総括
※履修人数や進捗状況によって内容を調整することがあります。

履修上の注意

取り上げるのはすべて戦後十年ほどの間に書かれた「戦後詩」である
ため、同じ時代的思潮を共有するそれぞれの作品の共通点や相違点に
留意しつつ、積極的に議論を深めてほしい。なお自分の発表だけでな
く、他の履修者の発表に対する応答も同程度に重要な評価の対象とな
るので、そのつもりで臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当時以外も、対象作品を精読し疑問点や意見をクリアにしてお
くこと。議論で消化できなかったところがあれば各自で参考文献を集
めるなどして、期末レポートに備えてほしい。

教科書

鮎川信夫・大岡信・北川透編『戦後代表詩選』『戦後代表詩選 続』
（詩の森文庫）、西原大輔『日本名詩選�』（笠間書院）

参考書

指定しない。それぞれの作品に関わる参考文献は別途紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容と平常点50％、期末レポート50％で評価する。平常点は授業
時の発言や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他

特になし。

873_14A03301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

戦後の現代詩（1950年代〜1960年代頃まで）を読み、それらを多角的
に分析・考察するための実践を重ねる。近・現代詩の歴史的変遷を学
ぶとともに、詩という文芸ジャンルの特徴や課題をふまえた学問的な
議論を構築できるようになることを目指す。

授業内容

第�回 概説・導入／発表担当決定
第�回 谷川俊太郎『二十億光年の孤独』（1952）
第�回 飯島耕一『他人の空』（1953）
第�回 吉野弘『消息』（1957）
第�回 茨木のり子『見えない配達夫』（1958）
第�回 富岡多恵子『返礼』（1958）
第�回 石垣りん『私の前にある鍋とお釜と燃える火と』（1959）
第	回 中間レビュー
第
回 入沢康夫『夏至の火』（1958）
第10回 吉岡実『僧侶』（1958）
第11回 渡辺武信『まぶしい朝・その他の朝』（1961）
第12回 鈴木志郎康『新生都市』（1963）
第13回 堀川正美『太平洋』（1964）
第14回 まとめ／総括

履修上の注意

取り上げるのはすべて戦後十年ほどの間に書かれた「戦後詩」および
その影響下に出発した戦後派の詩篇であるため、同じ時代的思潮を共
有するそれぞれの作品の共通点や相違点に留意しつつ、積極的に議論
を深めてほしい。なお自分の発表だけでなく、他の履修者の発表に対
する応答も同程度に重要な評価の対象となるので、そのつもりで臨む
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表担当時以外も、対象作品を精読し疑問点や意見をクリアにしてお
くこと。議論で消化できなかったところがあれば各自で参考文献を集
めるなどして、期末レポートに備えてほしい。

教科書

鮎川信夫・大岡信・北川透編『戦後代表詩選』『戦後代表詩選 続』
（詩の森文庫）、西原大輔『日本名詩選�』（笠間書院）

参考書

指定しない。それぞれの作品に関わる参考文献は別途紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表内容と平常点50％、期末レポート50％で評価する。平常点は授業
時の発言や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他

特になし
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874_14A03209

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「戦争と文学」�
戦争を描いた作品を読む。戦争文学は日本文学の大きなテーマのひ
とつであり、これまで、人間の実存に迫るような多くの優れた作品が
書かれてきた。傷痍軍人、従軍、軍隊生活、銃後、空襲など、また戦
後の問題であるものの、やはり戦争から導かれた占領や引揚げの問題
もここに含めることができるであろう。
野間宏、武田泰淳、大西巨人をはじめとした戦争のさまざまな局面

を描いた作品を読むことで、人間や社会を学び直すことを目的とする。

授業内容

第�回 日本文学において戦争がどのように描かれたかについて考え
る。

第�回 スケジュール決定、作品担当を決める
第�回 野間宏「顔の中の赤い月」
第�回 中野重治「萩のもんかきや」
第�回 傷痍軍人 小川未明「汽車奇談」
第�回 従軍 木原孝一「戦争の中の建設」
第�回 軍隊生活 大西巨人「神聖喜劇」
第	回 特攻 島尾敏雄「魚雷艇学生」
第
回 引揚げ 松本清張「赤いくじ」
第10回 銃後 佐多稲子「香に匂ふ」
第11回 空襲 吉行淳之介「焔の中」
第12回 敗戦 黒田喜夫「わが内なる戦争と戦後」
第13回 高村光太郎、秋山清、佐藤春夫らの詩
第14回 まとめ
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

発表やディスカッションに意欲をもって臨んでほしい。発表者はレ
ジュメを用意する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、必ず作品を読み、問題点を検討しておくこと。事後
学習として、授業で取り上げた作品を再読し、紹介した文献を調査す
ること。

教科書

石川巧・川口隆行編『戦争を〈読む〉』（ひつじ書房）。

参考書

浅田次郎・奥泉光・川村湊・高橋敏夫・成田龍一編『戦争×文学』全
20巻別巻�（集英社）、ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて』（岩波書
店）、日本社会文学会編『社会文学の三〇年』（菁柿堂）、海老坂武『戦
争文化と愛国心』（みすず書房）、黒田喜夫『燃えるキリン』（共和国）
ほか。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表40％、学期末レポート40％、授業中の発言など平常点20％
で評価する。

その他

875_14A03309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「戦争と文学」�
戦争を描いた作品を読む。戦争文学は日本文学の大きなテーマのひ
とつであり、これまで、人間の実存に迫るような多くの優れた作品が
書かれてきた。傷痍軍人、従軍、軍隊生活、銃後、空襲など、また戦
後の問題であるものの、やはり戦争から導かれた占領や引揚げの問題
もここに含めることができるであろう。
野間宏、武田泰淳、大西巨人をはじめとした戦争のさまざまな局面

を描いた作品を読むことで、人間や社会を学び直すことを目的とする。

授業内容

第�回 春学期の復習、スケジュール確認
第�回 武田泰淳「審判」
第�回 目取真俊「水滴」
第�回 井上ひさし「父と暮らせば」
第�回 中野重治「五勺の酒」
第�回 占領 小島信夫「アメリカン・スクール」
第�回 沖縄 池沢聰「ガード」
第	回 強制収容 石原吉郎「望郷と海」
第
回 疎開 津島佑子「葦舟、飛んだ」
第10回 原爆 林京子「空缶」
第11回 従軍慰安婦 古山高麗雄「セミの追憶」
第12回 難民 シリン・ネザマフィ「サラム」
第13回 コラム
第14回 まとめ
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

発表やディスカッションに意欲をもって臨んでほしい。発表者はレ
ジュメを用意する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、必ず作品を読み、問題点を検討しておくこと。事後
学習として、授業で取り上げた作品を再読し、紹介した文献を調査す
ること。

教科書

石川巧・川口隆行編『戦争を〈読む〉』（ひつじ書房）。

参考書

浅田次郎・奥泉光・川村湊・高橋敏夫・成田龍一編『戦争×文学』全
20巻別巻�（集英社）、ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて』（岩波書
店）、日本社会文学会編『社会文学の三〇年』（菁柿堂）、海老坂武『戦
争文化と愛国心』（みすず書房）、黒田喜夫『燃えるキリン』（共和国）
ほか。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表40％、学期末レポート40％、授業中の発言など平常点20％
で評価する。

その他
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876_14A03205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
百人一首とその時代について探究する。百人一首は今も多くの人に親しまれているが、その原型は藤原定家が作成した百人
秀歌である。彼が生きた時代は、平安時代が終わり、鎌倉時代へと移る激動の時代であった。定家は、若い頃には源平の争乱
を目の当たりにし、後には承久の乱を経験する。この乱では和歌を愛した後鳥羽院が鎌倉の北条氏に敗れ、隠岐に流罪になっ
た。このような中で、定家はどのような経緯で百人秀歌を作ったのか。彼が関わった人物や、彼が生きた時代状況を視野に入
れながら百人秀歌を読解する。また、百人秀歌をもとに、後の時代に百人一首が誕生する。その編者や成立時代については、
近年に議論が進み、新説も出されている。それらを参照しつつ、百人秀歌と百人一首をめぐるさまざまな謎について探究した
い。

（到達目標）
・百人一首の原型である百人秀歌について理解を深め、その編者である藤原定家の和歌観・文芸観を探究する。
・平安末期から鎌倉時代、動乱の時代の文化について理解を深める。
・百人一首・百人秀歌を通して古典読解の方法を身に付ける。
・百人一首・百人秀歌を通して、現代における古典の意義について考える。

授業内容

平安時代末から鎌倉時代初期という激動の時代を生きた歌人である藤原定家は、その晩年に百人秀歌を編んだ。その後（お
そらく定家の死後）、何者かによって百人一首が生み出される。百人秀歌と百人一首には、若干の違いがある。もっとも大きな
違いは、後鳥羽院・順徳院の歌の有無である（百人秀歌には、両人が入っていない）。百人秀歌の撰者は藤原定家と考えて間違
いないが、百人一首については、その撰者と成立時代が明らかになっていない。しかし、2022年に最新の研究成果が発表され
た。中川博夫・田渕句美子・渡邊裕美子編『百人一首の現在』青簡舎である。本書には、百人一首をさまざまな角度から分析
した多くの論文が収録されている。これを手掛かりにすることで、百人一首をより深く理解できるであろう。そして残された
課題に迫ることができる。
百人秀歌と百人一首はともに小さな歌集であるが、どのような意図・方針で編纂されたか、謎は多い。百人秀歌について言

えば、数多くいる歌人の中からどのようにして百人を選んだか、また、各歌人の代表歌を選ぶ時の基準は何であったのか。こ
のような疑問に答えるためには、藤原定家の人生や、彼が生きた時代について理解を深めなければならない。また、定家の父
である俊成や、彼が仕えた後鳥羽院など、彼を取り巻く歌人たちについて知る必要もある。また、百人一首について言えば、
百人秀歌をもとに、いつ誰が、どのような目的で百人秀歌に手を加えて百人一首としたのか、興味が尽きない。
春学期には、百人秀歌・百人一首の歌人について、各自が数名を選んで、その人生（経歴）を調べて発表する。なるべく藤

原定家と近い時代の歌人を調べる。奈良・平安時代の歌人を選ぶ場合は、平安末期にその歌人がどのようなイメージを持って
いたか調べなければならない。和歌については、どのように解釈されてきたか、諸注釈書を調査して報告する。その際、和歌
が詠まれた時点での意味、勅撰集に配列された際の意味、百人秀歌・百人一首に入れられた時の意味、それぞれを分けて考察
する。百人秀歌と関係する時代不同歌合も参照する。
（�）百人秀歌・百人一首の世界へ
（�）藤原定家とその時代
（�）時代不同歌合について
（�）�〜10番歌
（�）11〜20番歌
（�）21〜30番歌
（�）31〜40番歌
（	）41〜50番歌
（
）51〜60番歌
（10）61〜70番歌
（11）71〜80番歌
（12）81〜90番歌
（13）91〜100番歌
（14）総括

履修上の注意

作品・資料に丹念に向き合い、積極的な態度で発表と質疑応答に臨んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

取り上げる作者と和歌について、それを解説した注釈書・論文に目を通しておく。

教科書

樋口芳麻呂校注『王朝秀歌選』岩波文庫

参考書

中川博夫・田渕句美子・渡邊裕美子編『百人一首の現在』青簡舎、2022年
『百人一首注釈書叢刊』（和泉書院）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40％）とレポート（60％）

その他

877_14A03305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

（授業の概要）
百人一首とその時代について探究する。百人一首は今も多くの人に親しまれているが、その原型は藤原定
家が作成した百人秀歌である。彼が生きた時代は、平安時代が終わり、鎌倉時代へと移る激動の時代であっ
た。定家は、若い頃には源平の争乱を目の当たりにし、後には承久の乱を経験する。この乱では和歌を愛し
た後鳥羽院が鎌倉の北条氏に敗れ、隠岐に流罪になった。このような中で、定家はどのような経緯で百人秀
歌を作ったのか。彼が関わった人物や、彼が生きた時代状況を視野に入れながら百人秀歌を読解する。また、
百人秀歌をもとに、後の時代に百人一首が誕生する。その編者や成立時代については、近年に議論が進み、
新説も出されている。それらを参照しつつ、百人秀歌と百人一首をめぐるさまざまな謎について探究したい。

（到達目標）
・百人一首の原型である百人秀歌について理解を深め、その編者である藤原定家の和歌観・文芸観を探究す
る。
・平安末期から鎌倉時代、動乱の時代の文化について理解を深める。
・百人一首・百人秀歌を通して古典読解の方法を身に付ける。
・百人一首・百人秀歌を通して、現代における古典の意義について考える。

授業内容

平安時代末から鎌倉時代初期という激動の時代を生きた歌人である藤原定家は、その晩年に百人秀歌を編
んだ。その後（おそらく定家の死後）、何者かによって百人一首が生み出される。百人秀歌と百人一首には、
若干の違いがある。もっとも大きな違いは、後鳥羽院・順徳院の歌の有無である（百人秀歌には、両人が
入っていない）。百人秀歌の撰者は藤原定家と考えて間違いないが、百人一首については、その撰者と成立時
代が明らかになっていない。しかし、2022年に最新の研究成果が発表された。中川博夫・田渕句美子・渡邊
裕美子編『百人一首の現在』青簡舎である。本書には、百人一首をさまざまな角度から分析した多くの論文
が収録されている。これを手掛かりにすることで、百人一首をより深く理解できるであろう。そして残され
た課題に迫ることができる。
百人秀歌と百人一首はともに小さな歌集であるが、どのような意図・方針で編纂されたか、謎は多い。百

人秀歌について言えば、数多くいる歌人の中からどのようにして百人を選んだか、また、各歌人の代表歌を
選ぶ時の基準は何であったのか。このような疑問に答えるためには、藤原定家の人生や、彼が生きた時代に
ついて理解を深めなければならない。また、定家の父である俊成や、彼が仕えた後鳥羽院など、彼を取り巻
く歌人たちについて知る必要もある。また、百人一首について言えば、百人秀歌をもとに、いつ誰が、どの
ような目的で百人秀歌に手を加えて百人一首としたのか、興味が尽きない。
秋学期には、春学期に行った発表を踏まえて、そこから問題点を見つけ出し、それについてさらなる調査

を行った結果と考察について報告する。
（�）問題点の見つけ方
（�）調査と報告の方法
（�）�〜10番歌
（�）11〜20番歌
（�）21〜30番歌
（�）31〜40番歌
（�）41〜50番歌
（	）51〜60番歌
（
）61〜70番歌
（10）71〜80番歌
（11）81〜90番歌
（12）91〜100番歌
（13）全体討論
（14）総括

履修上の注意

作品・資料に丹念に向き合い、積極的な態度で発表と質疑応答に臨んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

取り上げる作者と和歌について、それを解説した注釈書・論文に目を通しておく。

教科書

樋口芳麻呂校注『王朝秀歌選』岩波文庫

参考書

中川博夫・田渕句美子・渡邊裕美子編『百人一首の現在』青簡舎、2022年
『百人一首注釈書叢刊』（和泉書院）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（40％）とレポート（60％）

その他
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878_14A03204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 山 崎 健 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜萬葉集巻第九・柿本人麻呂歌集の旅の歌を読む＞

柿本人麻呂が関わる歌には作歌（人麻呂自身の作であること明記する歌）・歌集歌（人麻呂の
手で編纂された他人の歌を含む歌集で、表記に略体・非略体の二種類あったことが知られる）
がある。人麻呂作の羈旅歌（たびのうた）は巻三などに収録されているが、人麻呂歌集にも多
数の羈旅歌が含まれる。
本年度は巻九・人麻呂歌集の羈旅歌をとりあげて、一語一語の重さを精確に量りながら、本

文批判と解釈、鑑賞の方法を身につけ、人麻呂歌集の問題も探究する。

なお、発表者は、資料作成と口頭発表を通じて、みずからのプレゼンテーション能力の向上
もめざす。

授業内容

第�回 a：この授業の概要と計画について
第�回 萬葉集巻第九

・萬葉集中におけるこの巻の位置づけ
・併せて雑歌の部立と旅（羇旅）のテーマについて
・人麻呂の作歌・歌集歌について

第�回 萬葉集の諸本について（�）
第�回 a：萬葉集の諸本について（�）

b：萬葉集の注釈書について（近世以前）
第�回 萬葉集の注釈について（近代以降）
第�回 調査・分析・発表の方法について
第�回 発表と討論A
第	回 発表と討論B
第
回 発表と討論C
第10回 発表と討論D
第11回 発表と討論E
第12回 発表と討論F
第13回 発表と討論G
第14回 a：発表と討論H

b：小テスト

履修上の注意

第�回までは担当教員が概説を行い、その後受講生による演習に移行。輪番制で一人が一首
を担当し、一首の読解が完了するまで複数回にわたって発表する。諸本・諸注釈に目を通し、
索引や古辞書を駆使して作品成立当時の語法に即した用例の分析を行うので、準備にはそれな
りの時間と労力を必要とする。慣れるまでは大変かもしれないが、ひとたび方法を身につける
と充実感が得られるはず。やる気のある人の参加を期待する。
なお、担当歌は、人麻呂歌集の羈旅歌を1685から順に読んでいく予定。早めに当該歌群

（1685〜1700・1707〜1708）に目を通し、担当したい歌の候補を数首選んでおくことが望まれ
る。

発表者は担当歌について問題を発見し、課題として示した上で、それを解決するような発表
のしかたに努めること。また、発表者以外の受講生は、常に積極的に授業にかかわること。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
発表者：諸本・諸注釈に目を通し、索引や古辞書を駆使して用例の分析を行う。使用する資

料については、第�回までの授業の中で具体的に紹介する。
発表者以外の受講生：次の回に予定されている作品について、事前にテキストおよび注釈書
数点に目を通しておくこと。

【復習】
発表後に発表した内容を文章化し、担当教員から課された課題に取り組むこと。

教科書

佐竹昭広・木下正俊・小島憲之共著『補訂版 萬葉集本文篇』（塙書房）
坂本信幸・毛利正守『万葉事始』（和泉書院）

参考書

分析の方法については、澤瀉久孝『萬葉古径』�〜�（全国書房、のち中公文庫に収録）
その他、必要に応じて授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表内容（40%）、第�回までの内容に関する小テスト（40%）、授業中の発言を含む平常
点（20%）

その他

なし。

879_14A03304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 山 崎 健 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜萬葉集巻第九・柿本人麻呂歌集の旅の歌を読む＞（春学期の続き）

柿本人麻呂が関わる歌には作歌（人麻呂自身の作であること明記する歌）・歌集歌
（人麻呂の手で編纂された他人の歌を含む歌集で、表記に略体・非略体の二種類あっ
たことが知られる）がある。人麻呂作の羈旅歌（たびのうた）は巻三などに収録さ
れているが、人麻呂歌集にも多数の羈旅歌が含まれる。
本年度は巻九・人麻呂歌集の羈旅歌をとりあげて、一語一語の重さを精確に量り
ながら、本文批判と解釈、鑑賞の方法を身につけ、人麻呂歌集の問題も探究する。

なお、発表者は、資料作成と口頭発表を通じて、みずからのプレゼンテーション
能力の向上もめざす。

授業内容

第�回 調査・分析・発表の方法について（確認）
第�回 発表と討論A
第�回 発表と討論B
第�回 発表と討論C
第�回 発表と討論D
第�回 発表と討論E
第�回 発表と討論F
第	回 発表と討論G
第
回 発表と討論H
第10回 発表と討論I
第11回 発表と討論J
第12回 発表と討論K
第13回 発表と討論L
第14回a：まとめ

履修上の注意

輪番制で一人が一首を担当し、一首の読解が完了するまで複数回にわたって発表
する。諸本・諸注釈に目を通し、索引や古辞書を駆使して用例の分析を行うので、
準備にはそれなりの時間と労力を必要とする。慣れるまでは大変かもしれないが、
ひとたび方法を身につけると充実感が得られるはず。やる気のある人の参加を期待
する。

発表者は担当歌について問題を発見し、課題として示した上で、それを解決する
ような発表のしかたに努めること。また、発表者以外の受講生は、常に積極的に授
業にかかわること。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
発表者：諸本・諸注釈に目を通し、索引や古辞書を駆使して用例の分析を行う。

使用する資料については、授業の中で具体的に紹介する。
発表者以外の受講生：次の回に予定されている作品について、事前にテキストお

よび注釈書数点に目を通しておくこと。

【復習】
発表後に発表した内容を文章化し、担当教員から課された課題に取り組むこと。

教科書

佐竹昭広・木下正俊・小島憲之共著『補訂版 萬葉集本文篇』（塙書房）
坂本信幸・毛利正守『万葉事始』（和泉書院）

参考書

分析の方法については、澤瀉久孝『萬葉古径』�〜�（全国書房、のち中公文庫に
収録）
その他、必要に応じて授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習の発表内容（40%）、期末のレポート（40％）、授業中の発言を含む平常点
（20%）

その他

なし。
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880_14A03206

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ａ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

平安時代中期の作品『源氏物語』初音巻を古注釈に留意して読める
ようになる。現代に続く、当時の儀式・習慣について確認しながら、
平安期の物語における意味解釈の多様性について理解する。

授業内容

『源氏物語』初音巻を読む。授業初回に『源氏物語』及び初音巻の概
説を行い、発表に必要な参考文献を紹介する。その後、発表者に担当
を割り振るので、教員の指導の下、各自レジュメを作成し、発表する。
その発表をもとに物語の内容・表現について、参加者全員で討論する。

（�〜�）『源氏物語』初音巻の概説・参考文献紹介
（�〜�） 発表方法、討論方法の指導
以下、作品本文を担当者を割り当て演習発表を行ってもらう。
（�）六条院の新春、春の町の様子
（�）六条院の新春、紫の上と光源氏の贈答
（�）明石の姫君、実母・明石の君に返歌。
（	）光源氏、花散里の元を訪れる
（
）光源氏、玉鬘の元を訪れる。
（10）光源氏、明石の君の元に宿泊し、新春早々、騒がれる。
（11)臨時客、六条院の宴
（12〜13）光源氏、空蝉・末摘花の住む二条東院を訪れる。
（14）まとめ＊男踏歌の説明

＊授業時、『源氏物語』に関連するDVDを視聴する可能性がある。

＊展示により、美術館・博物館見学に行く可能性がある。

履修上の注意

演習は発表と意見交換が基本となるため、各自の主体的な姿勢が求め
られる。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に次の発表者の担当範囲を読んでおく。

教科書

プリントを配布する。

参考書

授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（35％）とレポート（35%）、質疑応答を含む授業への取り組
み（30%）

その他

881_14A03306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学演習（�年）Ｂ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

平安時代の作品を集めた短編集『堤中納言物語』を読む。それぞれ任
意の短編を選び、話を要約、研究動向等を確認した上で、興味を持っ
た点、疑問に思う点についてまとめる。比較的、研究史の浅い物語に
ついて自分で調べることで、新しい研究方法を探り出す。

授業内容

発表までの手続きについては演習Aに同じ。

（�）『堤中納言物語』概説�
（�）『堤中納言物語』概説�
（�）発表方法の説明
（�）「花桜折る少将」
（�）「このついで」
（�）「虫めづる姫君」
（�）「ほどほどの懸想」
（	）「逢坂越えぬ権中納言」
（
）「貝合」
（10)「思はぬ方にとまりする少将」
(11）「はなだの女御」
（12）「はいずみ」
（13）「よしなしごと」
（14）まとめ

履修上の注意

演習は発表と意見交換が基本となるため、各自の主体的な姿勢が求め
られる。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書を読んでおく。

教科書

岩波文庫 黄21ー� 大槻修校注『堤中納言物語』（税込704円）

参考書

授業時に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習発表（35％）＋レポート（35％）＋質疑応答を含む授業への取り
組み（30％）

その他
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882_14A00403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＡ 佐 伯 孝 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「日本の幽霊と妖怪──近世の怪異譚を知る前提として──」
講義担当者は日本近世（江戸時代）小説が専門であるが、本講義では，広く日
本の幽霊・妖怪について概観したい。
日本文学には古典文学・近代文学を問わず、幽霊や妖怪が多く登場する。加え
て、昔話・伝説・世間話といった口承伝承や演劇・落語等の芸能、絵画等の美術
においても、幽霊や妖怪は多く扱われ、「怪異」は横溢している。要するに、古
来、日本人は怪談が大好きなのである。本講義では、日本における怪異研究史や
日本人の幽霊・妖怪観の推移について通史的に概説すると共に、特に怪談が大流
行した近世に焦点を当て、なぜ怪談が流行したのか、近世の怪談がどのような特
徴を持っていたか、また、幽霊に女が多いのはどうしてか等につき講じる予定。
怪異につき考えることは、文学のみならず民俗・宗教・思想・美術・心理学
等々広い分野に跨る上、「日本」という自国の文化や歴史的風土を考察することに
も繋がって行く。受講者には大いに知的好奇心を持って講義に望んで欲しい。

授業内容

第�回 授業の導入。講義内容・授業計画・課題・評価方法等の紹介、怪異研究
の意義。

第�〜�回 怪異譚の面白さと、様々な研究方法（国文学の方法論）
第�回 説話とは何か、昔話・伝説・世間話とは何か
第�回 レポートの書き方、及び怪異に関する文献紹介
第�回 日本の怪異研究史
第	回 幽霊と妖怪の違い
第
回 他界と異界、宗教と他界観
第10回 幽霊はいつから怖い存在になったか
第11回 幽霊に女が多いのはどうしてか
第12回 近世になぜ怪談が流行したか
第13回 近世初期怪異小説の系統、及び「百物語」の類話
第14回 幽霊画・妖怪画の見方

履修上の注意

授業への出席を重視する。学期中に�，�回、授業内で質問に対する回答を自由
に書いてもらうことがある（平常点に含む）。学期末に課すのがレポートか試験か
は、履修者の希望調査をした上で、どちらかに定める。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時にプリントで多くの参考文献を紹介する。各人の興味・関心に応じて複数
の文献に当たって欲しい。

教科書

適宜プリントで配付。

参考書

小松和彦・飯倉義之他編『日本怪異妖怪大事典』（東京堂出版）
小池正胤・志村有弘他編『日本伝奇伝説大事典』（角川書店）
西郷信綱・服部幸雄他編『日本〈架空伝承〉人名事典』（平凡社）
諏訪春雄・志村有弘編『日本説話伝説大事典』（勉誠出版）
志村有弘・松本寧至編『日本奇談逸話伝説大事典』（勉誠社）
稲田浩二篇『日本昔話通観・研究篇�・日本昔話と古典』（同朋舎）
高田衛・有働裕・佐伯孝弘編『西鶴と浮世草子研究�〈特集・怪異〉』（笠間書院）
その他、授業内に広くプリントで紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

質問に対しては個別に、若しくは氏名を隠して授業内で総評の形で回答する。
課題に関しては、難点のある場合や質問が記されている等、コメントが必要と思
われる場合に個別に返す。

成績評価の方法

平常点が50％、学期末の試験またはレポートが50％の割合で評価する。

その他

883_14A00401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＡ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

中島京子（1964−）は、日本近代文学の蓄積をふまえた創作活動を通
して、近代日本の歴史や文学の再解釈を提示している興味深い現代作
家のひとりである。本講義では、中島の小説を土台として、モチーフ
となっている先行作品や歴史的背景を学ぶとともに、現代文学が過去
の歴史に対峙する際に浮上する課題や問題点を検討する。作品が提示
している歴史的・思想的課題を把握した上で、積極的な読みの実践を
重ねることを目指す。

授業内容

第�回 概説・導入
第�回 「小さいおうち」を読む（�）本作の評価と課題の確認
第�回 「小さいおうち」を読む（�）東京の都市モダニズム
第�回 「小さいおうち」を読む（�）戦前の女性のライフコース
第�回 「小さいおうち」を読む（�）イノセンスとノスタルジー
第�回 「小さいおうち」を読む（�）映像化と主題の変化
第�回 「小さいおうち」を読む（�）総論
第	回 中間レビュー：補足・小レポート
第
回 「Futon」を読む（�） 田山花袋と日本近代文学
第10回 「Futon」を読む（�） 大日本帝国の敗戦とジェンダー
第11回 「Futon」を読む（�） 表象不可能性と記憶の継承
第12回 「Futon」を読む（�） 総論
第13回 期末レビュー：補足・小レポート
第14回 まとめ／総括
※履修人数や進捗状況によって内容を修正することがあります。

履修上の注意

履修者の理解度や関心の所在を確認しながら授業を進行するため、履
修者には毎時リアクションペーパーの提出を求めるほか、授業内での
レポート課題も設ける。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストは必ず事前に一読してから受講すること。講義内で言及した
固有名や歴史的事項について理解が不十分な箇所がある場合は文献な
どで調べておくこと。

教科書

中島京子「小さいおうち」（文春文庫）、同「Futon」（講談社文庫）。
その他はプリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業時に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内で指示するレポート課題50％、平常点50％で評価する。平常点
は毎回のリアクションペーパーを中心に、出席状況、授業への参加姿
勢に基づいて総合的に判断する。

その他

特になし。
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884_14A00402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＡ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

平安時代中期の作り物語『源氏物語』若紫巻をくずし字写本に親しみながら
読む。また、『伊勢物語』など、先行作品からの影響に留意しつつ、物語の内
容、表現を理解できるようになる。その際、現代の「若紫」解釈を視野に入
れるべく、適宜、宝塚版『源氏物語』のDVDなどを視聴し、当時の享受との
違いも確認する。

授業内容

若紫巻は、主人公である光源氏が瘧病の治療のため、北山を訪れ、偶然、恋
する藤壺とよく似た少女（後の紫の上）を垣間見し、手元に引き取る過程が
描かれる巻である。
この垣間見には、『伊勢物語』初段の影響が見られ、また巻全体に『伊勢物
語』に描かれる禁忌（タブー）の恋の要素がちりばめられている。
『源氏物語』のヒロイン・紫の上のありようを、源氏と藤壺の宿命の恋を視野
に入れつつ、考察していく。また、写本については、くずし字の成り立ちを
知り、その文字の一部を理解できるようにする。

（�）『源氏物語』概説（近年の写本「若紫」の発見について）
（�）『源氏物語』の作者と物語構成について
（�）ゆかり・形代の恋─藤壺の代替としての若紫
（�）光源氏、瘧病の治療のため、北山の聖を訪れ、意外にも女人たちを見る。
（�）源氏の従者、明石の入道父娘のことを語る。
（�）光源氏、若紫を垣間見し、心を奪われる。
（�〜	）光源氏、僧坊を訪れ、尼君に孫娘である若紫を所望するも断られ
る。
（
〜10）僧都らと別れ、尼君と和歌贈答。管弦の宴。
（11）光源氏帰京、正妻・葵の上との不和。
（12）源氏、北山へ消息。その後、藤壺との逢瀬。
（13）藤壺懐妊。光源氏への夢告。
（14）光源氏、尼君の死後、強引に若紫を引き取る。

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合、評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

次に読む範囲の物語本文を事前に読んでおく。

教科書

玉上琢弥訳注 『源氏物語─付現代語訳』 (第�巻) 角川ソフィア文庫 ‒ 約
907円

（注意）「ビギナーズ・クラシックス」と間違えないこと。

参考書

授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験（70%）、出席票へのコメントを含む平常点（30%）

その他

885_14A00404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＡ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本近代文学と聖書
日本近代文学には聖書のイメージが頻繁に登場している。日本の代表的な
作家で、聖書のイメージに言及しない人はいないといえるくらいである。
西洋文明に関心があれば、その根幹にある聖書の存在を無視できないから
なのである。本講義は、日本の代表的な文学作品にある聖書の表象を分析
し、日本の知識人に多大な影響を与えた聖書の精神を理解し、日本文学と
聖書との密接な関係を考える。

授業内容

� 授業の進行、ディスカッションの仕方、研究方法を学ぶ。代表的な作
家�名を取り上げる。
大岡昇平『野火』の講義とディスカッション

� 大岡昇平『野火』講義とディスカッション
� 武田泰淳『審判』講義とディスカッション
� 三浦綾子『塩狩峠』講義とディスカッション
� 三浦綾子『塩狩峠』講義とディスカッション
� 小川国夫『或る聖書』講義とディスカッション
� 小川国夫『或る聖書』講義とディスカッション
	 曽野綾子『奇蹟』講義とディスカッション

 曽野綾子『奇蹟』講義とディスカッション
10 長部日出雄『まだ見ぬ故郷』講義とディスカッション
11 長部日出雄『まだ見ぬ故郷』講義とディスカッション
12 長部日出雄『まだ見ぬ故郷』講義とディスカッション、総まとめとレ

ポートの書き方を学ぶ。
13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

文学作品に対する理解が十人十色なので、独自な考えを立証し、論理的に
説明するできるように発表し、ディスカッションに積極的に参加し、意見
交換を行うことを求める。発表者はかならずレジュメを用意する。また、
関係教科書と関係のある文献や先行研究を広く読むことを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感
じた部分を整理する。それらの部分について、ディスカッションする。
（�）事後学習として、授業で取り上げられた部分を再読し、同じ部分で
も繰り返し読むことにより、理解が深まり、あるいは多様化することに気
づく。
（�）�人の作家の作品を事前に精読することが要求される。

教科書

大岡昇平『野火』（新潮文庫、1954年）、武田泰淳『上海の蛍・審判』（小
学館、2016年）、三浦綾子『塩狩峠』（新潮文庫、1973年）、小川国夫『或
る聖書』（新潮文庫、1977年）、曽野綾子『奇蹟』（文春文庫、1977年）、長
部日出雄『まだ見ぬ故郷─高山右近の生涯』上、下（新潮文庫、2002年）

参考書

安森敏隆, 吉海直人, 杉野徹 編『キリスト教文学を学ぶ人のために』（世界
思想社、2002年）、長濵
拓磨『戦後文学と聖書』（かんよう出版、2022年）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（ディカッションでの発言）50パーセント、レポート50パーセント

その他

参加者にはレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参
加を求める。
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886_14A00405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＡ 八木下 孝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本語の文法研究に関わる論文・文献を読み、研究がどのように行わ
れてきたのかを概観する。特に、時間の局面を表現するアスペクトに
ついての研究に焦点をあてる。
授業の進め方としては、まず、アスペクトに関する基礎的な知識を確
認する。その後、日本語におけるアスペクト研究の代表的なものとし
て、発表年代順に、金田一春彦、奥田靖雄、工藤真由美の論文を講読
する。上記三者による研究成果を比較することで、アスペクト研究が
どのように深化してきたのかを読み取っていく。

授業内容

� ガイダンス
� アスペクトとは
� テンス・ヴォイスとの関係
� 金田一論文� 動詞の類型
� 金田一論文� 各類における動詞の違い
� 金田一論文� 小まとめ
� 奥田論文� 金田一の研究との差異
	 奥田論文� 奥田におけるアスペクトのとらえ方

 奥田論文� 小まとめ
10 工藤論文� テンス・アスペクト体系
11 工藤論文� テキストとアスペクト
12 工藤論文� 小まとめ
13 それぞれの論文の比較� アスペクトのとらえ方
14 それぞれの論文の比較� アスペクト研究の深化、総まとめ

履修上の注意

・私語厳禁。他の受講者の迷惑になる行為はしないこと。
・欠席、遅刻が多い場合には、評価の対象としない。
・毎授業、リアクションペーパーの提出を求める。オンライン上で記
入する方式をとるので、スマートフォン等のQRコードが読み取れる

デバイスを必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

論文、文献を読み進める内容の授業時には、事前に該当文献に目を通
しておくこと。

教科書

Oh-o!meijiのシステムを利用してプリント（PDF）を配布する予定。
授業時には各自プリントアウトして持参すること。

参考書

適宜、授業時に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点30%、学期末のレポートを70%として、総合的に判断する。

その他

887_14A00503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＢ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

（テーマ）幻想のモダニティ──谷崎から乱歩、尾崎翠へ

本授業では、まず、近代日本文学において特異な位置にある谷崎潤一郎の初期
作品を取り上げ、谷崎の小説の方法が備えている可能性について考察する。さ
らに、谷崎文学に内在する可能性がモダニズム文学において展開した状況を、
ジャンルとジェンダーの観点から考察する。具体的には、江戸川乱歩と尾崎翠
の作品を取り上げて、両者のジャンルの特異性について検証していく。

授業内容

�谷崎潤一郎「刺青」を読む(�)
�谷崎潤一郎「刺青」を読む(�)
�谷崎潤一郎「秘密」を読む(�)
�谷崎潤一郎「秘密」を読む(�)
�谷崎潤一郎「少年」を読む(�)
�谷崎潤一郎「少年」を読む(�)
�江戸川乱歩「D坂の殺人事件」を読む(�)
	江戸川乱歩「D坂の殺人事件」を読む(�)

江戸川乱歩「屋根裏の散歩者」を読む(�)
10江戸川乱歩「屋根裏の散歩者」を読む(�)
11尾崎翠「第七官界彷徨」を読む（�）
12尾崎翠「第七官界彷徨」を読む（�）
13尾崎翠「第七官界彷徨」を読む（�）
14 a：講義の振り返りとまとめ、b：試験

履修上の注意

（�）授業で取り上げる作品をあらかじめ読んでおくこと。また、授業で言及し
た様々な文献について、授業後に各自で読みこなしておくこと。また、授業を
手掛かりに現在注目を集めている文芸批評や批評理論について各自で勉強し、
人文系領域の今日的展開の傾向について把握しておくことが望ましい。
（�）授業では小説を読むための基本的な方法について解説するので、それを用
いて実際に作品分析ができるようになることを求める。リアクションペーパー
を兼ねた小テストで、随時、分析力の確認と評価を行い、評価点は受講者に告
知する。単なる感想レベルの説明のみでは評価の対象とはならなず、合格点に
達することが難しいので注意すること。
（�）近現代の小説を読むことを通して、「何が現代の問題となるのか」「今、何
を問題として考えることが有意義なのか」を問うていく。授業を通して、受講
者各自が自分自身の問題設定を立てられるようになることを求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、次回の授業範囲についてテキストを精読しておくこと。復習として、
授業の内容に基づいて発展的に読みを深めること。

教科書

『ちくま日本文学 尾崎翠』（ちくま文庫）など

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

小テストを行い、添削して返却する。

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパー含む）評価50パーセント、テスト50パーセント。

その他

授業時に、理解度の確認のために小テストを兼ねたリアクションペーパーの提
出を求めることがある。
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888_14A00502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＢ 伊 藤 　 剣
配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

古代神話・説話から中世文学への展開を中心に、そこに関わる異人・異界・
異国の記述をテーマに据えて講義します。
現代に生きる私たちは、宇宙や深海、あるいは死後といった未知の世界と、
そこに住まうモノに対して、しばしば想像力を逞しくしながら憧憬や恐怖の
感情を抱きます。それは日本の古代〜中世を生きた人々にとっても同じこと
であったと考えられます。
古代の文学には、一体どのような異界や異人（神）が記されているのでしょ
うか。またそれを後代の人々はどのように受け入れ、再解釈し、さらに新た
な異界や異人をテキスト上に生み出していったのかについて考察します。
加えて、そのような世界や他者に対する認識が、日本の歴史的・文化的な流
れの末端に位置する私たちに対して、一体どのような影響を及ぼしているの
かを考えながら授業に臨んでほしいと思います。

授業内容

�、イントロダクション・履修上の注意（ガイド講座・日本文化・文学に現
れた異界）
�、日本神話とは何か（古代のテキストに関する概要）
�、神話の異世界�（日本神話の世界創造・日本神話の天界）
�、神話の異世界�（日本神話の地下世界・理想郷）
�、神話の異世界�（神話の海の世界・山の異界姓）
�、東国という異界・古代文学の「異族」たち
�、異界としての「夢」
	、前期物語文学の異界、平安期の怪異譚

、地獄と楽土�（須弥山という世界・『日本霊異記』、『往生要集』の地獄）
10、地獄と楽土�（「オニ」という存在、冥府訪問譚の中世文学への展開）
11、中世における神の変貌（中世神話とはなにか、中世における神の変奏）
12、中世文学に描かれた幻想の世界と異人たち
13、異郷・他国の物語�（「日本」とはどこまでか？中世日本の世界認識）
14、異国・他国の物語�（中世日本文学に現れた「他国」〔蝦夷と琉球〕）

履修上の注意

授業中の私語は慎むこと。また遅刻・欠席が過多な場合、評価の対象としま
せん。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業で講義対象テキスト、あるいはレジュメを配布いたします。最終レ
ポートは、授業を受講することで生まれた自分なりの「問い」を調査・研究
することが求められます。配布された資料を復習するほか、授業で示された
参考文献等を積極的に読み進めるなどして、レポートの執筆につなげてくだ
さい。

教科書

授業で取り扱うテキストのジャンル、時代が多岐に亘りますので、適宜プリ
ントを配布いたします。

参考書

授業中に適宜指示いたします。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）、中間レポート（20％）、期末レポート（40％）

その他

889_14A00501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＢ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「日本古典文学と仏教」
（授業の概要）
日本の古典文学は仏教（神祇信仰を含む）と切り離すことができない。本講義

では、日本古典文学と仏教との接点に注目して、前近代の文学の特質を考究する。
主に、中世（摂関時代・院政時代・鎌倉時代・室町時代）を扱う。
（到達目標）
日本の古典文学が持つ特質について理解する。
日本の宗教史について、知識を得る。

授業内容

文学は「目に見えない世界」を「ことば」で表現する芸術と言える。「目に見
えない世界」とは、具体的に言えば、人の「こころ」、神や仏（またはモノノケや
鬼・魔）の世界、あるいは死者の領域である。近現代文学では人の「こころ」（内
面・心理）が重視されるようになったが、前近代の文学を読解するためには、宗
教とそれが生み出す諸文化に対する理解が不可欠である。本講義では、仏教とそ
れに関係する諸文化に注目しながら、文学と宗教の領域の重なりを見ていく。宗
教との接触により文学が獲得してきた豊かな世界を探究したい。
�．日本古典文学世界への案内
�．日本仏教史を理解するために
�．万葉集の仏教
�．古今和歌集の仏教
�．日本霊異記
�．仏教の物語
�．宗教の歴史語り
	．歌論を支える仏教

．慈円の世界
10．明恵の世界
11．講経と文学
12．聖の活動
13．法語の世界
13．夢幻説話と能
14．総括、まとめ

履修上の注意

古典文法や現代語訳を行うわけではない。古典文学への興味・関心を持って授
業に臨むことが必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り上げる作品・事柄についてあらかじめ概要を調べておく。

教科書

特定のテキストは使用しない。プリント資料を配付する。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（35％）、試験もしくはレポート（65％）

その他
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890_14A00504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅠＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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891_14A01101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅠＡ 梅 山 聡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

泉鏡花の代表的な短篇作品を読む。
かつて三島由紀夫は「ひょっとすると、鏡花は、明治以後の日本文学の
唯一人の天才かもしれない」と述べた。泉鏡花の文学は、明治・大正・
昭和の日本文学全体の中でも、相当に特異でユニークな性格のものであ
る。しかし、そのような鏡花の文学を知ることで、日本近代文学の意外
な幅広さや奥深さを知ることができるかもしれない。また、古めかしい
文体の裏に、現代にも通じる新しさを発見できるかもしれない。
到達目標は、明治大正期の小説作品に親しむこと、文章・構成・発想の
どれをとっても難解で読みづらい鏡花の小説を読みこなせるようになる
こと、そして鏡花の文学の基本的な特徴を理解し説明できるようになる
ことである。

授業内容

第�回 泉鏡花概説／鏡花の怪異観について
第�回 「天守物語」鑑賞（�）
第�回 「天守物語」鑑賞（�）
第�回 「高野聖」概観
第�回 「化鳥」（�）
第�回 「化鳥」（�）
第�回 「三尺角」「木精」（�）
第	回 「三尺角」「木精」（�）
第
回 「朱日記」（�）
第10回 「朱日記」（�）
第11回 「革鞄の怪」（�）
第12回 「革鞄の怪」（�）
第13回 「茸の舞姫」（�）
第14回 「茸の舞姫」（�）／まとめ・総括
※授業の進捗状況によって各回の内容を調整することがある。

履修上の注意

特になし。

準備学習（予習・復習等）の内容

第�回以降の各回で取り上げる作品（教科書に収録）は、必ず事前に読
み込み、疑問や問題点をまとめた上で出席すること（1.5〜�時間）。
また、講義の内容を適宜復習し、期末レポートにその成果を生かすこ
と。

教科書

『化鳥・三尺角 他六篇』泉鏡花作（岩波文庫）2013年

参考書

指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

授業内課題へのフィードバックを適宜行う。

成績評価の方法

平常点65％、期末レポート35％で評価する。平常点は、授業時のコメン
ト提出や参加姿勢などによって総合的に判断する。

その他

892_14A01102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅠＡ 石 澤 一 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉 中世和歌概説『新古今和歌集』までを中心に
中世の文学、特に和歌を中心とした韻文史を概観する。そこで成立した「勅撰和歌
集』と、
その作品を中心に講読する。
また後鳥羽院と『新古今和歌集』の成立を一つの軸にて、『新古今和歌集』の和歌を
読む。
そして、「承久の乱」とその後に成立した『新勅撰和歌集』と、それをめぐる歌壇の
動き、
それに伴って成立した『時代不同歌合』と『百人秀歌』、『百人一集』の成立と和歌
について、
考えてみたい。
〈到達目標〉
中世文学の始発と、中世和歌史の展開、その時代背景を合わせて理解する。
鎌倉時代の始まりと後鳥羽院、そしてその和歌をとりまく動きを理解する。

授業内容

第�回 「中世」概説 日本文学史における「中世」の範囲
第�回 院政の始まりと文学 『後拾遺和歌集』と白河院、その時代の文学
第�回 院政の展開 『金葉和歌集』と白河院・堀河院、その時代の文学
第�回 院政の深化 『詞花和歌集』と崇徳院、鳥羽院の時代と文学
第�回 乱世の勃発 『保元物語』と『平治物語』と『続詞花和歌集』
第�回 養和・寿永の大乱 『梁塵秘抄』と後白河院
第�回 大乱の終息 『千載和歌集』と『平家物語』
第	回 後鳥羽院時代前史① 俊恵・歌林苑に集う人々
第
回 後鳥羽院時代前史② 「西行」という存在
第10回 後鳥羽院時代前史③ 九条家歌壇と、六条藤家・御子左家
第11回 後鳥羽院時代の到来 『新古今和歌集』に向かって
第12回 後鳥羽院と『新古今和歌集』 その成立過程
第13回 承久の乱と後鳥羽院 ─定家・家隆・源実朝
第14回 承久の乱後の歌壇 『新勅撰和歌集』の成立をめぐって

＊以上は予定であり、状況に応じ、途中で変更することがある。

履修上の注意

毎回講義に関する課題の提出を求めます。
その提出をもって、出席を認定します。ご諒承ください。

準備学習（予習・復習等）の内容

高校までに用いた歴史の教科書（日本史）を、読み返すこと。
高校までに用いた文学史・文化史関係の本（国語便覧など）を、読み返すこと。
上記を持たない場合、類書を用意し、適宜利用すること。

講義中に紹介する、参考文献を図書館で閲読すること。
それらを必要に応じて入手し、翻読すること。

教科書

特には用いない。適宜、資料を配付する。

参考書

風巻景次郎『中世の文学伝統』（岩波文庫）
樋口芳麻呂『王朝秀歌選』（岩波文庫）
小林大輔『新古今和歌集』（ビギナーズクラシックス・角川ソフィア文庫）
その他、関連書籍については講義内で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（受講態度）30％ 試験（学期末）70％

その他

漫然と話しを聞くのではなく、
手を動かしながら話しを聴くこと。
講義への積極的な参加を期待する。
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893_14A01103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅠＡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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894_14A01201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅠＢ 西野入 篤 男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

テーマ：『源氏物語』と中国の文学──〈交差性〉に目を向ける
日本と中国の「文化接触」の諸相を、『源氏物語』と『白氏文集』の関係を中
心に考えていく。『源氏物語』というテクストには、『史記』『漢書』『後漢書』
や『白氏文集』といった漢籍が、その表現や構造、また間テクスト的な意味
の生成に深く関わってくる。従来は〈和／漢〉の二項対立的な構図で分析さ
れてきたが、この授業では〈翻訳〉・〈翻案〉といった観点から、『源氏物語』
と漢籍の関係を捉え直してみようと思う。特に〈和〉でも〈漢〉でもない境
界的な領域において、複数の要素（記号、言語、ジャンル、文化社会的文脈）
が〈交差〉する場に注目し、その複雑さを安易に単純化するのではなく、複
雑なままで理解して説明できる視座・方法の習得を目指していきたい。

授業内容

第01回 授業の概要説明：リベラル・アーツとしての古典研究の可能性
第02回 現代社会の課題／漢詩の流れ（�）：四つのポスト状況／『詩経』と

『楚辞』
第03回 漢詩の流れ（�）：漢代の詩から七言詩の興隆まで
第04回 漢詩の流れ（�）：唐代の詩文
第05回 白居易『白氏文集』と日本の文学：白居易文学の特徴と平安朝にお

ける受容
第06回 『源氏物語』と漢籍：古注釈の指摘をどう考えるか
第07回 『源氏物語』桐壺巻と漢籍：『白氏文集』長恨歌、長恨歌伝、李夫人
第08回 『源氏物語』桐壺巻と漢籍：『史記』呂后本紀と桐壺後宮
第09回 『源氏物語』須磨巻と白居易の草堂生活
第10回 『源氏物語』須磨巻における音楽：儒家と道家の音楽思想
第11回 『白氏文集』新楽府「傳戎人」と玉鬘物語（�）：地理的流離を中心

として
第12回 『白氏文集』新楽府「傳戎人」と玉鬘物語（�）：精神的流離を中心

として
第13回 『源氏物語』と近現代中国：日本古典の外国語訳について
第14回 総括

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合は評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

Webを用いて事前学習課題を配付する。
授業後は内容の要約及びコメントをWebで提出する。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパ、出席率、受講態度など）50％、期末レポート
50％で評価する。

その他

895_14A01202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅠＢ 鈴 木 貴 宇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本科目は、日本近現代文学に描かれた「恋愛と結婚」をテーマに、明治中期から昭和戦前期（1880年
代から1930年代）の約半世紀における日本社会の変遷と、そこを生きた人々の感受性や価値観を考え
ていきます。21世紀に生きる私たちは、しばしば「恋愛と結婚」をセットに考えてしまいますが、こ
の感覚自体が近代以降に構築されたものであり、またその実現の大衆化は高度経済成長以後のことで
す。この二つは「性愛」という私的領域の極北にある営みを共有します。前者は私的な充実を象徴
し、後者は本来はプライベートな営みを社会化するために要求されると考えることができます。「個」
と「公」の間におけるバランスについて悩むことは、近代社会に生きる人々にとって避けられない問
題となりますが、それでは「個」の確立に対して直面してきた日本近代文学の作家たちは、「恋愛と
結婚」の二つをどのように描いてきたのでしょうか。本科目を受講することによって、日本近現代史
に対して自主的な関心を持つことができるようになるだけではなく、近現代文学に描かれている感受
性を、現代に生きる人々の悩みと共鳴させるだけの理解や解釈を持てるようになることを目標としま
す。それは「日本近代」という限定された国家と時代の文学作品だけではなく、「資本主義」社会に
おける文学の在り方という普遍的な関心に結びつくことになると考えています。

授業内容

第�回 �/14 全体説明：なぜ「恋愛と結婚」を文学から考えるのか
第�回 �/21 ［明治①：講義］社会世相：煩悶する青年、誘惑する女学生の登場
第�回 �/28 ［明治②：講義］文学状況：明治文学における「恋愛と結婚」
第�回 �/12 ［明治③：学生発表］二葉亭四迷『浮雲』（1888）
第�回 �/19 ［明治④：学生発表］小杉天外『魔風恋風』（1903）
第�回 �/26 ［大正①：講義］社会世相：「楽しきわが家」への憧れ
第�回 �/� ［大正②：講義］文学状況：大正文学における「恋愛と結婚」
第	回 �/
 ［大正③：学生発表］岸田国士『紙風船』（1925）
第
回 �/16 ［大正④：学生発表］谷崎潤一郎『痴人の愛』（1924）
第10回 �/23 [昭和①：講義]社会世相：愛する対象は国か君か
第11回 �/30 [昭和②：講義]文学状況：昭和文学における「恋愛と結婚」
第12回 �/� ［昭和③：学生発表］宇野千代『色ざんげ』（1933）
第13回 �/14 ［昭和④：学生発表］横光利一『上海』（1931）
第14回 �/21 全体討議：2020年代の「恋愛と結婚」

履修上の注意

本科目は必ずしも日本近代文学の専門でない学生でも受講できるように設計してありますが、最低限
の日本近現代史に関する知識を要求します。受講時点で十分でなくとも、勉強したいという意欲があ
れば問題はありません。また、教員による講義の回でも問いかけを投げますので、積極的に意見を言
いたいと思う学生さんへの受講を勧めます。またグループ発表も単位取得には必須となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

［予習］自分が担当している文学作品を読んでおくことは当然ですが、それ以外の作品も読んでおく
ことが望ましいです。
［復習］日本近現代史、特に明治から昭和戦前期に関する重要事項と年表は確認しておきましょう。
社会世相と文学史の関係を少し意識してもらえると受講が楽しくなります。

教科書

教科書はありませんが、講義で読む文学作品は次の通りです。各自、購入ないし図書館で確認してお
いてください。

二葉亭四迷『浮雲』（1888）https://www.shinchosha .co . jp/book/101403/新潮文庫版、https://
www.iwanami.co.jp/book/b249291.html岩波文庫版 ＊どちらでも構いません。
小杉天外『魔風恋風』（1903）https://www.iwanami.co.jp/book/b248845.html岩波文庫
岸田国士『紙風船』（1925）https://www.aozora.gr.jp/cards/001154/files/52082_45850.html 青空文
庫
谷崎潤一郎『痴人の愛』（1924）https://www.shinchosha.co.jp/book/100501/新潮文庫
宇野千代『色ざんげ』（1933）https://www.iwanami.co.jp/book/b432941.html岩波文庫
横光利一『上海』（1931）https://www.iwanami.co.jp/book/b249305.html 岩波文庫版、https://
bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000167548講談社文芸文庫版 ＊品切れかもしれませんが、
アマゾンにて購入できます。

参考書

【受講にあたり確認しておくと役に立つ参考書】
朝日新聞社編『朝日新聞の記事に見る恋愛と結婚 明治・大正』（朝日文庫、1997年）https://
publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=3495 ＊品切れですが、これはとても面白い本です。「昭
和」編もあります。
十川信介『近代日本文学案内』（岩波文庫別冊19、2008） https://www. iwanam i .co . jp/book/
b248756.html
＊日本近代文学を勉強したいと思っている学生さんにはとてもおすすめです。文学史の知識を得られ
るだけでなく、文学をどう読むことができるのかを教えてもらえる一冊です。

【どんなことを研究している教員なのか知りたい場合の参考書】
鈴木貴宇『〈サラリーマン〉の文化史』（青弓社、2022年）https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/
9784787235091/

課題に対するフィードバックの方法

学期末レポートにコメントを付けて返却のほか、発表に際して準備や進め方を各自とメールにてやり
とりをしていきます。また毎回、前回の講義に関するコメントレスポンスを行います。

成績評価の方法

通常出席に加え、受講姿勢（質問や意見交換などの様子）を加味した総合評価が30％、レポートが
40％、教場発表が30％となります。どれが欠けても単位の取得はできません。

その他
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896_14A01203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅠＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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897_14A01504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＡ 生 方 智 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

（テーマ）小説のモダニティ──リアリズム、想像力、ジェンダー

日本文学における近代小説というジャンルを取り上げる。小説というジャンルが
近代日本においてリアリズムの元に整備され、リアリティの発展によって現代文
学が展開していった状況を検証する。具体的には、田山花袋や村上春樹、さらに
高山羽根子の小説を取り上げ、小説の方法が歴史性やジェンダーに密接に関連し
ていることを振り返る。

授業内容

�近代小説におけるリアリズム──田山花袋『蒲団』語り手の設定と語りの方法
�近代小説におけるリアリズム──田山花袋『蒲団』彼女の謎
�近代小説におけるリアリズム──田山花袋『蒲団』欲望の謎
�近代小説におけるリアリズム──森鷗外『百物語』水辺をめぐる想像力
�近代小説におけるリアリズム──森鷗外『百物語』科学と幽霊
�現代小説におけるリアリズムと幻想──村上春樹『鏡』自己の謎
�現代小説におけるリアリズムと幻想──『蛍』彼の謎
	現代小説におけるリアリズムと幻想──『蛍』彼女の謎

現代小説におけるリアリズムと幻想──『蛍』「彼」と「僕」の物語
10現代小説におけるリアリズムと幻想──『蛍』「彼女」と「僕」の物語
11現代小説におけるリアリズムと幻想──『蛍』象徴の意味するもの
12彼女たちの物語における想像力──現代女性作家の想像力
13彼女たちの物語における想像力──現代女性作家の想像力
14 a：講義のまとめ・b：試験

履修上の注意

（�）授業で取り上げる作品をあらかじめ読んでおくこと。また、授業で言及した
様々な文献について、授業後に各自で読みこなしておくこと。また、授業を手掛
かりに現在注目を集めている文芸批評や批評理論について各自で勉強し、人文系
領域の今日的展開の傾向について把握しておくことが望ましい。
（�）授業では小説を読むための基本的な方法について解説するので、それを用い
て実際に作品分析ができるようになることを求める。リアクションペーパーを兼
ねた小テストで、随時、分析力の確認と評価を行い、評価点は受講者に告知する。
単なる感想レベルの説明のみでは評価の対象とはならなず、合格点に達すること
が難しいので注意すること。
（�）近現代の小説を読むことを通して、「何が現代の問題となるのか」「今、何を
問題として考えることが有意義なのか」を問うていく。授業を通して、受講者各
自が自分自身の問題設定を立てられるようになることを求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、次回の授業範囲についてテキストを精読しておくこと。復習として、授
業の内容に基づいて発展的に読みを深めること。

教科書

村上春樹『螢・納屋を焼く・その他の短編』（新潮文庫）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

小テストを添削して返却する。

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパー含む）評価50パーセント、テスト50パーセント

その他

授業時に、理解度の確認のために小テストを兼ねたリアクションペーパーの提出
を求めることがある。

898_14A01501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＡ 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「アナキズムとプロレタリア文学」
1920年代から30年代にかけての時代、第二次世界大戦が始まるまでには、大

衆文化としてのモダニズムが促進されアヴァンギャルド芸術運動やプロレタリ
ア文化運動など、新たな試みが文化や芸術の領域で展開した。「文藝春秋」「赤
と黒」「マヴォ」「文藝戦線」「文藝時代」「戦旗」など多くの雑誌が創刊され、
世界の動きに連動した文化や思想が現出したが、この授業では、とりわけ関東
大震災のあたりから1930年代半ばにかけての文学と思想の結びつきについて考
察する。
日本近代文学におけるアナキズム思想とプロレタリア文学についての理解を
深める。作品にあらわれた歴史的社会的背景をふまえ、文学表現に内在する問
題を理解する。批判的読解力を身につけ、多様な観点からものごとを捉える能
力を養う。

授業内容

第�回 1910年、大逆事件に対する文学者の反応
第�回 「近代思想」
第�回 大杉栄�
第�回 大杉栄�
第�回 「赤と黒」�
第�回 「赤と黒」�
第�回 有島武郎「宣言一つ」
第	回 「驢馬」の人たち� 芥川龍之介、室生犀星、萩原朔太郎
第
回 「驢馬」の人たち� 中野重治、堀辰雄、佐多稲子
第10回 「種蒔く人」から「文藝戦線」へ�
第11回 「種蒔く人」から「文藝戦線」へ�
第12回 プロレタリア文学と「戦旗」�
第13回 プロレタリア文学と「戦旗」�
第14回 武田麟太郎『蔓延する東京 都市底辺作品集』に見る1930年代の東京
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習として、時代背景や文学史的な背景を把握し、あらかじめ指定する作
品は読んできてほしい。また、事後学習として、授業で取り上げた作品を再読
し、紹介した文献を調査すること。

教科書

使用しない。

参考書

高見順『昭和文学盛衰史』（文春文庫）、『大杉栄全集』（ぱる出版）、『秋山清全
集』（ぱる出版）、竹内栄美子編・和田博文監修『コレクション都市モダニズム
詩誌� アナーキズム』（ゆまに書房）、金井景子ほか編『浅草文芸ハンドブッ
ク』（勉誠出版）、武田麟太郎『蔓延する東京 都市底辺作品集』（共和国）、萩
原恭次郎『断片1926−1932』（共和国）ほか。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート70％および平常点30％で評価する。

その他
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899_14A01503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＡ 牧 野 淳 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

〔概要〕
平家物語を中心に、日本中世文学について講義する。平家物語は治承・寿永の内
乱（源平合戦）を描いた軍記物語であるが、平安王朝の物語伝統を継承した部分
や、巷間に流布した説話伝承を取り入れた部分も合わせ持つ。歴史的出来事を
扱った物語であるので、文書や古記録など歴史資料を取り込んだ箇所もある。ま
た、無常観など仏教思想の影響も見逃せない。このような多様な側面を持つ平家
物語を中心に、それと関係する文学・文化を取り上げて、日本の中世文学の特質
を探究する。
〔到達目標〕
・平家物語と日本の中世文学について理解を深める。
・平家物語を生み出した時代とその資料について知る。
・平家物語を生み出した時代の文化の特質について知る。

授業内容

最初に、平家物語について、その成立した時代や諸本のことなど、基礎的なこ
とを説明する。
続いて平家物語のいくつかの場面を取り上げて、その多様な側面を探究してい

く。
第�回：講義の概要
第�回：平家物語の成立（�） 作者について
第�回：平家物語の成立（�） 成立時代について
第�回：平家物語の成立（�） 諸本について
第�回：平家物語の平清盛
第�回：平家物語の源頼朝
第�回：平家物語の後白河法皇
第	回：平家物語が語る歴史
第
回：平家物語が語る武士
第10回：平家物語とその時代の文化
第11回：平家物語とその時代の仏教
第12回：平家物語における王権
第13回：平家物語における死者
第14回：総括、まとめ

履修上の注意

日本の古典文学と歴史、文化に興味を持ち、講義内容に関連することを積極的に
調査してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

取り上げる場面と関連資料に目を通しておく。

教科書

特定のテキストは使用せず、プリント資料を配付する。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（30％）、期末試験もしくはレポート（70％）

その他

900_14A01502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＡ 山 崎 健 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

萬葉歌における中国文学の受容と変容

よく知られているように、上代（奈良時代以前）の日本文学作品は漢字のみで記
載されている。それらは単に文字を中国から借りて用いたもののみならず、中国の
詩文を享受した人々によって制作されたものを含んでいる。本講義では、『萬葉集』
の歌をとりあげ、個々の歌に中国文学がどのように関わっているかを明らかにする
ことを試みる。受容の実態には相当な幅があり、中国の典籍から思想面も含めて忠
実に学ぶ姿勢で制作された作品もあれば、素材に興味を抱いて中国詩文の表現の一
部を取り込んだ作品、主題は共通させつつ設定を大きく変容させた作品もみられる。
本講義では、上代日本文学における中国文学受容の研究史を押さえつつ、具体的
に語彙レベルの受容と特定の作家レベルでの受容の問題を検討していく。

この授業では、研究の基礎となる文献学を理解し、先行研究の取り扱い方、こと
ばに即してテキストを読解する方法、具体的な調査分析の仕方を身につけることを
到達目標とする。

授業内容

第�回a 本授業の目標と進め方について
第�回 研究史の概観
第�回 六朝思想と萬葉歌
第�回 『文選』の受容
第�回 類書の受容
第�回 萬葉歌における「雲」の表現類型
第�回 萬葉歌の類型から逸脱した表現
第	回 漢詩文における「雲」の表現
第
回 「雲」の表現の日中比較
第10回 大伴家持の依興歌について（�）
第11回 大伴家持の依興歌について（�）
第12回 大伴家持の述懐について（�）
第13回 大伴家持の述懐について（�）
第14回 まとめ

履修上の注意

大学院の「日本古代文学特論 I B」と合同の授業である。
第�回〜第�回は山崎による講義。
第�回以降、院生が各テーマについての調査結果を授業の中で報告していく。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
（学部生）同じテーマを扱う後の回の授業の前には、必ず前の回の授業内容を振り
返っておくこと。
（院生）�回連続して同じテーマを扱う第�回以降は、そのテーマについての調査を
行い、報告に向けての準備をすること。
【復習】
授業後にOh-o! Meijiのクラスウェブを利用して考えたことを書くことによって、

次の回の予習につなげていく。

教科書

佐竹昭広・木下正俊・小島憲之共著『補訂版 萬葉集本文篇』（塙書房）
坂本信幸・毛利正守編『万葉事始』（和泉書院）
また、プリントによる補助資料を随時配布する。

参考書

小島憲之『上代日本文学と中国文学』上・中・下・補篇（塙書房）
芳賀紀雄『萬葉集における中国文学の受容』（塙書房）
その他、授業の中で随時紹介する予定。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート（50％）、授業中の発言内容（25％）、授業後のリアクション（25％）に
より評価。

その他
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901_14A01604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＢ 郭 南 燕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

キリシタン文学と細川ガラシャ
16世紀のキリシタンである細川ガラシャは、和訳ローマ字の『コンテムツ
ス・ムンヂ』（世間を厭ひ捨てること）を愛読した。これの原本はラテン語の
『イミタチオ・クリスティ』（1420年頃）であり、キリスト教社会においては、
聖書に次いで広く読まれていたものであった。ガラシャはそれを読み、それ
を国字で書き写したりしていた。本講義では、国字本『こんてむつすむん地』
を読み、その内容と言語表現を理解し、国字本の成立に与えたと思われるガ
ラシアの影響、彼女の霊名「ガラシャ」の出自を考える。

授業内容

� 授業の進行、ディカッションの仕方、研究方法を学び、キリシタン文学
の概況と細川ガラシャの人生を知る。『こんてむつすむん地』巻第一、�
〜�を読む。

� 『こんてむつすむん地』巻第一、�〜10を読み、ディスカッション
� 『こんてむつすむん地』巻第一、11〜16を読み、ディスカッション
� 『こんてむつすむん地』巻第一、17〜23を読み、ディスカッション
� 『こんてむつすむん地』巻第二、�〜�を読み、ディスカッション
� 『こんてむつすむん地』巻第二、�〜10を読み、ディスカッション
� 『こんてむつすむん地』巻第三、�〜�を読み、ディスカッション
	 『こんてむつすむん地』巻第三、�〜11を読み、ディスカッション

 『こんてむつすむん地』巻第三、12〜16を読み、ディスカッション
10 『こんてむつすむん地』巻第三、17〜25を読み、ディスカッション
11 『こんてむつすむん地』巻第三、26〜31を読み、ディスカッション
12 『こんてむつすむん地』巻第四、�〜�を読み、ディスカッション、
総まとめとレポートの書き方を学ぶ。

13 レポートを提出し、レポート内容について�人10分ずつ、口頭発表
14 レポート返却と個別指導

履修上の注意

キリシタン文学の言語表現と東西文化の含意を理解し、独自な考えを立証し、
説明するできるようにディスカッションに積極的に参加することを求める。
教科書、参考書、関係文献や先行研究を広く読むことを奨める。

準備学習（予習・復習等）の内容

（�）事前学習として、テキストを精読し、興味を覚えた部分や疑問を感じた
部分を整理する。それらの部分について調べ、クラスでのディスカッション
に備える。
（�）事後学習として、授業で取り上げられた部分を再読し、同じ部分でも繰
り返し読むことにより、理解が深まる。
（�）『こんてむつすむん地』を通して、キリシタン文学に親しみ、そこから
多大な養分を吸収してきた日本文学を新たに認識する。

教科書

新村出、柊源一 校注『吉利支丹文学集�』（東洋文庫、1993年）

参考書

海老沢有道『キリシタン南蛮文学入門』（教文館、1991年）、井上、呉座、ク
レインス、郭『明智光秀と細川ガラシャ』（筑摩書房、2020年）、先行研究論
文は授業時に指示。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（ディカッションでの発言）50パーセント、レポート50パーセント

その他

参加者にはレポート提出を課す。また、ディスカッションへの積極的な参加
を求める。

902_14A01602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＢ 杉 田 昌 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「物のあはれを知る説」を中核とした宣長の文学論について，その歴史的意義の再
評価を試み，さらにそのことを通じて，和歌や物語といった文芸を理論的に分析・
批評することの意味合いを考察することにしたい。

授業内容

近世期における人情論や＜まこと＞論などの文芸思潮の流行の中で，宣長がどの
ように自説を構築したかということを考証し，その結果産み出された「物のあはれ
を知る」説の特質と文学史的意義を究明するとともに，キーワードや文学理論を導
入することが文学作品の理解にどのような可能性と限界をもたらすのかということ
を考える。
（�）授業内容の概説
（�）本居宣長について〈�〉
（�）本居宣長について〈�〉
（�）近世における性情論と＜まこと＞論
（�）勧善懲悪と人情主義
（�）『あしわけをぶね』の実情論と人情論〈�〉
（�）『あしわけをぶね』の実情論と人情論〈�〉
（	）「物のあはれを知る」説の基本構造
（
）「物のあはれを知る」説と和歌
（10）寓言論的物語観と宣長
（11）「蛍巻の物語論」の解釈
（12）物語論としての「物のあはれを知る」説〈�〉
（13）物語論としての「物のあはれを知る」説〈�〉
（14）「物のあはれを知る」説の意義

※※授業内容については、履修者の反応や授業状況によっては、適宜変更しながら
進めていく可能性がある。
※なお、このシラバスは、対面授業のみを想定して記述したものである。オンライ
ン授業になった場合は異なる授業内容・方法となることが予想される。シラバス補
足に授業内容を記載していく予定なので、そちらを参照してほしい。

履修上の注意

※日本文学を学ぶことに高い意欲を持つ学生の履修が望ましい。授業中の私語は厳
禁とし，受講態度が場にふさわしくない学生には，退席を求めることがある。

※とりわけ、現在聴神経を患い騒々しい場所にいることが困難であるため、教員の
入室後から授業を終了して退室するまでの間一切の私語・雑談を厳禁としたい。そ
れを厳守できる学生のみの履修を希望する。

※今のところ（23年�月時点）対面授業を想定したシラバスをUPしておくが、コロ
ナの感染状況等によっては、各学期の授業全体もしくはその一部の形態をオンライ
ン授業に切り替えて行う可能性があることを承知しておいてほしい（22年度は在宅
就労特別配慮者）。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回に使用するプリント等を熟読してくること。

教科書

プリントを配布

参考書

授業時に適宜指示

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験およびレポートの成績に加え，受講シートなどを参照しつつ，授業へ
の出席率・授業理解度，平常の受講態度などを総合的に評価する。試験・レポート
65%，平常点（出席率ならびに受講態度を含む）35％

その他

なし
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903_14A01603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＢ 田 口 麻 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文学作品に出てくる「詩人」像に注目し、各作品において「詩」や「詩
人」がどのような役割を負っているかを具体的に考察する。ジャンルと
しての詩のみならず、日本近現代文学における概念としての「詩」や
「詩人」の位相について学ぶことによって、各作品を新たな文脈で把握
し直すことを目標とする。またその作業を通じて、日本の詩をめぐる現
代的な課題を理解し考察することを目指す。

授業内容

第�回 概説・導入
第�回 中島敦「山月記」における詩人像（�）本作の評価と課題の確

認
第�回 中島敦「山月記」における詩人像（�）自然主義と「内面」を

めぐって
第�回 中島敦「山月記」における詩人像（�）作品史との接続
第�回 三島由紀夫「卒塔婆小町」における詩人像（�）本作の評価と

課題の確認
第�回 三島由紀夫「卒塔婆小町」における詩人像（�）「近代能楽集」

と詩劇
第�回 三島由紀夫「卒塔婆小町」における詩人像（�）詩史との接続
第	回 中間レビュー
第
回 芥川龍之介における「詩」の位置（�）「詩集」の構造
第10回 芥川龍之介における「詩」の位置（�）「末期の眼」をめぐっ

て
第11回 現代における「詩」の位置（�）荒川洋治
第12回 現代における「詩」の位置（�）藤井貞和
第13回 期末レビュー
第14回 まとめ／総括
※履修人数や進捗状況によって内容を修正する場合があります。

履修上の注意

履修者の理解度や関心の所在を確認し反映しながら授業を進行するた
め、履修者には随時リアクションペーパーの提出を求めるほか、授業内
での発言やグループワーク、レポート課題を設ける場合がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義内で指示のあったテキストは必ず事前に一読してから受講するこ
と。講義内で言及した固有名や歴史的事項について、理解が不十分な箇
所がある場合は文献などで調べておくこと。

教科書

中島敦『山月記』（岩波文庫、新潮文庫、角川文庫ほか）、三島由紀夫
『近代能楽集』（新潮文庫）。その他はプリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業内で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内で指示するレポート課題50％、平常点50％で評価する。平常点は
リアクションペーパー、授業内でのディスカッションなどを中心に、出
席状況と授業への参加姿勢に基づいて総合的に判断する。

その他

特になし。

904_14A01601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講義ⅡＢ 湯 淺 幸 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

平安時代中期の作品である『源氏物語』と平安時代後期の作品である『狭衣物語』
を比較しながら講義する。

『源氏物語』以降の物語作品は、その多くが『源氏物語』を模倣し、その亜流と見ら
れていた時期もあったが、現在では、
『源氏』に依拠しつつも、作品独自のスタイルを確立している点、評価されている。

『狭衣物語』は、二世源氏である「狭衣中将」を主人公とする恋物語であるが、従妹
でありながら母の養女として育てられる
「源氏の宮」に恋し、この恋を自ら「禁断の恋」と位置付ける。このヒロイン「源氏
の宮」は、『源氏物語』における藤壺（禁断の恋）や
玉鬘（養女）、朝顔の斎院（プラトニック）の特質を持ちつつ、主人公と最後まで結
ばれない。

しかし、その報われない思いの代替として、狭衣は「女二宮」「飛鳥井女君」「宮の
姫君」といった、同じく『源氏物語』の登場人物
を思わせる女君との恋に溺れていく。

このような主人公のあり方は、いわゆる『源氏物語』の薫（光源氏の子、二世源氏）
の人物造型に近く、「うまくいかない恋」
にひたすら悩むところが特徴である。

『源氏物語』愛読者が作者となっていると思われる『狭衣物語』は、いわゆる『源
氏』の二次創作的な作品ともいえるが、その魅力を
改めて確認する。また、適宜、物語の理解を促すべく、現代の翻案作品（宝塚版
『源氏物語』など）も参照する。

授業内容

（�）源氏物語、狭衣物語概説�
（�）源氏物語、狭衣物語概説�
（�〜�）冒頭部の比較─初恋の力
（�）時代性の問題─養女の物語として
（�〜�）本文の多様性─天稚御子降臨事件
（	〜
）形代・ゆかりの変化─視覚から触覚へ
（10〜11）密通の意味─王権侵犯から心の分断へ
（12〜13）栄華こそ苦しみ─主人公の即位
（14）まとめ

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合、評価の対象としない。
私語厳禁。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に指定する。

『源氏物語』については、適宜、下記のサイトを参照し、読んでくるよう指定するこ
ともある。
http://www.sainet.or.jp/˜eshibuya/

教科書

こちらでプリントを配布する。

参考書

授業時に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験（70%＊状況によってはレポートに変更する）、出席票へのコメントを
含む授業態度（30%）

その他
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905_14A01301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅡＡ 杉 田 昌 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本近世文学の作品本文を精読することにより、その作品世界を味わうとともに、
そこから読み取ることのできる作者の思想や歴史的背景、さらにはその作品の文学
史的意義などを考察していく。
近世文学作品の文章を読みこなすことができるようになるとともに、近世文学との
その文章・文体に関する基礎教養の涵養を最終的な到達目標としたい。

授業内容

本居宣長の文学理論である「物のあはれを知る」説が展開されていることで知られ
る、彼の源氏物語論書『紫文要領』の上巻を中心に輪読する予定である。
（�）授業内容について
（�）作品ジャンルの概説（国学とは？）
（�）作者について（本居宣長）�
（�）作者について（本居宣長）�
（�）近世文学作品輪読�
（�）近世文学作品輪読�
（�）近世文学作品輪読�
（	）近世文学作品輪読�
（
）近世文学作品輪読�
（10）近世文学作品輪読�
（11）近世文学作品輪読�
（12）作品の思想・世界観�
（13）作品の思想・世界観�
（14）作品の文学史的意義について

※なお、講読予定作品については、履修者の反応や授業状況によっては、作品その
ものや講読箇所を変更しながら授業を進めていく可能性がある。
※また、このシラバスは、対面授業のみを想定して記述したものである。オンライ
ン授業になった場合は異なる授業内容・方法となることが予想される。シラバス補
足に授業内容を記載していく予定なので、そちらを参照してほしい。

履修上の注意

※現在聴神経を患い、騒々しい場所にいることが体調上困難であるため、教員の入
室後から授業を終了して退室するまでの間一切の私語・雑談を厳禁としたい。それ
を厳守できる学生のみの履修を希望する。守れない学生には退席を求める求めたり
受講を拒否することがあり得る。

※今のところ（23年�月時点）対面授業を想定したシラバスをUPしておくが、コロ
ナの感染状況等によっては、各学期の授業全体もしくはその一部の形態をオンライ
ン授業に切り替えて行う可能性があることを承知しておいてほしい（22年度は在宅
就労特別配慮者）。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回出席者に本文を読み上げてもらいながら授業を進める輪読形式をとる予定。各
回の講読担当箇所をあらかじめ現代語訳しておくなどして、講読する本文の内容を
しっかりと予習し、十分把握した上で授業に臨んでほしい。

教科書

プリントなどを適宜配布。
『紫文要領』の本文としては、新潮古典集成60『本居宣長集』を使用する予定。

参考書

授業時に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験や学期末レポート等によって評価することに加え，出席状況や授業への参加度・
参加態度などの平常点も加味して総合的に評価する。輪読担当箇所の現代語訳を随
時レポートとして提出してもらうこともあり得る。論文・レポート65%，平常点（出
席率ならびに受講態度を含む）35％

その他

906_14A01302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅡＡ 鈴 木 貴 宇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本科目は戦後日本文学における「外国人男性との恋愛」をテーマにした作品を扱います。近代
日本文学の代表作の一つに森鴎外『舞姫」があることは皆さんもご存じのことでしょうが、あ
の作品は「エリートの日本人男性」と「白人女性」の恋愛を描くことで、近代化の後進国で
あった帝国日本のプライドや、西洋へのコンプレックスを昇華させる機能があるものでした。
鴎外の作品以外にも、近代日本文学には「外国人女性と日本人男性の恋愛」をテーマにしたも
のが散見されます。ところが、日本人女性と外国人男性の恋愛をテーマにしたものは、戦前の
文学作品にあっては、ほぼ見られることがありません。おそらく、恋愛する主体としての女性
も、近代日本文学はあまり描くことができなかったのではないかと想像されますが、本科目は
こうした問題意識から、戦後の民主化過程を経たのち、いかに「日本人女性」は恋愛の主体と
なったのか、その際に「外国人男性」を選ぶ日本人女性に投影された、日本社会に生きる人々
の意識はどのようなものだったのか、こうした問いを中心に置くことで、戦後日本社会におけ
る人々の社会意識を、受講生の皆さんが自分の言葉で語ることができるようになることを到達
目標とします。扱う作家は山田詠美、冥王まさ子、大庭みな子、有吉佐和子を予定しています。

授業内容

第�回：全体説明 日本に生きる女性たちは「恋愛」対象をどのように選別してきたのか
第�回：講義 占領期の恋愛 「パンパン」と「戦争未亡人」
第�回：学生発表① 有吉佐和子『非色』（1964）
第�回：学生発表② 有吉佐和子『非色』（1964）
第�回：講義 海外に出る女たち 駐在員妻、高学歴女性にとっての欧米
第�回：学生発表③ 冥王まさ子『雪むかえ』（1982）
第�回：学生発表④ 冥王まさ子『雪むかえ』（1982）
第	回：講義 家庭の外、日本の外
第
回：学生発表⑤ 大庭みな子『三匹の蟹』（1968）
第10回：学生発表⑥ 大庭みな子『三匹の蟹』（1968）
第11回：講義 誰の欲望を描いているのか メディアのなかの黒人と日本人女性
第12回：学生発表⑦ 山田詠美『ベッド・タイム・アイズ』（1985）
第13回：学生発表⑧ 山田詠美『ベッド・タイム・アイズ』（1985）
第14回：全体討議 恋愛は国家あるいは国籍から自由か

履修上の注意

本科目は日本近代文学専攻以外の学生でも受講できるものとして設計していますが、日本近現
代史に関する知識は必要となります。学生発表の前に必要な見取図について講義しますが、座
学ではなく、質問も頻繁に行いますので、教員と活発に議論してみたいと思う学生さんに向い
ています。単位取得にあたってはグループ発表と期末レポート提出が必須条件となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

【復習】
対象となる文学作品を必ず講義前に読んでおいてください。また「講義」の回のあとは、自分
の言葉でその内容をまとめておくことが望ましいです。
受講全体にあたって、大学受験までに学んだ日本近現代史の重要項目を理解しておくことを期
待しています。
【予習】
特に必要なことはありません。発表担当時に、しっかりとグループ全体の考えと、自分の意見
をまとめておくようにしてください。

教科書

教科書は特に指定しません。講義で扱う文学作品を事前に入手してください。

有吉佐和子『非色』https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309417813/
冥王まさ子『雪むかえ』https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309404653/
大庭みな子『三匹の蟹』https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000167578
山田詠美『ベッド・タイム・アイズ』https://www.shinchosha.co.jp/book/103617/

参考書

加納美紀代『銃後史をあるく』（インパクト出版会 2018年）http://impact-shuppankai.com/
products/detail/277
大越愛子・井桁碧 編著『戦後・暴力・ジェンダー� 戦後思想のポリティクス』（青弓社 2005
年）https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/9784787232519/
竹下修子『国際結婚の社会学』（学文社、2000年）
嘉本伊都子『国際結婚の誕生』（新曜社、2001年）

他にもありますが、適宜紹介します。

また、講師の研究について関心がある方はこちらの書籍をご覧ください。

鈴木貴宇『〈サラリーマン〉の文化史』（青弓社、2022年）
https://www.seikyusha.co.jp/bd/isbn/9784787235091/

課題に対するフィードバックの方法

毎回、講義のあとにコメントを提示してもらいます。それに対するフィードバックを講義前に
20分ほど行います。また発表に際しては質問をメールで受け付けるほか、講義時間外での対応
も柔軟に対応します。

成績評価の方法

通常点（出席、受講態度を総合的に判断）30％＋グループ発表での貢献度（30％）＋学期末レ
ポート（40％）

その他
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907_14A01303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅡＡ 西野入 篤 男

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

テーマ：〈和製の漢〉の文学
従来型の〈和／漢〉といった二項対立的な構図ではなく、〈和製の漢〉と
いう特殊な領域にあるテクストから、日本古典文学研究の新たな視座を模
索していく。具体的なテクストとして菅原道真撰とされる『新撰万葉集』
を扱う。『新撰万葉集』は和歌を真名体で表記し、その和歌を翻訳・翻案
した七言絶句を併記するという、極めて特殊なスタイルを有するテクスト
である。和歌と漢詩の混在した特異な表記スタイルにより、和漢の言語
的、文化的、社会的な種々の要素が共鳴／反発する場が創出されることと
なる。授業毎にテーマを据え、関連する詩歌の精読を通して和漢テクスト
のアプローチ方法の習得を目指す。

授業内容

第01回 授業の概要説明：「和製の漢」という領域について
第02回 リベラル・アーツとしての古典研究の可能性
第03回 『新撰万葉集』の魅力と可能性
第04回 『新撰万葉集』に理論的にアプローチするために
第05回 『新撰万葉集』におけるメディアの問題：真名と仮名
第06回 『新撰万葉集』におけるジャンルの問題：和歌と漢詩
第07回 翻訳学（トランスレーション・スタディーズ）からのアプローチ
第08回 和歌から漢詩への〈変容〉を理解するために：中国詩の流れ

（�）
第09回 和歌から漢詩への〈変容〉を理解するために：中国詩の流れ

（�）
第10回 テーマの変容：和歌と漢詩の四季・自然
第11回 テーマの変容：和歌の恋と漢詩の閨怨・友情
第12回 修辞の変容：掛詞はどう翻訳・翻案されるのか
第13回 〈余計なもの〉を創造的に捉えるために：和漢の〈交差性〉から
第14回 総括

履修上の注意

遅刻・欠席が多い場合は評価の対象としない。

準備学習（予習・復習等）の内容

Webを用いて事前学習課題を配付する。
授業後は内容の要約及びコメントをWebで提出する。

教科書

適宜プリントを配布する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパ、出席率、受講態度など）50％、期末レポー
ト50％で評価する。

その他

908_14A01403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅡＢ 石 澤 一 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

〈授業の概要〉 中世和歌史 鎌倉時代から室町時代の和歌
─ 新古今和歌集から新続古今和歌集、勅撰和歌集の終焉と近世和歌へ
「中世」という時代の始まりから説き起こし、韻文の展開を中心に据えて、
中世文学とその時代を概観する。
和歌・連歌・歌謡、そして漢詩文がその中心となるが、
中でも和歌について、勅撰和歌集を柱として講義・講読する。

〈到達目標〉
上代・中古からの流れを承け、近世へとつながっていく、
日本文学に於ける韻文史を理解することを目標とする。
猶、本講義では、鎌倉時代時代と南北朝・室町時代前期までを中心に見ていきた
い。

授業内容

第�回 「中世」とは ─中世の始発と『新古今和歌集』その後
第�回 『新勅撰和歌集』と定家・後鳥羽院
第�回 『続後撰和歌集』と『続古今和歌集』 ─為家と反為家の動き
第�回 『続拾遺和歌集』と為氏
第�回 両統迭立と和歌① 二条派と京極派和歌
第�回 両統迭立と和歌② 『新後撰和歌集』『玉葉和歌集』『続千載和歌集』
第�回 両統迭立と和歌③ 『続後拾遺和歌集』と『風雅和歌集』
第	回 南北朝時代の和歌連歌 『新千載和歌集』と『菟玖波集』
第
回 南北朝時代の和歌 ─ 二条家の終焉
第10回 連歌の歴史、漢詩文の隆盛と和漢連句
第11回 飛鳥井家の勅撰和歌集『新続古今和歌集』と冷泉家の存在
第12回 二条派・冷泉派の拮抗 ─尭孝と正徹
第13回 応仁・文明の乱と和歌・連歌 ─古今伝授の開始と展開
第14回 室町時代後期の和歌から近世の和歌へ

＊以上は予定であり、状況に応じ、途中で変更することがある。

履修上の注意

毎回講義に関する課題の提出を求めます。
その提出をもって、出席を認定します。ご諒承ください。

準備学習（予習・復習等）の内容

高校までに用いた歴史の教科書（日本史）を、読み返すこと。
高校までに用いた文学史・文化史関係の本（国語便覧など）を、読み返すこと。
上記を持たない場合、類書を用意し、適宜利用すること。

講義中に紹介した参考文献を、図書館で閲読すること。
それらを必要に応じて入手し、翻読すること。

教科書

特には用いない。適宜、資料を配付する。

参考書

風巻景次郎『中世の文学伝統』（岩波文庫）
その他、関連書籍については講義内で適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（受講態度）30％ 試験（学期末）70％

その他

漫然と話しを聞くのではなく、
手を動かしながら話しを聴くこと。
講義への積極的な参加を期待する。
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909_14A01401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅡＢ 杉 田 昌 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

上田秋成著の江戸期小説『雨月物語』を講読する授業を行う。『雨月物語』の諸短
編の中でも「性（さが）」というキーワードが見受けられる「青頭巾」「浅茅が宿」
「吉備津の釜」の三つの短編を主に講読し、同作品中に描かれた男女の「性（さ
が）」の特徴を検証していくとともに、背景にある作者秋成の創作意図や思想を読
み解いていきたい。

授業内容

� 「『雨月物語』講読」講義概要
� 上田秋成と『雨月物語』について
� 「青頭巾」講読①
� 「青頭巾」講読②
� 「青頭巾」講読③
� 「青頭巾」講読まとめ
� 「浅茅が宿」講読①
	 「浅茅が宿」講読②

 「浅茅が宿」講読まとめ
10 「吉備津の釜」講読①
11 「吉備津の釜」講読②
12 「吉備津の釜」講読③
13 「吉備津の釜」講読まとめ
14 『雨月物語』における「性（さが）」

※なお、講読予定作品については、履修者の反応や授業状況によっては、作品そ
のものや講読箇所を変更しながら授業を進めていく可能性がある。
※また、このシラバスは、対面授業のみを想定して記述したものである。オンラ
イン授業になった場合は異なる授業内容・方法となる可ことが予想される。シラ
バス補足に授業内容を記載していく予定なので、そちらを参照してほしい。

履修上の注意

※現在聴神経を患い、騒々しい場所にいることが体調上困難であるため、教員の
入室後から授業を終了して退室するまでの間一切の私語・雑談を厳禁としたい。
それを厳守できる学生のみの履修を希望する。守れない学生には退席を求める求
めたり受講を拒否することがあり得る。

※今のところ（23年�月時点）対面授業を想定したシラバスをUPしておくが、コ
ロナの感染状況等によっては、各学期の授業全体もしくはその一部の形態をオン
ライン授業に切り替えて行う可能性があることを承知しておいてほしい（22年度
は在宅就労特別配慮者）。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回出席者に本文を読み上げてもらいながら授業を進める輪読形式をとる予定。
各回の講読担当箇所をあらかじめ現代語訳しておくなどして、講読する本文の内
容をしっかりと予習し、十分把握した上で授業に臨んでほしい。

教科書

テキスト（教科書）としては、岩波文庫の長島弘明校注『雨月物語』（岩波書店、
2018年）を使用する。三省堂明大マート駿河台店にて教科書として販売される予
定なので、履修希望者は、授業開始に間に合うように購入すること。

参考書

プリントなどを適宜配布するほか、授業時に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験や学期末レポート等によって評価することに加え，出席状況や授業への参加
度・参加態度などの平常点も加味して総合的に評価する。輪読担当箇所の現代語
訳を随時レポートとして提出してもらうこともあり得る。論文・レポート65%，平
常点（出席率ならびに受講態度を含む）35％

その他

910_14A01402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学講読ⅡＢ 八木下 孝 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本語研究における三大文法とされる、橋本進吉、山田孝雄、時枝誠
記の文法についてそれぞれの著書を抜粋して講読する。それぞれの文
法の特徴を捉えるとともに、�つの相違点なども比較する。

授業内容

� ガイダンス
� 日本語研究における三大文法とは
� 橋本文法�

� 橋本文法�

� 橋本文法�

� 山田文法�

� 山田文法�

	 山田文法�


 時枝文法�

10 時枝文法�

11 時枝文法�

12 �大文法の比較�

13 �大文法の比較�

14 �大文法の比較�

15 まとめ

履修上の注意

・私語厳禁。他の受講者の迷惑になる行為はしないこと。
・欠席、遅刻が多い場合には、評価の対象としない。
・毎授業、リアクションペーパーの提出を求める。オンライン上で記
入する方式をとるので、スマートフォン等のQRコードが読み取れる

デバイスを必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

論文、文献を読み進める内容の授業時には、事前に該当文献に目を通
しておくこと。

教科書

Oh-o!meijiのシステムを利用してプリント（PDF）を配布する予定。
授業時には各自プリントアウトして持参すること。

参考書

適宜、授業時に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点30%、学期末のレポートを70%として、総合的に判断する。

その他
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911_14A03701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文学史 竹 内 栄美子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

19世紀後半から20世紀後半にかけての約100年間、日本近代文学の出
発期から戦後文学にいたるまでの流れを概観し、日本の近代とはどのよ
うな時代であったのか、文学が果たした役割はどのようなものであった
のかを、具体的な作品分析を織り込みながら考察する。それぞれの作品
が生み出された時代や社会の背景を理解しつつ、人間の感情および思想
の表象原理、作品の主題、その歴史的社会的意義を明らかにして、人間
への洞察を深めたい。
日本近代文学についての知識を深め、文学表現から現実社会に内在す
る問題を理解する。日本の近代という時代についての理解を深める。

授業内容

第�回 a：イントロダクション 1868（明治元）年という年
b：福沢諭吉と啓蒙思想

第�回 坪内逍遙と二葉亭四迷
第�回 森鷗外、尾崎紅葉と硯友社
第�回 樋口一葉と「文学界」
第�回 夏目漱石と森鷗外
第�回 自然主義文学と石川啄木
第�回 1910（明治43）年という年
第	回 「白樺」と「新思潮」
第
回 耽美派の文学──谷崎潤一郎など
第10回 大正期の詩歌と演劇
第11回 プロレタリア文学とモダニズム文学
第12回 転向文学、戦時下の文学
第13回 1945（昭和20）年という年──戦後文学へ
第14回 a：まとめ

b：試験
＊学習効果を高めるために、授業内容を変更することがある。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習としてシラバスを確認して予習し、事後学習として授業中に配
布するプリントやノートを再読して復習すること。

教科書

使用しない。

参考書

加藤周一『日本文学史序説』上下巻（ちくま学芸文庫）、井上ひさし・
小森陽一『座談会昭和文学史』全�巻（集英社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験70％、授業中のミニレポートや平常点30％

その他
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912_14A50801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文芸思潮史Ａ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文芸思潮の背景をなすものが，その時代や社会のより大きな思想潮流
であることは言うまでもない。この講義では，新渡戸稲造『武士道』
を素材として、「武士道」の思想的展開を跡づけながら，日本人の人
生観や人間観を探っていく。

授業内容

第�回：導入：授業のテーマ設定，参考文献の紹介など
第�回：「武士道」論の射程
第�回：武士の成立過程
第�回：武士道以前
第�回：江戸時代�：武辺話との関連
第�回：江戸時代�：剣術・軍学との関連
第�回：江戸時代�：禅思想との関連
第	回：江戸時代�：井原西鶴『武家義理物語』
第
回：江戸時代�：湯浅常山『常山紀談』
第10回：江戸時代�：宮本武蔵『五輪の書』
第11回：江戸時代�：山本常朝『葉隠』
第12回：近代における武士道論
第13回：三島由紀夫『葉隠入門』
第14回：まとめ：「武士道」思想の功罪

履修上の注意

授業で扱う武士道関係文献についてレポートを課す。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習として、授業で扱う｢武士道｣関連文献、また、日本思想史
関連文献を読まなければならない。

教科書

新渡戸稲造『武士道』（岩波文庫）

参考書

相良亨『武士道』（講談社学術文庫）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（40％）・レポート（30％）・試験（30％）の�点に
ついて評価する。

その他

913_14A50901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

日本文芸思潮史Ｂ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本の文芸思潮に大きな影響を与えたものの一つに仏教思想があるこ

とは言うまでもない。本講義では，その仏教思想の中でも，禅思想に

焦点を当て，日本の文芸との精神史的連関を考究する。

授業内容

第�回 禅とは何か─仏教の中における禅の位置

第�回 禅思想略史� 中国禅�─達磨から慧能まで

第�回 禅思想略史� 中国禅�─臨済・趙州を中心に

第�回 禅思想略史� 日本禅�─栄西・道元

第�回 禅思想略史� 日本禅�─五山・一休・白隠

第�回 鈴木大拙─その生涯と仕事

第�回 『禅と日本文化』第�章「禅の予備知識」

第	回 『禅と日本文化』第�章「禅と美術」

第
回 『禅と日本文化』第�章「禅と武士」

第10回 『禅と日本文化』第�章「禅と剣道」

第11回 『禅と日本文化』第�章「禅と儒教」

第12回 『禅と日本文化』第�章「禅と茶道」

第13回 『禅と日本文化』第�章「禅と俳句」

第14回 禅思想と日本文化─その功罪─

履修上の注意

禅文献についてレポートを課す。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で扱った人物・書籍について、自分で調べ、関連文献を読まなけ

ればならない。

教科書

鈴木大拙著／北川桃雄訳『禅と日本文化』岩波新書 赤版Ｒ20

参考書

上田閑照・岡村美穂子編『鈴木大拙とは誰か』(岩波現代文庫 2002)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度および予復習（40％）・レポート（30％）・試験

（30％）の�点について評価を下す。

その他

本授業は文芸メディア専攻の必修科目であるが、例年、他専攻履修生

の途中放棄が非常に多い。安易な履修は厳に慎むこと。
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914_14H10301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人間と情報Ⅰ 小久保 秀 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

到達目標：

現代における人間と情報の関係を、幅広い視野から捉えて考察できるようにする。

授業の概要：

人間はどのような「情報」によって形作られているだろうか。人間は心や身体を構成する「生物情報」と、
人間の集団を形成する「社会情報」によって存在します。こうした見方から「人間」と「情報」をキーワー
ドとして、現在の情報社会における人間の問題を通覧します。

2023年度はフルオンデマンド型授業で実施します。

授業資料は授業日の朝	時までに配信します。
プリント資料、参考資料とともに、音声付きPowerPoint、音声無しPowerPointを Oh-o!Meijiに掲載しま
す。また、音声付きPowerPointのＭＰ�動画版を Commons に掲載します。

プリント資料の閲覧で出席とします。必ずプリント資料を閲覧してください。

授業内容等の質問は、適宜、メールで問い合わせてください h_kokubo@meiji.ac.jp

授業内容

第�回：人間と情報 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：情報とは何か 生物と情報・エントロピー 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：生物の進化 男の脳と女の脳 狩猟採集民 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：文明社会への適応 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：信頼社会 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：宇宙の進化と生物の進化 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：生物の環境適応 地磁気と生物 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第	回：真の情報と偽の情報� 情報の信頼性と不正問題 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第
回：真の情報と偽の情報� 情報操作 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第10回：ネット依存症の問題 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第11回：電子社会の安定と破壊活動 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第12回：ネットワークによる身体と意識の拡張 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第13回：人間社会と高度情報化 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第14回：巨大IT企業と社会 〔メディア授業：オンデマンド型〕

履修上の注意

授業日の朝までに授業資料を掲載するので、都合の良い日時に閲覧してください。
音声付きPowerPointとそのMP4動画は、同じ内容です。いずれもプリント資料を解説したものですが、これ
だけでは足りないので、必ずプリント資料を閲覧してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書や参考書・プリントによって予習・復習をしながら授業にのぞむこと。
教科書が品切れ等の場合は、Oh-o!Meiji に掲載の資料を参照のこと。

教科書

「だまされ上手が生き残る〜入門！進化心理学」，石川幹人，光文社新書，2010年
Kindle版が出版されているので、そちらを参照してください。

参考書

「進化心理学入門」，カートライト，新曜社
「安心社会から信頼社会へ」，山岸俊男，中公新書（Kindle版が入手可能です）

課題に対するフィードバックの方法

レポート課題は採点後に総評を Oh-o! Meiji で連絡する予定です。

成績評価の方法

レポート課題：	割
平常点（授業に対する取り組み）：�割

期末の対面試験はありません。

Oh-o! Meijiに掲載のプリント資料の閲覧で出席とします。授業日から�週間以内に必ずプリント資料を閲覧
してください。

なお、レポートを作成するときは、以下の点に注意してください。
�．薄っぺらい本でいいので、レポート（報告書）・論文の書き方を紹介した本を読んで勉強してください。
�．レポートは、内容だけでなく、様式も評価の対象です。適切な改行、見出し設定などのレイアウトがさ
れていないものは採点対象外、あるいは評価を下げます。
�．サイトに載っている記事や文献を引用・参照していいですが、引用文と出典を適切に本文に記してくだ
さい。また文献一覧を付けてください。
�．引用・参照するときは、その文書が参照している元の記事が正しいことを可能な限り確認してください。
�．レポートはMSワード、またはPDFでオー・メイジで提出してください。指定外の形式で提出された場合
は未提出として扱います。

その他

人間と情報IIを続けて履修することが望ましい。

915_14H10401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

人間と情報Ⅱ 小久保 秀 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

到達目標
人工知能が急速に発展する現代において、人間について幅広い視野から議論できるようにする。

授業の概要
「人間はコンピュータなのか」という疑問をもとに、人工知能は心をもつ機械なのか、人間は結局
のところ機械なのかという問題を考える。また、これを考える上で関連するさまざまな問題を幅広く
考察する。

2023年度はフルオンデマンド型授業で実施します。

プリント資料、参考資料とともに、音声付きPowerPoint、音声無しPowerPointを Oh-o! Meijiに掲
載します。また、音声付きPowerPointのMP4動画版を Commons-i に掲載します。
プリント資料の閲覧で出席とします。授業日から�週間以内に必ずプリント資料を閲覧してくださ
い。
授業内容等の質問は、適宜、メールで問い合わせてください h_kokubo@meiji.ac.jp

授業内容

第�回：人間と情報 〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：脳科学から見た心の問題〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：アルゴリズム〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：アルゴリズムとカオス〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：意味の問題〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：人工知能〔メディア授業：オンデマンド型〕
第�回：総合的判断と暗黙知〔メディア授業：オンデマンド型〕
第	回：心のありか〔メディア授業：オンデマンド型〕
第
回：心と時間〔メディア授業：オンデマンド型〕
第10回：生物の進化と心の問題〔メディア授業：オンデマンド型〕
第11回：宇宙の支配者は情報？ ホログラフィック宇宙論〔メディア授業：オンデマンド型〕
第12回：認識と世界 人間原理、共時性、多世界解釈〔メディア授業：オンデマンド型〕
第13回：ミドルワールド ランダムと非ランダムの混じった世界〔メディア授業：オンデマンド型〕
第14回：これからのインターネットの世界〔メディア授業：オンデマンド型〕

履修上の注意

「人間と情報I」を履修済みでなくとも「人間と情報II」を履修することが可能です。

授業日の朝	時までに授業資料を掲載するので、都合の良い日時に閲覧してください。
音声付きPowerPointとそのMP4動画は、同じ内容です。いずれもプリント資料を解説したものです
が、これだけでは足りないので、必ずプリント資料を閲覧してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考書・プリントによって予習・復習をしながら授業にのぞむこと。

教科書

Oh-o! Meiji にプリント資料・参考資料を掲載します。

参考書

「心と認知の情報学」，石川幹人，勁草書房
「人間とはどういう生物か〜心・脳・意識の不思議を解く」，石川幹人，ちくま新書，2012年
「人工知能 人類最悪にして最後の発明」. ジェイムズ・バラット、ダイヤモンド社, 2015.

課題に対するフィードバックの方法

レポート課題は採点後に総評を Oh-o! Meiji で連絡する予定です。

成績評価の方法

レポート課題：	割
平常点（授業に対する取り組み）：�割

期末の対面試験はありません。

Oh-o! Meijiに掲載のプリント資料の閲覧で出席とします。授業日から�週間以内に必ずプリント資料
を閲覧してください。

なお、レポートを作成するときは、以下の点に注意してください。
�．薄っぺらい本でいいので、レポート（報告書）・論文の書き方を紹介した本を読んで勉強してく
ださい。
�．レポートは、内容だけでなく、様式も評価の対象です。適切な改行、見出し設定などのレイアウ
トがされていないものは採点対象外、あるいは評価を下げます。
�．サイトに載っている記事や文献を引用・参照していいですが、引用文と出典を適切に本文に記し
てください。また文献一覧を付けてください。
�．引用・参照するときは、その文書が参照している元の記事が正しいことを可能な限り確認してく
ださい。
�．レポートはMSワード、またはPDFで Oh-o!Meiji で提出してください。指定外の形式で提出され
た場合は未提出として扱います。

その他
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916_14G01201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

発達心理学 早 川 貴 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

人がどのような過程を経て成長発達するのかについて概説する。特
に、乳幼児期から児童期までの認知、言語、社会性、情動などの領域
の発達について、主要な理論や研究を紹介しながら基礎的な内容を講
義する。
本講義を通じて、子どもからおとなまでの取り巻く環境とそのかか
わり、現実の子どもの姿などの理解を深めてもらいたい。

授業内容

第�回 a：イントロダクション
b：発達心理学とは何か

第�回 ： 発達心理学の概論
第�回 ： 胎児期の発達
第�回 ： 乳児期の発達
第�回 ： アタッチメントと親子関係の問題
第�回 ： 身体・運動の発達
第�回 ： 認知の発達
第	回 ： 言語の発達
第
回 ： 情動の発達・他者認知
第10回 ： 社会性の発達(�) 幼児期までの仲間関係の発達
第11回 ： 社会性の発達(�) 児童期以降の仲間関係の発達
第12回 ： 発達に難しさを抱える子どもとその支援
第13回 ： 自己の発達と中年期・老年期の発達
第14回 a：まとめ

b：試験

履修上の注意

自分自身についてだけでなく、子どもやおとなにまつわる社会問題に
ついて、講義の内容と照らし合わせながら考えることで、発達心理学
の理解を深めてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布するレジュメを印刷し、内容を確かめておくこと。また、
授業および授業で使用したプリントを振り返り、授業内容について復
習すること。不明な部分があれば授業で質問すること。

教科書

特に定めない。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度10％、レポート10％、期末試験80％で評価する。

その他

917_14F12401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

パフォーマンス研究 今 岡 謙太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「寄席演芸」と聞いて、どのような種類の芸能をイメージするだろう。
寄席演芸は、いわゆる舞台芸術また野外におけるパフォーマンスとも
違う、独自の展開を遂げて現在にいたっている。この授業では、落
語、講談、浪曲、漫才といった代表的な寄席芸を取り上げ、その特色
と社会的な広について考えていく。
各種寄席演芸の特色を理解したうえで、独自の見解を組み立てられる
ことを目標とする。

授業内容

具体的には、以下のような内容を扱う。場合によっては、関連する映
像、音声資料をOh-o!Meijiの機能を利用して案内し、閲覧してもらう
可能性があるので注意していただきたい。
また、受講生との相談の上、若干の内容変更もありうる。

第�回 落語の成立と特徴：落語前夜から落語へ
第�回〜第�回 落語の展開と寄席演芸の発展：様々な「演出」と寄

席演芸の性格
第�回 落語と人情噺：「人情噺」の特色と長編物の展開
第�回 講談の展開①：講釈から講談へ
第�回 講談の展開②：「実録」と長編講談
第	回 講談の展開③：近代講談と大衆小説
第
回 浪花節（浪曲）の世界①：「語り物」と浪花節
第10回 浪花節（浪曲）の世界②：近代浪曲の広がり
第11回 漫才と「お笑い」：万歳から漫才へ
第12回 漫才と「お笑い」：近代漫才の展開
第13回 近代期における寄席芸の特色と寄席芸の「位置」
第14回 伝統芸としての寄席演芸

履修上の注意

対面授業で行う予定だが、場合によってはオンラインを介して資料の
閲覧（視聴）などが必要になる可能性があるので、その点留意してい
ただきたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で指示された映像（場合によっては音声）を視聴し、その感想
などを各自でまとめておくこと。小レポートなどを課す場合もあるの
で注意してほしい。

教科書

特に指定しない。

参考書

特に指定しないが、参考にすべき文献などは授業内で示すので、目を
通してほしい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内で指示のあった小レポート・授業に関するj感想など40％、期
末レポート（あるいは試験）60％

その他
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918_14F62301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア近現代史Ａ 関 智 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本列島と古くから関係のある中国大陸。両者の関係は今後ますます密接不可分に
なっていくことは言を俟たない。では我々は中国をどれだけ知っているのか。現代
中国と向き合うためにも、その底流に流れる「伝統中国」的思考方法や、近現代中
国のこれまでの歩みを把握することは必須である。本講義では近五百年の中国史の
歩みを、日中関係をふまえながら概観する。履修者の理解に応じて進度が変わるこ
とがある。

授業内容

第�講 歴史とは何か（アジア・東洋・東洋史）
第�講 伝統中国の形成（明清交替と清の発展）
第�講 世界の中の清帝国（列強・日本との応酬）
第�講 西太后と戊戌変法
第�講 中華民国の成立（孫文と袁世凱）
第�講 南北政府の対立
第�講 党による指導（国民党と共産党）
第	講 近代日本と満洲
第
講 日中戦争
第10講 国共内戦と人民共和国の成立
第11講 大躍進・文化大革命から改革開放
第12講 日中歴史認識（その�）
第13講 日中歴史認識（その�）
第14講 500年を振り返って（a：まとめ b：試験）

履修上の注意

高校世界史・高校日本史の近現代の知識を再整理しておくことが望ましい。�日�
分程度でもよいので、新聞に目を通す習慣をつけて欲しい。新聞の国際面を読んで
おくと授業のきっかけになるだろう。新聞が難しければNHKニュース・クローズ
アップ現代・NHKスペシャルなどの視聴を薦める。また参考文献に挙げた書籍を各
自読んでおくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習……参考文献の関連事項を把握しておくとよい。
復習……授業内容を整理し、疑問点があれば整理しておくとよい。

教科書

毎回レジュメを配布するが、教科書に準ずるものとして、
中村元哉他『概説 中華圏の戦後史』東京大学出版会、2022年

参考書

・E・H・カー 『歴史とは何か』 岩波新書、1962年。
・董国強編著・関智英他編著訳 『文革─南京大学14人の証言』 築地書館、2009年。
・飯島 渉・久保 亨・村田雄二郎編 『シリーズ20世紀中国史（全�巻）』 東京大学出
版会、2009年。
・吉澤誠一郎他 『シリーズ 中国近現代史（全�巻）』 岩波新書、2010年。
・久保亨他 『現代中国の歴史（第二版）─両岸三地 100年のあゆみ』 東京大学出版
会、2019年。
・関智英『対日協力者の政治構想─日中戦争とその前後』名古屋大学出版会、2019
年。
提示した書籍以外にも、岩波新書・中公新書などで関心を持った書籍に積極的に
チャレンジしてほしい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験……50%
授業参加……50%
授業参加は授業後のコメントで判断する（コメントの提出をもって出席とみなす）。

その他

・毎回授業の最後にコメントを集め、講義を進める際の参考とする。また講義では
問答・対話を重視する。問いに如何に応えるか。これは学問の世界のみならず、社
会に出てからも常に必要とされる。間違いを恐れず、一歩前へ！
・受講者のレベルや受講環境によって内容を変更する場合がある。
・単位が認定されなかった場合、いかなる理由であれ、追試・レポートなどによる
特別措置はない。

919_14F62401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア近現代史Ｂ 関 智 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日中の戦争と占領地の諸政権──「傀儡」と「自主」の狭間で
日本の中国大陸への侵略が本格化した1931年以降、日本は占領地に「親日」政権（以
下、占領地政権）を樹立して統治する方針をとった。満洲国、冀東政府、蒙疆政権、
汪精衛政権などがこれに該当する。こうした諸政権は中国史の文脈では、正統な中国
の政権ではないとして「傀儡政権」「偽政権」と称され、政権関係者は「漢奸」（漢族
の裏切り者）と指弾され、本格的な検討は近年まで進まなかった。本講義では、こう
した占領地の諸政権が「どのような構想／目算の下に生まれたのか」という点を意識
し、政権に参画した人々の主体性に寄り添って、日中戦争前後の中国を再検討する。

授業内容

第�講 近代日本と植民地・占領地・占領地政権
第�講 植民地か独立国か──満洲と満洲国の成立
第�講 満洲国の発展と変質
第�講 冀東政府の構想──党国と聯省自治
第�講 統一か、分裂か──日中戦争開戦前夜の政権構想
第�講 日中戦争の勃発と占領地政権──都市レベルの動き
第�講 北京か、南京か──臨時政府と維新政府
第	講 重慶か、南京か──二つの国民政府
第
講 汪政権の統治
第10講 中国共産党との繋がり──袁殊と興亜建国運動
第11講 Chinaか、Mongolか──蒙疆政権
第12講 日本の敗戦──占領地政権の終焉
第13講 対日協力者の戦後──新たな可能性の模索
第14講 占領地政権から近代中国を振り返る（a：まとめ b：試験）

履修上の注意

高校世界史・高校日本史の近現代の知識を再整理しておくことが望ましい。�日�分
程度でもよいので、新聞に目を通す習慣をつけて欲しい。新聞の国際面を読んでおく
と授業のきっかけになるだろう。新聞が難しければNHKニュース・クローズアップ現
代・NHKスペシャルなどの視聴を薦める。また参考文献に挙げた書籍を各自読んでお
くことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習……参考文献の関連事項を把握しておくとよい。
復習……授業内容を整理し、疑問点があれば整理しておくとよい。

教科書

（教科書に準ずるものとして）
関智英『対日協力者の政治構想─日中戦争とその前後』名古屋大学出版会、2019年

参考書

・益井康一『漢奸裁判史──1946-1948』みすず書房、1977年（新版2009年）。
・劉傑『漢奸裁判──対日協力者を襲った運命』中公新書、2000年。
・飯島渉・久保亨・村田雄二郎編 『シリーズ20世紀中国史（全�巻）』 東京大学出版
会、2009年。
・吉澤誠一郎他 『シリーズ 中国近現代史（全�巻）』 岩波新書、2010年。
・久保亨他『現代中国の歴史（第二版）─両岸三地 100年のあゆみ』 東京大学出版会、
2019年。
・関智英監修・解説『日中戦争期「対日協力政権」』全10巻、ゆまに書房、2020〜2021
年。
・吉澤誠一郎監修『論点・東洋史学─アジア・アフリカへの問い158』ミネルヴァ書
房、2022年。
・ラナ・ミッター著、関智英監訳、濱野大道訳『中国の「よい戦争」─甦る抗日戦争
の記憶と新たなナショナリズム』みすず書房、2022年。
・中村元哉・家永真幸・関智英・森川裕貫『概説 中華圏の戦後史』東京大学出版会、
2022年。

提示した書籍以外にも、岩波新書・中公新書などで関心を持った書籍に積極的にチャ
レンジしてほしい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験……50%
授業参加……50%
授業参加は授業後提出のコメントで判断する（コメントの提出をもって出席とみなす）

その他

・毎回授業の最後にコメントを集め、講義を進める際の参考とする。また講義では問
答・対話を重視する。問いに如何に応えるか。これは学問の世界のみならず、社会に
出てからも常に必要とされる。間違いを恐れず、一歩前へ！
・受講者のレベルや受講環境によって内容を変更する場合がある。
・単位が認定されなかった場合、部活動などいかなる理由であれ、追試・レポートな
どによる特別措置はない。
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920_14F62101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア近世史Ａ 櫻 井 智 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

13-14世紀，モンゴルが中国をどのように支配し，それによって中国
はどのように変化したのか，あるいは，変化しなかったのかについて，
文化政策・宗教政策・人材登用の問題を中心に解説する。
本講義を通して，一王朝の具体的な推移をその崩壊まで通観すること
で，王朝の政策の意図や被支配者の反応，王朝の持続や衰退の原因につ
いて考察する。また，モンゴル等遊牧諸集団と農耕を中心に伝統を築い
た中国の歴史的な関係について考え，高校世界史による認識を一歩進め
ることを目標とする。

授業内容

モンゴルが中国で何を行ったかということについて，文化政策・宗教
政策を中心に具体的に解説する。チンキス・カン期からトゴン・テムル
期まで時代を追って講義する。
学期末に，講義の内容に関連するレポートを課す。

� モンゴル帝国と元朝（教科書の記述の変化を中心に）
� 征服王朝論と近年のモンゴル帝国に関する研究
� チンギス・カン〜オゴデイ期の文化政策（教育と道教）
� オゴデイ期の文化政策（戊戌の選試と儒教対策）
� モンケ期の文化政策
� 南宋進攻以前の華北と元寇
� クビライ期前半の宗教・文化政策
	 南宋接収の意味とその後の宗教・文化政策

 テムル期の東西和合と至元31年「崇奉儒学聖旨碑」
10 大徳11年「加号孔子聖詔」と近年における石刻研究の展開
11 アユルバルワダ期の科挙の復活とチベット仏教
12 トク・テムルからトゴン・テムルへ：奎章閣学士院の設立
13 モンゴル統治者による中国的祭祀の展開
14 中国監察制度史上における元朝の位置づけ

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の興味がある時代や地域の状況と比較しながら，問題意識を持っ
て授業に臨むこと。授業で紹介された文献を�冊は読むこと。

教科書

使用しない。プリントを配布する。

参考書

『モンゴル帝国の興亡』上下（杉山正明，講談社），『元朝の歴史─モ
ンゴル帝国期の東ユーラシア』（櫻井智美他編，勉誠出版），『チンギス・
カンとその時代』（白石典之編，勉誠出版），『モンゴル時代の出版文化』
（宮紀子，名古屋大学出版会）。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

コミュニケーションペーパーの内容35％，レポート65％。

その他
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921_14F61701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア古代史Ａ 高 村 武 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「秦の発展と帝国への道」
秦・漢時代(前221〜後220)の時代は、後の中華帝国の原型を形成した
時代であり、それに先立つ前	世紀からの秦の歴史は、この中華帝国
が成立していく過程として大変に重要である。そこで本講義では、ま
ず秦・漢帝国時代を概観した上で、あらためて前	世紀からの秦の歴
史を考え、受講者に中華帝国とは何かを考えるきっかけにしてもらい
たい。

授業内容

第一回 はじめに─秦漢帝国の歴史的意義
第二回 秦の統一と崩壊
第三回 前漢
第四回 前漢後半〜後漢前半期
第五回 後漢後半期
第六回 秦の歴史への登場 戎との関係
第七回 春秋時代の秦 晋との関係を軸に
第八回 戦国前半期の秦
第九回 変法の実態
第十回 昭王(昭襄王)の時代
第十一回 戦国秦長城と周縁領域支配
第十二回 周縁領域支配の変容からみた秦の「帝国」化
第十三回 統一へ
第十四回 まとめ

履修上の注意

�、高校世界史B程度の中国古代史の知識は確認しておくこと。
�、板書を多用するので、毎回ノートをしっかりとり、整理するよう
に。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習…前回の内容をノート・配布資料に基づき確認しておく
復習…講義内容のメモを整理してノートを作成する

教科書

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

特に指定はないが、ガイダンス時に数点掲げるので、必要に応じて図
書館などで見てもらいたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験(100％)に基づいて判定する。

その他

変更が生ずる場合もあるので、講義にはコンスタントに出席した上
で、大学からの通知やOh-o!Meijiについては毎週�度は確認してもら
いたい。

922_14F61801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア古代史Ｂ 高 村 武 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「西北辺郡からみた漢帝国」
前�世紀から後�世紀にかけて中国を支配した漢帝国は、西北辺境の
異民族との関係に苦心し続け、漢帝国の対異民族政策は、のちの中国
王朝にとっても振り返るべきモデルケースとなっていった。この西北
辺境の状況は、20世紀から続く簡牘史料の利用と、それにともなう文
献史料の見直しにより、単なる辺境の話ではなく、漢帝国全体の状況
とも深いかかわりを持つ事柄であることが判明してきた。
本講義では、簡牘史料の内容を多用しながら、西北辺郡から漢帝国を
見直していきたいと考えている。

授業内容

第一回 はじめに
第二回 漢と匈奴の戦い
第三回 河西回廊の奪取
第四回 河西四郡の成立
第五回 河西四郡防衛機構
第六回 河西四郡の兵士たち
第七回 河西四郡と関東の戍卒
第八回 前漢後半期における河西での対匈奴戦の状況
第九回 河西地域社会と辺境防衛機構
第十回 河西に対する物資供給の状況
第十一回 後漢西北辺郡の状況
第十二回 羌の大反乱
第十三回 西北異民族統御官と後漢衰亡
第十四回 まとめ

履修上の注意

�、高校世界史B程度の中国古代史の知識は確認しておくこと。
�、板書を多用するので、毎回ノートをしっかりとり、整理するよう
に。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：前回までのノートによって論点をとらえなおしておく。
復習：ノートをまとめなおしておくとともに、不明な語句などについ
て、各種工具書で調べる。

教科書

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

特に指定はないが、ガイダンス時に数点掲げるので、必要に応じて図
書館などで見てもらいたい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験(100％)に基づいて判定する。

その他

大学からの知らせやＯｈ-ｏ!Ｍｅｉｊｉの確認を欠かさないでもらい
たい。
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923_14F62501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア国際関係史Ａ 見 城 悌 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業は、近代日本社会に留学していたアジア留学生（中国留学生を中心的に扱
う）の日本での「学び」と帰国後の活動、また往時の国際関係を背景とする軋轢の
渦中に置かれた留学生の実相などを見ていくことにより、東アジアの国際関係史の
一端に迫ることを目的とする。
日清・日露戦争以降、日本の「近代化」を評価し、日本で学ぼうとするアジアの若
者が急増していく。当初は、明治大学、早稲田大学などの法政系留学生が多かった
が、次第に医学薬学、園芸学、デザイン学など、実学的であるが、近代社会を構築
するのに必要な学問分野の修学が広がっていく。さらに、1932年「満州国」が成立
すると、そちらからも「同盟関係」を重視するため、留学生派遣が行われてくる。
本講義では、近代日本で学んでいた留学生の修学の実態、また留学生支援をしてい
た半官半民団体（日華学会、同仁会）の役割を具体的に明らかにしていく。さらに
留学生が帰国後、留学の成果をどのように母国で活かしていったのかにも注目する
ことにより、近代東アジアにおける「知」の連鎖も考えていく。また机上の「学び」
にとどまらず、見学旅行や海水浴などの課外活動の様子も検討することにより、留
学生の「日本体験」の意味を総合的に捉えていきたい。
現在は関係性が「不全」と言われがちな日本と東アジアであるが、近代においては、
相互に友好的な交流を果たしていたこと、その一方で、現在に繋がる軋轢が存在し
たことなどの歴史を学ぶことにより、東アジアの国際関係史を多元的・複眼的に捉
えられるようにすることを到達目標とする。

授業内容

第�回 a イントロダクション b 明治末期におけるアジア留学生の来日
第�回 明治大学のアジア留学生と神田中華街
第�回 辛亥革命と留日中国学生
第�回 近代日本で医学薬学を学んだ留学生と帰国後の活動
第�回 近代日本で園芸学・デザイン学を学んだ留学生と帰国後の活動
第�回 中国留学生は見学旅行で何を見たか
第�回 中国留学生の海水浴体験と夏季錬成団
第	回 「満州国」留学生が学んだもの（師範学校と軍事系学校）
第
回 「満州国」留学生の課外活動（運動会、「満州国留日学生会」）
第10回 日華学会による中国人留学生支援（渋沢栄一の役割）
第11回 『日華学報』にみる留日中国学生の生活と日本認識
第12回 同仁会による中国人医薬留学生の支援
第13回 日中戦争開戦前後における日本知識人の中国・中国留学生観
第14回 a 試験、ｂ講義全体の振り返り

履修上の注意

高校の「日本史」「世界史」教科書で記載されている程度の「近現代の東アジアと日
本の関係史」については、事前知識として把握していることが望まれる。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布するレジュメの該当箇所を復習するなかで、不明な点については、授
業で質問すること。また場合によっては、予習のため、次週のレジュメも先に配布
することも考えたい。

教科書

特に定めない。

参考書

『留学生は近代日本で何を学んだのか─医薬・園芸・デザイン・師範』、見城悌治
（日本経済評論社）、『戦前期アジア留学生と明治大学』、高田幸男（東方書店）、『明
治から昭和の中国人日本留学の諸相』、孫安石・大里浩秋編（東方書店）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、中間レポート30％、授業への参加度10％

その他

─ 481─



924_14F61901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア中世史Ａ 石 野 智 大

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本授業では，�世紀後半から10世紀初の東部ユーラシア世界に大きな影響を与えた
中国隋唐時代の政治・経済・社会について，近年の研究成果を踏まえて概観する。
中国史の中でも短命に終わった隋代は，中学や高校の歴史教科書ではあっという間
に通り過ぎてしまう時代の一つである。しかし，この時代は長きにわたる南北朝時代
に終止符を打ち，新たな国家体制を整え，当時の周辺諸国やのちの中国王朝にも大き
な影響を与えた画期的な時代であった。隋という時代は，どのようにして始まり，ど
のように終わっていったのか。また，その過程において政治や社会はどのような展開
をみせたのか。
春学期の「東アジア中世史Ａ」では，隋代の政治と社会を取り上げ，関連する漢文
史料も部分的に読み解きながら，その流れを詳しく解説する。これに加えて，近年中
国各地で発見される出土文物が隋代史研究に与えた影響や，それに伴う新たな研究状
況の出現についても紹介したい。

【授業の到達目標】
（�）中国史における隋代の位置付けと重要性を理解し，その一つの時代の始まりか
ら終わりまでを俯瞰的に説明できるようになる。
（�）上記の（�）を踏まえて，異なる時代や地域における王朝・国家の盛衰との比
較検討を行うための視点を獲得する。

授業内容

〈隋代の政治と社会〉
第�回：aのみ イントロダクション
第�回：隋室楊氏の家系と出自
第�回：隋朝の成立と国家制度の整備
第�回：文帝期の政治動向
第�回：政治と宗教の結びつき
第�回：南北朝の統一
第�回：煬帝の即位とその背景
第	回：隋代の国際関係と遣隋使
第
回：煬帝期の国内政治
第10回：煬帝期の対外政策と高句麗遠征
第11回：隋末の反乱と王朝の滅亡
第12回：「暴君」煬帝と国号「隨」字
第13回：隋代史研究と出土資料
第14回：近年の考古学的発見

※授業内容は必要に応じて一部変更することがあります。

履修上の注意

学習効果上，「東アジア中世史Ｂ」とあわせて履修することが望ましい。
本授業の受講を考えている方は，第�回目の講義に出席してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修前の事前学習は求めませんが，授業開始後は下記の「参考書」を積極的に読まれ
ることを希望します。
最初は聞き慣れない歴史用語も多いと思いますので，各回の予復習を通して理解を定
着させてください。

教科書

本授業では配布プリントと板書（もしくはパワーポイント）を主として，講義を進め
ます。

参考書

『隋唐帝国』，布目潮渢・栗原益男著，（講談社学術文庫，講談社，1997年）
『絢爛たる世界帝国 隋唐時代』，氣賀澤保規著，（講談社学術文庫，講談社，2020年）
『つくられた暴君と明君─隋の煬帝と唐の太宗─』，布目潮渢著，（清水新書，清水書
院，1984年）
『隋の煬帝』，宮崎市定著，（中公文庫，中央公論新社，1987年）

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて，授業時間内に解説や講評などのフィードバックを行います。

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパー，授業への取り組みなど）30％，期末試験70％。

その他

925_14F62001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

東アジア中世史Ｂ 石 野 智 大

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本授業では，�世紀後半から10世紀初の東部ユーラシア世界に大きな影響を与えた
中国隋唐時代の政治・経済・社会について，近年の研究成果を踏まえて概観する。
中国史の中でも多方面で光彩を放つ唐という時代は，古代日本と関わりが深く，遣
唐使や律令などの用語を介して現代の日本人にも比較的馴染みのある時代である。し
かし，唐代の政治・経済・社会の具体的な内容については，一般的にあまり知られた
ものとはなっていない。唐代の政治や社会は，どのように展開していったのか。また，
当時の王朝支配を支えた社会経済制度の内実とは，一体どのようなものであったか。
秋学期の「東アジア中世史Ｂ」では，唐代の政治と社会の流れを大きく把握した上
で，当時に制定・施行された社会経済制度の内容を解説する。とくに授業の後半では，
具体的な文献史料や出土文書史料を読み解きながら，唐代諸制度の原則と実態との関
係について考えてみたい。

【授業の到達目標】
（�）唐代の政治と社会の流れを理解し，その要点を説明できるようになる。
（�）唐代の社会経済制度の原則と実態を具体的な史料を通して理解し，その特徴を
説明できようになる。
（�）上記の（�）を踏まえて，異なる時代や地域で制定・施行された諸制度との比
較検討を行うための視点を獲得する。

授業内容

〈唐代の政治と社会〉
第�回：aのみ イントロダクション
第�回：唐室李氏と政権の樹立
第�回：高祖・太宗期の政治と社会
第�回：高宗期の政治と則天武后の登場
第�回：武周時代の幕開けと終焉
第�回：玄宗期の政治と社会
第�回：安史の乱とその影響
第	回：唐代の律令格式
第
回：『旧唐書』食貨志にみえる社会経済制度（�）
第10回：『旧唐書』食貨志にみえる社会経済制度（�）
第11回：敦煌・吐魯番出土文書について
第12回：敦煌・吐魯番文書にみえる諸制度（�）
第13回：敦煌・吐魯番文書にみえる諸制度（�）
第14回：本授業のまとめ─歴史的事実と解釈─

※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

学習効果上，「東アジア中世史Ａ」とあわせて履修することが望ましい。
本授業の履修を考えている方は，第�回目の講義に出席してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修前の事前学習は求めませんが，授業開始後は下記の「参考書」を積極的に読まれ
ることを希望します。
最初は聞き慣れない歴史用語も多いと思いますので，各回の予復習を通して理解を定
着させてください。

教科書

本授業では配布プリントと板書（もしくはパワーポイント）を主として，講義を進め
ます。

参考書

『隋唐帝国』，布目潮渢・栗原益男著，（講談社学術文庫，講談社，1997年）
『絢爛たる世界帝国 隋唐時代』，氣賀澤保規著，（講談社学術文庫，講談社，2020年）
『シルクロードと唐帝国』，森安孝夫著，（講談社学術文庫，講談社，2016年）
『よみがえる古文書─敦煌遺書─』，郝春文著，高田時雄監訳，山口正晃訳，（東方書
店，2013年）

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて，授業時間内に解説や講評などのフィードバックを行います。

成績評価の方法

平常点（リアクションペーパー，授業への取り組みなど）30％，期末試験70％。

その他
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926_14F12101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

批評理論 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

作品を読み解くにあたり、たんなる個人の感想を越えて、客観的な
価値をもった批評をするためには、どれほどその作品を愛し、自分な
りに深く読み込んだつもりでいても、無手勝流のままでは不可能なの
は言うまでもない。それなりの方法論が必要である。特に20世紀後半
において、文学の世界ではさまざまな批評理論が生まれ、読みの可能
性を広げてきた。そのうちの代表的なものにあたり、またそれを実際
に作品にあてはめて読むトレーニングを行う。
到達目標は、身に着けた理論をもって、自分の好きな作品に新たな、

かつ客観的価値を持つ読みができるようにすることである。そのとき
の作品とは、必ずしも狭義の文学作品に限らない。批評理論は漫画、
アニメ、美術、さらには文化事象一般にも敷衍できるものである。

授業内容

� イントロダクション なぜ理論が必要か
� 批評の起源
� 解釈の方法論
� 道徳的批評
� 精神分析批評
� 構造主義
� 解釈学
	 脱構築

 フェミニズム批評
10 ジェンダー批評
11 カルチュラルスタディーズ
12 ポストコロニアリズム
13 新歴史主義
14 まとめ

履修上の注意

理論はあくまで方法論であり手段である。目標点ではない。授業後
にこの手段を用いて、授業後に履修者が各自自分の選んだ作品と切り
結ぶことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書を予習しておくこと。

教科書

筒井康隆『文学部唯野教授』（岩波書店）
廣野由美子『批評理論入門』（中公新書）
上記�冊のうち、いずれかを用いる。

参考書

メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題には、コメントを返す。

成績評価の方法

期末にテストを行う。加えて任意で批評の実践としてレポートを課す。

その他
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927_14A50304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＡ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文章表現の基礎的知識の修得と，その実践を中心として授業を展開する。具体的には，
「日本語」の概念の捉え直し，日本語表記の問題点，編集・造本の知識と技術など，文
章表現全般に関わる問題と技術を取りあげながら，実際に様々な文章を書く訓練を行
う。

授業内容

いろいろなメディアが登場し，さまざまに表現の地平をおしひろげている今日ですが，
映像作品にも台本が必要なように，文章による表現と創作は依然，欠くことができな
い「基本技」です。そしてこの基本技は，奥が深い。表現したい内容はもちろん，文
章を書く動機や目的，載せるメディア,文章の「受け手」との人間関係など，さまざま
な条件に応じて多種多様な書式・文体が使い分けられています。この授業では，文章
表現の特徴を，よんだり書いたりしながら確認し，自分が書きたい内容を適切な様式
で書くことができるようになるための土台を固めます。
むろん，書くいとなみは，よむいとなみと深くかかわっていますので，「よむ」実践も
求めます。また，制作した課題について学生諸君同士での意見交換も行います。これ
は，他者の文章をしっかりよんでコメントすることは，自分の文章を「他者の眼」で
厳しく見直すことにきわめて役立つからです。
当然，よんだり書いたりする文章の種類はさまざまであってよいのですが，この授業
では，おおむね，「書く」ために共通な基本的なことを確認したのち，各種の批評（書
評・音楽評・スポーツ評・劇評・コンサート評・映画評など），続いて小説の順に，適
宜，小課題を出しつつ扱います。一方，この過程で，各自の大きな課題として「春学
期制作」に取り組み，教員との個別のやりとりを通じながら仕上げます（批評4000字
または小説10000字など）。ほかに「夏期課題」あり。詳しくは授業内で説明します。

第�回：イントロダクション
第�回：「書く」とは
第�回：「書く」ために必要なこと（その�）
第�回：「書く」ために必要なこと（その�）
第�回：「書く」ために必要なこと（その�）
第�回：「書く」ために必要なこと（その�）
第�回：批評とは（その�）
第	回：批評とは（その�）
第
回：批評とは（その�）
第10回：批評とは（その�）
第11回：小説について（その�）
第12回：小説について（その�）
第13回：小説について（その�）
第14回：まとめ

履修上の注意

同じ教員の表現・創作IBと合わせて受講してください。
小課題の提出や，学生相互のコメントの交換を重視しますので，遅刻・欠席をしない
ことはもちろん，積極的な参加を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で出される小課題にあらかじめ取り組んで授業に臨み，各回，授業での配布物を
復習してじゅうぶんに理解すること。
また春学期通しての課題として，各自「春学期制作」のための準備（文献収集，取材
など）をし，執筆すること。

教科書

とくに指定しません。適宜，授業中にプリントを配布します。

参考書

授業のなかで適宜，提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業内での質疑応答など）…40%，「小課題」と「春学期制作」…60%

その他

928_14A50404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＢ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文章表現の基礎的知識の修得と，その実践を中心として授業を展開する。
具体的には，「日本語」の概念の捉え直し，日本語表記の問題点，編集・
造本の知識と技術など，文章表現全般に関わる問題と技術を取りあげなが
ら，実際に様々な文章を書く訓練を行う。

授業内容

まず，文章を運ぶメディア（＝文芸メディア）の代表としての「本」とい
うメディアの特徴について概観したあと，IAで制作した「春学期制作」の
合評を行います。そして，IAの継続として批評，小説について小課題を交
えつつ扱います。この過程で，春学期制作と同様の要項にそって，各自
「秋学期制作」を準備・執筆して仕上げ，最後にその合評をします。その
ほかに「夏期課題」に各自，取り組みます。
(春制作・秋制作の作品数によって合評の回数が増えることがあります）。

第�回：原稿を「本」にするとはどういうことか（その�）
第�回：原稿を「本」にするとはどういうことか（その�）
第�回：合評とはどういういとなみか
第�回：春学期制作合評（その�）
第�回：春学期制作合評（その�）
第�回：春学期制作合評（その�）
第�回：原稿を「本」にするとはどういうことか（その�）
第	回：原稿を「本」にするとはどういうことか（その�）
第
回：批評とは（その�）
第10回：批評とは（その�）
第11回：小説について（その�）
第12回：小説について（その�）
第13回：秋学期制作合評（その�）
第14回：秋学期制作合評（その�）

履修上の注意

同じ教員の表現・創作IAから継続して受講してください。
小課題の提出や，学生相互のコメントの交換を重視しますので，遅刻・欠
席をしないことはもちろん，積極的な参加を求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で出される小課題にあらかじめ取り組んで授業に臨み，各回，授業で
の配布物を復習してじゅうぶんに理解すること。
また，「夏期課題」に取り組むこと（詳しくは授業で説明）。
さらに，秋学期通しての課題として，各自「秋学期制作」のための準備
（文献収集，取材など）をし，執筆すること。

教科書

とくに指定しません。適宜，授業中にプリントを配布します。

参考書

授業のなかで適宜，提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業内での質疑応答など）…30%，「小課題」と「夏期課題」「秋
学期制作」…70%

その他
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929_14A50302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＡ 高 橋 雄 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文章表現の基礎的知識の修得と，その実践を中心として授業を展開する。
具体的には，「日本語」の概念の捉え直し，日本語表記の問題点，編集・造
本の知識と技術など，文章表現全般に関わる問題と技術を取り上げながら，
実際に様々な文章を書く訓練を行う。

授業内容

近代・現代の文章論・日記・随筆等を鑑賞し、それらの文章の構成や表現
の分析を通して、すぐれた文章とは何かという問題を考察する。
本授業の目的は、名文に触れるだけではなく、自分の言葉で、自分自身の

問題意識や思考したことを、誰にでもわかるように書く、すなわち「自己表
現の探求」というところにあります。

各回の内容
� 文章論の書き手
� 谷崎潤一郎「文章読本」
� 三島由紀夫「文章読本」
� 丸谷才一「文章読本」
� 中村明「名文」井上ひさし「説明文の伝達度」
� 森鴎外「独逸日記」
� 阿部次郎「三太郎の日記」 大宅壮一「大宅壮一日記」
	 文章論に関するレポート提出 寿岳章子「過ぎたれど去らぬ日々」

 文章論に関するレポートの講評
10 大宅歩「詩と反逆と死」
11 高野悦子「二十歳の原点」
12 赤木智弘「『丸山真男』をひっぱたきたい」
13 大庭みな子「幸福な結婚」
14 小林秀雄「信じることと知ること」

履修上の注意

文章論と日記・随筆に関するレポートは1000字程度のレポートで、�回課
す予定である。題目はこちらから提示するときもあるし、自由なときもあ
る。他に400字ぐらいのレポート課題を数回課す。欠席はできるだけしない
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義で取り上げる作品の著者について、あらかじめ調べておくこと。

教科書

特に指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書

谷崎潤一郎『文章読本』（中公文庫）
三島由紀夫『文章読本』（中公文庫）
丸谷才一『文章読本』（中公文庫）
本田勝一『日本語の作文技術』（朝日文庫）
清水幾太郎『論文の書き方』（岩波新書）

課題に対するフィードバックの方法

課題の提出やフイードバックは、オー明治を活用します。

成績評価の方法

授業への貢献度20％、課題（�回の1000字程度のレポート）60％、他レポー
ト20％。

その他

表現・創作ⅠBと合わせて受講してください。
原則、対面授業です。
万が一、休講になった時は、補講を行うのではなく、オンラインの授業を配
信します。
プリントの配布やレポートの提出等は、オー明治を活用します。

930_14A50402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＢ 高 橋 雄 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文章表現の基礎的知識の修得と，その実践を中心として授業を展開
する。具体的には，「日本語」の概念の捉え直し，日本語表記の問題
点，編集・造本の知識と技術など，文章表現全般に関わる問題と技術
を取り上げながら，実際に様々な文章を書く訓練を行う。

授業内容

論理的文章を書くための基本的な考え方、資料収集法、論文作成法
などを理解し、その実践方法を学んでいきます。

各回の内容
� 作文と論文の違い・論文の発想法
� ロジカル・シンキング（�）
� ロジカル・シンキング（�）
� テーマの決め方（�）
� テーマの決め方（�） テーマの決定
� 資料の収集・整理・分析（�）
� 資料の収集・整理・分析（�）
	 資料の収集・整理・分析（�） 参考文献�冊目要約提出

 論文作成法（�）
10 論文作成法（�）
11 論文作成法（�）
12 目次の完成
13 プレゼンテーション（�）
14 プレゼンテーション（�）

履修上の注意

最終的には、全員に4000字以上の論文を課します。テーマなどは全
く自由です。
毎回教室で指示する課題や調査などは確実にこなすこと。従って、
できるだけ欠席しないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の論文テーマに関係する書籍などをどんどん読破すること。

教科書

特に指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書

澤田昭夫『論文の書き方』（講談社学術文庫）
ウンベルト・エコ『論文作法』（而立書房）
神永正博『統計思考力』（日経ビジネス人文庫）

課題に対するフィードバックの方法

課題の提出やフイードバックは、オー明治を活用します。

成績評価の方法

授業への貢献度50％、最後に提出する論文50％。

その他

表現・創作ⅠAから継続して受講してください。
原則対面授業です。
万が一休講した時は、補講をせずに、オンラインで配信します。
プリントの配布やレポートの提出は、オー明治を活用します。
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931_14A50303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＡ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

イギリスの文芸批評家テリー・イーグルトンは、「文学とは、人間と文字表現と
の関わり方、その関わり方の総体だ」と述べている。これに倣えば、人間が文
字表現を書く、読む、そしてそれをもとに議論することはまぎれもなく「文学」
だと言うことができる。本科目はさまざまな文字表現と参加者が関わる（書く、
読む、議論する）という「文学」行為を演習形式によって実践的に行い、書く
ことのみならず、書かれたものを読むこと、そしてそれをもとに議論すること
を含めた文字をめぐる表現力の基礎を固めていくことを目標とする。また、
イーグルトンは「どんなものでも文学になり得るし、逆に、いつも紛れもない
文学だとみなされたもの──たとえばシェイクスピア──が、文学ではなくな
るということもありうる。」とも述べている。文学が文学でなくなり、文学でな
いものが文学となるのであれば、「論理的な文章」、「実用的な文章」、「文学的な
文章」という文字表現の区分はもはや意味を持たなくなる。それぞれの間に恣
意的に引かれた虚構の境界線を取り払い、「論理的で実用的で文学的な文章」の
可能性を追求することも、本科目の目標としたい。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 〈書く〉前に〈読む〉（�）
第�回 〈書く〉前に〈読む〉（�）
第�回 テクストとコンテクスト（�）
第�回 テクストとコンテクスト（�）
第�回 語る主体（�）
第�回 語る主体（�）
第	回 メディアの役割（�）
第
回 メディアの役割（�）
第10回 創作と批評（�）
第11回 創作と批評（�）
第12回 実用的な文学のために（�）
第13回 実用的な文学のために（�）
第14回 まとめ

履修上の注意

�．「表現・創作ⅠＢ」と同じ担当者のクラスを受講すること。
�．春学期を通じで2000字程度のレポートを�〜�回課す予定である。
（受講者の文章表現能力によっては、変更する場合もある）

�．本科目は演習科目である。積極的な姿勢で授業に臨むこと。また、発表日
に欠席することのないように。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布されたプリントに目を通しておくこと。課題が出された場合は事前
に準備をしておくこと。
毎回授業で扱ったテーマを整理して次回の課題に備えておくこと。議論で指摘
を受けた箇所は修正を加えておくこと。

教科書

特に指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書

石原千秋『読者はどこにいるのか 読者論入門』（河出文庫）
テリー・イーグルトン『文学とは何か 現代批評理論への招待』（上）（下）（岩
波文庫）
その他、授業時に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（提出課題、発表、議論への参加）：60％、学期末レポート：40％

その他

932_14A50403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＢ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

イギリスの文芸批評家テリー・イーグルトンは、「文学とは、人間と文字表現との
関わり方、その関わり方の総体だ」と述べている。これに倣えば、人間が文字表
現を書く、読む、そしてそれをもとに議論することはまぎれもなく「文学」だと
言うことができる。本科目はさまざまな文字表現と参加者が関わる（書く、読む、
議論する）という「文学」行為を演習形式によって実践的に行い、書くことのみ
ならず、書かれたものを読むこと、そしてそれをもとに議論することを含めた文
字をめぐる表現力の向上を目標とする。また、イーグルトンは「どんなものでも
文学になり得るし、逆に、いつも紛れもない文学だとみなされたもの──たとえ
ばシェイクスピア──が、文学ではなくなるということもありうる。」とも述べて
いる。文学が文学でなくなり、文学でないものが文学となるのであれば、「論理的
な文章」、「実用的な文章」、「文学的な文章」という文字表現の区分はもはや意味
を持たなくなる。それぞれの間に恣意的に引かれた虚構の境界線を取り払い、「論
理的で実用的で文学的な文章」を実現させることも、本科目の目標としたい。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 内面を書く（�）
第�回 内面を書く（�）
第�回 外面（風景）を書く（�）
第�回 外面（風景）を書く（�）
第�回 私（個人）を書く（�）
第�回 私（個人）を書く（�）
第	回 社会（集団）を書く（�）
第
回 社会（集団）を書く（�）
第10回 個人や社会の背後を書く（�）
第11回 個人や社会の背後を書く（�）
第12回 文字でしか表現できないものを書く（�）
第13回 文字でしか表現できないものを書く（�）
第14回 まとめ

履修上の注意

�．「表現・創作ⅠＡ」と同じ担当者のクラスを受講すること。
�．春学期を通じで2000字程度のレポートを�〜�回課す予定である。その他は
毎回400〜800字程度のミニレポートとなる。
（受講者の文章表現能力によっては、変更する場合もある）

�．本科目は演習科目である。積極的な姿勢で授業に臨むこと。また、発表日に
欠席することのないように。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布されたプリントに目を通しておくこと。課題が出された場合は事前に
準備をしておくこと。
毎回授業で扱ったテーマを整理して次回の課題に備えておくこと。議論で指摘を
受けた箇所は修正を加えておくこと。

教科書

特に指定しない。適宜プリントを配布する。

参考書

石原千秋『読者はどこにいるのか 読者論入門』（河出文庫）
テリー・イーグルトン『文学とは何か 現代批評理論への招待』（上）（下）（岩波
文庫）
その他、授業時に適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（提出課題、発表、議論への参加）：60％、学期末レポート：40％

その他

─ 486─



933_14A50301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＡ 柳 澤 幹 夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文章表現の基礎的認識，表現事例の分析、表現の実践といった形で授業を展開する。
具体的には，「文」の基本構造の捉え直し、言葉で表現するということへの自覚、表現の技術の

習得、表現ジャンルにおける言葉のあり方への認識、そして、実作とそれに対する他者の評価を知
るといった過程を通し、自己のこれまでの文章表現に関する省察と覚醒を春学期の目標とする。

授業内容

「文を書く」という行為において自らが何を行っていることになるのか、それを改めて再確認す
るところから入ろうと思う。それは必然的に、日本語の「文」の〈構造〉を意識化し、捉え直すこ
とにもなろう。
これに続けて、「言語表現」の各ジャンル（エッセイ・小説・詩・短歌・俳句）における「言葉」

のあり方と〈技法〉を解析し、自らの表現へのヒントや参考例を獲得していきたいと思う。。
以上を、さまざまな作家、詩人、歌人、俳人等における実例を通して認識する。
また、以上の学習の実践演習として、〈エッセイ〉〈写生文〉〈物語文〉〈短文表現〉を創作しても
らう。
これらの課題については相互に積極的かつ率直に批評し合う。そのことによって、他者には自分

の文章がどのように映るのか、その読者の反応ということを実体験し、自己の表現を錬磨する契機
としたい。

〔各回の講義内容〕
� 授業の目的・性質・展開・必要事項について ＋ ある実践
� 「文」を再認識するa ─ 連辞と範列（連合）
� 「文」を再認識するb ─ 散文の技法
� 「文」を再認識するc ─ レトリック・リズム（呼吸）・文体（課題 I「私」）
� 「文体」を認識するa ─ 詩のレトリック
� 「文体」を認識するb ─ 短歌・俳句の言葉
� 「描写」の技法〈�〉
	 「描写」の技法〈�〉

 「描写」の技法〈�〉（課題 II「最寄駅」）
10 「物語」の技法〈�〉
11 「物語」の技法〈�〉
12 「物語」の技法〈�〉（課題 III「一枚の写真」）
13 「短文表現」〈�〉 ─ 「俳句」
14 「短文表現」〈�〉 ─ 「短歌」

履修上の注意

この授業は各回の講義内容がそれぞれ次回へと有機的に連接していく性質を持っており、それら
を踏まえて、〈書く〉→〈合評する〉という行程の中で表現意識・表現力を高めていこうとするも
のである。すなわち実践的プログラムとしての側面を強くもつため、授業への出席と表現意欲の強
さが重要となる。欠席は基本的にしないという態勢及び意欲を持ちうる者、また、文章言語による
表現・創作ということに積極的モチベーションを持つ者が望ましい。
上記の「授業内容」は「講義」の内容予定であり、それに加えて、課題 I・IIの「合評」「概評」

を授業の前半に時間を設定して行う。すなわち、第�回以降は、モジュールａ＝「学生作品の合
評・概評」、モジュールｂ＝「上記の授業内容の講義」という授業構成となる。
また、場合によっては、学生間の「合評」をクラスウェブの「ディスカッション」のコーナーで

やってもらい、それを受けての「概評」を私がモジュールａで行うという方式をとることもある。
基本的に全員が自分のなんらかの作品の合評・概評を受けられるようにする。

準備学習（予習・復習等）の内容

・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの課題作品を構想し、アイデアを練り上げ、書き上げること（指定期間までに自宅で
書いて提出）。
・合評用の学生作品についての批評・添削を用意してもらうことがある。
・講義に使用する実例の表現について、分析を用意してもらうことがある。
・俳句、短歌を作る。
・上に記したように、「ディスカッション」上で合評をしてもらう可能性がある。

教科書

使用しない。適宜、プリントを配布する。

参考書

特に指定しない。授業の中で、適宜、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

他者の作品に対する批評・発言、講義で取り上げた表現実例に対する分析、授業への取り組み
＝50% ＋ 各課題＝50%

その他

934_14A50401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅠＢ 柳 澤 幹 夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文章表現の基礎的知識の修得と，その実践を中心として授業を展開する。具体的
には，「日本語」概念の捉え直し，日本語表記の問題点，編集・造本の知識と技術な
ど，文章表現全般に関わる問題と技術を取りあげながら，実際に様々な文章を書く
訓練を行う。

授業内容

〈論文〉の基本性質と必要事項を確認し、その実践に取り組む。
さらに、このBでは、言語表現と他の表現手段との差異と交叉、その創造性という
点へと授業を展開していく。特に「言語表現」との交叉対象として焦点化するのは
「映像表現」と「歌唱/音楽表現」である。

〔各回の内容予定〕
� 秋学期授業のテーマと展開について
� 〈論文〉の方法a─ 「論文」の基本性質と作成手順
� 〈論文〉の方法b─ 引用・出典・注・文献一覧などについて（ 課題Ⅳ「作品論」）
� 言語表現と映像表現ａ ─ 川端康成『伊豆の踊子』の表現とテーマ解析α
� 言語表現と映像表現ａ ─ 川端康成『伊豆の踊子』の表現とテーマ解析β
� 言語表現と映像表現ｂ ─ 映画『伊豆の踊子』の鑑賞
� 言語表現と映像表現ｃ ─ 「小説」と「映画」の境界
	 言語表現と映像表現d ─ 言語と映像の境界（課題Ⅴ「言語表現と映像表現」）

 歌謡における表現a ─ 「歌詞」と「声」
10 歌謡における表現b ─ 「歌詞」と「歌唱」
11 歌謡における表現ｃ ─ 「歌詞」と「楽曲」
12 歌謡における表現ｄ ─ 〈うた〉〈音声言語〉〈書記言語〉
13 歌謡における表現ｅ ─ 「歌詞」＋「歌唱/楽曲」＋「映像」
14 歌謡における表現ｆ ─ 歌謡表現／言葉と声（課題Ⅵ「歌謡における表現」）

履修上の注意

上記の「講義内容」でわかるように、この授業は各回の内容を前提として次回の
内容が展開される。したがって、欠席は原則としてしないという態勢と意欲を持ち
うる者が望ましい。
また、取り上げる作品・映画・歌詞・楽曲・映像に関して、適宜各自の感想や分

析を書いて提出してもらう。したがって、上記の探究内容に積極的・主体的な興味・
関心を抱く者が望ましい。
上記の課題Ⅳ「作品論」は�でテーマを決めた上、各自調査・考察を重ね、最終
日に提出してもらう。
課題Ⅴ、及び、課題Ⅵは講義を受けての自分の考察をまとめてもらうものである。
なお、この「表現・創作ⅠＢ」においては、講義の前半（モジュールａ）を利用

して、春学期「表現・創作ⅠＡ」の課題Ⅲ「一枚の写真」の合評をいくつかの回で
実施する。

準備学習（予習・復習等）の内容

・課題Ⅳ「作品論」における作品の選定、読解、論の構想、資料の調査、執筆。
・課題Ⅴ・Ⅵの準備、分析、執筆。
・川端康成『伊豆の踊子』の読解。
・「歌詞」の分析を用意してきてもらうことがある。

教科書

川端康成『伊豆の踊子・温泉宿 他四篇』（岩波文庫）

参考書

特に指定しない。授業の中で、適宜、紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点＋授業への貢献度50%，各課題50%

その他
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935_14F11301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅡＡ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

表現者として世に出ることを目指す者にとって，そのための方法論をとも
に探る。
単純な自己表現を超えて，いま表現すべきことはなんなのかという時代の
問題意識を共有すべく，同時代の作品を読み，かつ各自が実践として創作
を試みる。

授業内容

どんな表現（アウトプット）であっても，それに先立ってインプットが必
ず必要なはずだ。創作にあたってはまず既成のなにかを壊し傷つける（＝
創）からはじめなければならない。それで実際になにかを表現創作してい
くにあたって（�）同時代の作家たちがどのように道を切り拓いたのか，
および（�）いま壊すべきものはなにか，の二点を考える。具体的には、
現代の表現者たちが実際に用いている手法とその起源を分析する。
期中に作品の提出を求め，それに値する作品があれば合評する。
� 導入・エンターテインメントを書くということ
� エンターテインメントとはなにか
� 神話の構造
� ストーリーの展開のさせ方
� ストーリーの終わらせ方
� ユンク心理学の実作への影響
� キャラクターの作り方
	 キャラクターの動かし方、作品提出

 講評・合評
10 セリフの書き方
11 ネタ帳の作り方
12 日常での観察
13 作品分析①
14 作品分析②、作品提出

履修上の注意

自分で作品を書き、大勢の人に知らしめたいという強い希望が必要。

準備学習（予習・復習等）の内容

書くことが目的の講座であるが、授業中に実作する時間はない。あくまで
作品制作は自宅で行う。

教科書

特に指定しない。

参考書

クリストファー・ヴォグラー『神話の法則』

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出物80％、議論への参加など平常点20％

その他

提出物に対してはコメントを返す。

936_14F11401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現・創作ⅡＢ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

表現者として世に出ることを目指す者にとって，そのための方法論をとも
に探る。
単純な自己表現を超えて，いま表現すべきことはなんなのかという時代の
問題意識を共有すべく，同時代の作品を読み，かつ各自が実践として創作
を試みる。

授業内容

どんな表現（アウトプット）であっても，それに先立ってインプットが必
ず必要なはずだ。創作にあたってはまず既成のなにかを壊し傷つける（＝
創）からはじめなければならない。それで実際になにかを表現創作してい
くにあたって（�）同時代の作家たちがどのように道を切り拓いたのか，
および（�）いま壊すべきものはなにか，の二点を考える。具体的には、
現代の表現者たちが実際に用いている手法とその起源を分析する。
期中に作品の提出を求め，それに値する作品があれば合評する。
� 導入・純文学を書くということ
� 純文学とエンターテインメントとはどこが違うのか
� 石原慎太郎『太陽の季節』
� 安部公房『壁─S・カルマ氏の犯罪』
� 大江健三郎『死者の奢り』
� 中上健次 『十九歳の地図』
� 村上龍 『限りなく透明に近いブルー』
	 村上春樹『風の歌を聴け』

 町田康『くっすん大黒』
10 金原ひとみ『蛇にピアス』
11 綿谷りさ『インストール』
12 白岩玄『野ブタ。をプロデュース』
13 文体について
14 テーマについて

履修上の注意

表現・創作IIBと併せて受講のこと。
テクストに必ずじぶんであたること。

準備学習（予習・復習等）の内容

書くことが目的の講座であるが、授業中に実作する時間はない。あくまで
作品制作は自宅で行う。

教科書

上記の作品すべて。

参考書

特に指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

提出物にはコメントを返す。

成績評価の方法

提出物80％、議論への参加など平常点20％

その他
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937_14F12701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

表現と倫理 新 嶋 良 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

Outline of the class
Students will learn about the results of academic disciplines that have dealt with expressive culture,
such as political science, sociology, and cultural anthropology. Lectures will be given in the first half
of the class, followed by literature reading and discussion in the second half. Students are asked to
bring their own discussion sheets and are encouraged to speak actively based on the introduction of
newspaper articles that are closely related to the class.

Goals
Acquire basic knowledge of the ethics of expression and the ability to critically rethink media
expression. [Ability to think logically
To acquire the ability to structurally grasp the legal regulations and history of expression, recognize
the problems inherent therein, and articulate a direction toward their resolution. Creative Thinking
Skills

授業内容

Session �: Introduction (What is Expression and Ethics?)
Session � a : Dealing with Ethical Issues Documentary Case Studies

b : Discussion
Third session a : Media Expression and Bioethics

b : Literature reading and discussion
Session � a : Expression in a multicultural society (�) Traditional cultures that harm people and

freedom of expression
b : Literature reading

Session � a : Expression in a multicultural society (�) Updating traditional culture
b : Discussion

Session � a : Expression and Regulation (�) Self-regulation in the film industry - Hays Code
b : Literature reading

Session � a : Expression and Regulation (�) Red Purge
b:Discussion

Session 	 a : Propaganda (�) War and Media Representation
b : Literature reading

Session 9. a : Propaganda (�) Criticism of Nazi Germany through films
b : Discussion

Session 10 a : Media Norms and the Information Society (�) Mistrust of the Media
b : Literature reading

Session 11 a : Media Norms and the Information Society (�) Dichotomized Society Germany
b : Reading of literature

Session 12 a : Media Norms and the Information Society (�) Dichotomizing Societies U.S.A.
b : Discussion

Session 13. a : Freedom of Expression and Coexistence in Society : Hate Speech Issues as a Case
Study
b : Discussion

Session 14th a : Review and discussion of the entire lecture
b : Examination

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are required to prepare for the discussion in the lecture by researching newspaper articles
related to the content of the next week's lecture, which will be presented in advance of the lecture.
Students are expected to read the distributed handouts carefully and review important concepts.

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

30% contribution to the lecture (discussion, reaction forums)
Final exam 70% (given in the 14th week lecture)

その他

Quizzes and forum assignments will be given each session. You will also be responsible for
literature reading and leading discussions by yourself. You will be required to discuss in front of
others repeatedly, so please take this into consideration when taking this course.

938_14F11901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

評論研究 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

1910年代から1930年代にかけて日本の文壇で議論された問題は、現在に至
るまでの文芸作品を考えるにあたり示唆に富んだものが多い。本講義は、そ
のうちいくつかのトピックに絞って、文芸評論及びそこで言及された小説・
詩あるいは関連する小説・詩を読むことを通して、描写論、私小説、リアリ
ズムなどをめぐる問題を受講者自身の関心に寄せて修得し、各自が日本近現
代文学を研究していく上での視座を得ることを目標とする。

授業内容

第�回 1910年代文壇状況の確認
第�回 描写論（�）
第�回 描写論（�）
第�回 私小説（�）
第�回 私小説（�）
第�回 私小説（�）
第�回 感覚派と新感覚派（�）
第	回 感覚派と新感覚派（�）
第
回 リアリズム再検討（�）
第10回 リアリズム再検討（�）
第11回 詩と小説（�）
第12回 詩と小説（�）
第13回 純粋小説（�）
第14回 純粋小説（�）

履修上の注意

�．本科目は、対象となる文芸評論を読むにあたり、そこで言及されている
文学者や小説など、すべてに授業で触れるわけではない。また、各トピック
の中から部分的に抽出したかたちで講義を進めていく場合もある。受講に際
しては基本的な日本近代文学史に関する知識や、この時代に発表された小説
の読書経験を有していることが望ましい。
�．対象となるテクスト等についてや、レポート提出日を含む成績評価に関
する情報を初回の授業において説明するので、受講を希望する者は必ず初回
の授業に参加すること。
�．毎回、講義内容に関したコメントを提出してもらう予定である。提出さ
れたコメントのうち、全体にフィードバックすべき内容が記されているもの
については、次回の講義冒頭で紹介・補足等を行う。受講に際しては、基本
的なマナーを守って積極的な姿勢で臨むよう心がけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回で取り上げるテクストは必ず読んでおくこと。授業後は、講義をふまえ
て各自の見解をまとめておくこと。

教科書

プリントを配布する予定である。

参考書

初回の授業時に文献一覧を配布する予定である。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末レポート60％、リアクションペーパー等40％

その他
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939_14A35401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅠＡ クロズ 山口エリア

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。「フランス語」の授業で身につけた
文法事項を復習しながら実際に「話す」練習をします。ネイティヴと日本人教師
二人の教師が交互に担当します。�年次の終りには、仏検�級とDELF A�〜A�レ
ベルに到達することを目標にしています。

授業内容

教科書は、�つのレッスンで構成されるユニテが
つあり、全部で36レッスン
あります。各ユニテの最後には、�回分の実践的な総合練習問題と映像資料がつ
いています。毎回、�レッスンずつ、基礎フランス語会話IAとIIAの授業で交互に
進めていきます。たとえば、以下の【�〜�回目】というのは、最初の�週間に
行われる二人の教員それぞれの�回の授業、合計で�回授業にあたります。進度
はおよその目安ですので、難しいところやもっと練習が必要なところではクラス
に合わせて変わることもあります。また、語彙を増やすための教科書以外のオプ
ションもあります。

�〜�回目：Unite� 「出会い」あいさつ等と世界のなかのフランス語圏
（自己紹介・知り合う・ひとについて尋ねる）
�回目：総合練習問題・映像
�〜�回目：Unite2 「ポートレート」住む場所と買い物・芸術と映画
（事物の位置を説明する・ひとを特定する・買い物をする）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite3 「どこにあるの？」場所を探す、描写する・マルセイユの街
（不動産広告を読む・道を尋ねる・観光の情報を提供する）

回目：総合練習問題・映像・DELF A1評価テスト
10〜11回目：Unite4 「生活のリズム」日常生活とスポーツ・水泳選手の一日
（チケットを予約する・他人の職業等を尋ねる・日常について語る）
12回目：総合練習問題・映像
13回目：Unite5 「日常生活」食料、飲み物、衣服を買う・フランスのお祭り
（食生活について話す・出来事を語る（過去形）・絵葉書を書く）
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「基礎フランス語会話」IAaとIIAaで 同じ教材を使いますので、両方をセットで
履修してください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明します。
授業に毎回出席して、練習問題や口頭練習に積極的に参加することが大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習を心がけてください。

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand 著（Hachette社）

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ふだんの授業60％、テスト40％で評価します。

その他

940_14A35501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅠＢ クロズ 山口エリア

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。「フランス語」の授業で
身につけた文法事項を復習しながら実際に「話す」練習をします。ネイ
ティヴと日本人教師二人の教師が交互に担当します。�年次の終りに
は、仏検�級とDELF A�〜A�レベルに到達することを目標にしていま
す。

授業内容

春学期同様、�つのレッスンで構成された�つのユニテ（全部で16の
レッスン）を基礎フランス語会話ⅠBとⅡBで交互に進めていきます。各
ユニテの最後についている総合練習問題と映像資料にもそれぞれ�回分
の授業が当てられます。進度はおよその目安ですので、クラスの到達度
に合わせて変わるところもあります。春学期に続けて、語彙も強化しま
す。

�〜�回目：Unite6 「他人と生きる」習慣的な事柄・仕事
（許可を得る、拒否する・相談に乗る・パーティーの提案をする）
�回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
�〜�回目：Unite7 「好み」生活環境・レジャーとヴァカンス
（余暇の好み・生活環境や習慣などの好みを説明する）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite8 「みんなの話題」社会と文化・フランスを象徴する
もの
（思い出を語る・時事的な出来事を語る・体験を語る）

回目：総合練習問題・映像
10〜11回目：Unite9 「そのうち分かるさ！」未来・計画
（天気の予想をする・待ち合わせをする・計画を立てる）
12〜13回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「基礎フランス語会話」IBaとIIBaで 同じ教材を使いますので、両方を
セットで履修してください。
授業に毎回出席して、練習問題や口頭練習に積極的に参加することが大
切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習を心がけてください。

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand 著（Hachette社）

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ふだんの授業60％、テスト40％で評価します。

その他
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941_14A35402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅠＡ ベルナール

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。ネイティブの教師が週二回担当
し、「フランス語」の授業で身につけた文法事項を復習しながら実際に「話
す」練習をします。�年次の終りには、仏検�級とDELF A�〜A�レベルに到
達することを目標にしています。

授業内容

教科書は、�つのレッスンで構成されるユニテが
つあり、全部で36の
レッスンがあります。各ユニテの最後には、�回分の実践的な総合練習問題
と映像資料がついています。毎回、�レッスンずつ、基礎フランス語会話IAと
IIAの授業で交互に進めていきます。たとえば、以下の【�〜�回目】という
のは、最初の�週間に行われる基礎フランス語会話ⅠAとⅡAそれぞれの�回
の授業、合計で�回授業にあたります。
進度はおよその目安ですので、難しいところやもっと練習が必要なところで
はクラスに合わせて変わることもあります。また、語彙を増やすための教科
書以外のオプションもあります。

�〜�回目：Unite� 「出会い」あいさつ等と世界のなかのフランス語圏（自
己紹介・知り合う・ひとについて尋ねる）
�回目： 総合練習問題・映像
�〜�回目：Unite2 「ポートレート」住む場所と買い物・芸術と映画（事物
の位置を説明する・ひとを特定する・買い物をする）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite3 「どこにあるの？」場所を探す、描写する・マルセイユ
の街（不動産広告を読む・道を尋ねる・観光の情報を提供する）

回目：総合練習問題・映像・DELF A1評価テスト
10〜11回目：Unite4 「生活のリズム」日常生活とスポーツ・水泳選手の一日
（チケットを予約する・他人の職業等を尋ねる・日常について語る）
12〜13回目： Unite5 「日常生活」食料、飲み物、衣服を買う・フランスの
お祭り（食生活について話す・出来事を語る（過去形）・絵葉書を書く）
14回目：a テスト b 正答回答

履修上の注意

「フランス語コミュニケーション」IAとIIAで 同じ教材を使いますので，両方
をセットで履修してください。
授業に毎回出席して，練習問題や口頭練習に積極的に参加することが大切で
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

前の授業で学習したことを各自で復習してくること

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand 著（Hachette社）

参考書

学生の学習意欲・興味のある分野等に応じて，希望者には参考文献を紹介
します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加・課題等60％、テスト40％で評価します。

その他

間違いを恐れず積極的に授業に参加しましょう。なるべく大きな声ではっ
きりと発音すること，わからない時は恥ずかしがらずにすぐ質問することを
お勧めします。

942_14A35502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅠＢ ベルナール

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。ネイティブの教師が週二
回担当し、「フランス語」の授業で身につけた文法事項を復習しながら
実際に「話す」練習をします。�年次の終りには、仏検�級とDELF A
�〜A�レベルに到達することを目標にしています。

授業内容

春学期同様、�つのレッスンで構成された�つのユニテ（全部で16
のレッスン）を基礎フランス語会話ⅠBとⅡBで交互に進めていきます。
各ユニテの最後についている総合練習問題と映像資料にもそれぞれ�
回分の授業が当てられます。進度はおよその目安ですので、クラスの
到達度に合わせて変わるところもあります。春学期に続けて、語彙も
強化します。

�〜�回目：Unite6 「他人と生きる」習慣的な事柄・仕事（許可を得
る、拒否する・相談に乗る・パーティーの提案をする）�回目：総合
練習問題・映像・DELF A�評価テスト
�〜�回目：Unite7 「好み」生活環境・レジャーとヴァカンス（余暇
の好み・生活環境や習慣などの好みを説明する）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite8 「みんなの話題」社会と文化・フランスを象徴す
るもの（思い出を語る・時事的な出来事を語る・初体験を語る）

回目：総合練習問題・映像
10〜11回目：Unite9 「そのうち分かるさ！」未来・計画（天気の予想
をする・待ち合わせをする・計画を立てる）
12回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
13回目：復習
14回目：a DELF A�対応テスト b 正答解答

履修上の注意

「フランス語コミュニケーション」IBとIIBで 同じ教材を使いますので，
両方をセットで履修してください。
授業に毎回出席して，練習問題や口頭練習に積極的に参加することが
大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

前の授業で学習したことを各自で復習してくること。

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand著（Hachette社）

参考書

学生の学習意欲・興味のある分野等に応じて，希望者には参考文献
を紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加・課題等60％、テスト40％で評価します

その他

間違いを恐れず積極的に授業に参加しましょう。なるべく大きな声で
はっきりと発音すること，わからない時は恥ずかしがらずにすぐ質問
することをお勧めします。
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943_14A35601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅡＡ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。ネイティヴと日本人、二人の教員
が交互に担当し、「フランス語」の授業で身につけた文法事項を復習しながら実際
に「話す」練習をします。�年次の終りには、仏検�級とDELF A�〜A�レベルに
到達することを目標にしています。

授業内容

教科書は、�つのレッスンで構成されるユニテが
つあり、全部で36レッスン
あります。各ユニテの最後には、�回分の実践的な総合練習問題と映像資料がつ
いています。毎回、�レッスンずつ、基礎フランス語会話IAとIIAの授業で交互に
進めていきます。たとえば、以下の【�〜�回目】というのは、最初の�週間に
行われる二人の教員それぞれの�回の授業、合計で�回授業にあたります。進度
はおよその目安ですので、難しいところやもっと練習が必要なところではクラス
に合わせて変わることもあります。また、語彙を増やすための教科書以外のオプ
ションもあります。

�〜�回目：Unite� 「出会い」あいさつ等と世界のなかのフランス語圏
（自己紹介・知り合う・ひとについて尋ねる）
�回目：総合練習問題・映像
�〜�回目：Unite2 「ポートレート」住む場所と買い物・芸術と映画
（事物の位置を説明する・ひとを特定する・買い物をする）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite3 「どこにあるの？」場所を探す、描写する・マルセイユの街
（不動産広告を読む・道を尋ねる・観光の情報を提供する）

回目：総合練習問題・映像・DELF A1評価テスト
10〜11回目：Unite4 「生活のリズム」日常生活とスポーツ・水泳選手の一日
（チケットを予約する・他人の職業等を尋ねる・日常について語る）
12回目：総合練習問題・映像
13回目：Unite5 「日常生活」食料、飲み物、衣服を買う・フランスのお祭り
（食生活について話す・出来事を語る（過去形）・絵葉書を書く）
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「基礎フランス語会話」IAaとIIAaで 同じ教材を使いますので、両方をセットで
履修してください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明します。
授業に毎回出席して、練習問題や口頭練習に積極的に参加することが大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習を心がけてください。

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand 著（Hachette社）

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ふだんの授業60％、テスト40％で評価します。

その他

944_14A35701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅡＢ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。ネイティヴと日本人、
二人の教員が交互に担当し、「フランス語」の授業で身につけた文法事
項を復習しながら実際に「話す」練習をします。�年次の終りには、
仏検�級とDELF A�〜A�レベルに到達することを目標にしています。

授業内容

春学期同様、�つのレッスンで構成された�つのユニテ（全部で16
のレッスン）を基礎フランス語会話ⅠBとⅡBで交互に進めていきます。
各ユニテの最後についている総合練習問題と映像資料にもそれぞれ�
回分の授業が当てられます。進度はおよその目安ですので、クラスの
到達度に合わせて変わるところもあります。春学期に続けて、語彙も
強化します。

�〜�回目：Unite6 「他人と生きる」習慣的な事柄・仕事
（許可を得る、拒否する・相談に乗る・パーティーの提案をする）
�回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
�〜�回目：Unite7 「好み」生活環境・レジャーとヴァカンス
（余暇の好み・生活環境や習慣などの好みを説明する）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite8 「みんなの話題」社会と文化・フランスを象徴す
るもの
（思い出を語る・時事的な出来事を語る・体験を語る）

回目：総合練習問題・映像
10〜11回目：Unite9 「そのうち分かるさ！」未来・計画
（天気の予想をする・待ち合わせをする・計画を立てる）
12〜13回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「基礎フランス語会話」IBaとIIBaで 同じ教材を使いますので、両方を
セットで履修してください。
授業に毎回出席して、練習問題や口頭練習に積極的に参加することが
大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習を心がけてください。

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand 著（Hachette社）

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ふだんの授業60％、テスト40％で評価します。

その他
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945_14A35602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅡＡ 中 村 美 緒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。ネイティヴと日本人、二人の教
員が交互に担当し、「フランス語」の授業で身につけた文法事項を復習しなが
ら実際に「話す」練習をします。�年次の終りには、仏検�級とDELF A�〜A
�レベルに到達することを目標にしています。

授業内容

教科書は、�つのレッスンで構成されるユニテが
つあり、全部で36レッ
スンあります。各ユニテの最後には、�回分の実践的な総合練習問題と映像
資料がついています。毎回、�レッスンずつ、基礎フランス語会話IAとIIAの
授業で交互に進めていきます。たとえば、以下の【�〜�回目】というのは、
最初の�週間に行われる二人の教員それぞれの�回の授業、合計で�回授業
にあたります。進度はおよその目安ですので、難しいところやもっと練習が
必要なところではクラスに合わせて変わることもあります。また、語彙を増
やすための教科書以外のオプションもあります。

�〜�回目：Unite� 「出会い」あいさつ等と世界のなかのフランス語圏（自
己紹介・知り合う・ひとについて尋ねる）
�回目：総合練習問題・映像
�〜�回目：Unite2 「ポートレート」住む場所と買い物・芸術と映画（事物
の位置を説明する・ひとを特定する・買い物をする）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite3 「どこにあるの？」場所を探す、描写する・マルセイユ
の街（不動産広告を読む・道を尋ねる・観光の情報を提供する）

回目：総合練習問題・映像・DELF A1評価テスト
10〜�回目：Unite4 「生活のリズム」日常生活とスポーツ・水泳選手の一日
（チケットを予約する・他人の職業等を尋ねる・日常について語る）
12回目：総合練習問題・映像
13回目：Unite5 「日常生活」食料、飲み物、衣服を買う・フランスのお祭り
（食生活について話す・出来事を語る（過去形）・絵葉書を書く）
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「基礎フランス語会話」IAaとIIAaで 同じ教材を使いますので、両方をセット
で履修してください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明し
ます。 授業に毎回出席して、練習問題や口頭練習に積極的に参加すること
が大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習を心がけてください。

教科書

『Le Nouveau Taxi �』 Guy Capelle, Robert Menand 著（Hachette社）

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ふだんの授業60％、テスト40％で評価します。

その他

946_14A35702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅡＢ 中 村 美 緒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「聞く」「話す」力をつけるための授業です。ネイティヴと日本人、二
人の教員が交互に担当し、「フランス語」の授業で身につけた文法事
項を復習しながら実際に「話す」練習をします。�年次の終りには、
仏検�級とDELF A�〜A�レベルに到達することを目標にしていま
す。

授業内容

春学期同様、�つのレッスンで構成された�つのユニテ（全部で16
のレッスン）を基礎フランス語会話ⅠBとⅡBで交互に進めていきま
す。各ユニテの最後についている総合練習問題と映像資料にもそれぞ
れ�回分の授業が当てられます。進度はおよその目安ですので、クラ
スの到達度に合わせて変わるところもあります。春学期に続けて、語
彙も強化します。

�〜�回目：Unite6 「他人と生きる」習慣的な事柄・仕事（許可を
得る、拒否する・相談に乗る・パーティーの提案をする）
�回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
�〜�回目：Unite7 「好み」生活環境・レジャーとヴァカンス（余
暇の好み・生活環境や習慣などの好みを説明する）
�回目：総合練習問題・映像
�〜	回目：Unite8 「みんなの話題」社会と文化・フランスを象徴
するもの（思い出を語る・時事的な出来事を語る・体験を語る）

回目：総合練習問題・映像
10〜11回目：Unite9 「そのうち分かるさ！」未来・計画（天気の予
想をする・待ち合わせをする・計画を立てる）
12〜13回目：総合練習問題・映像・DELF A�評価テスト
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「基礎フランス語会話」IBaとIIBaで 同じ教材を使いますので、両方
をセットで履修してください。 授業に毎回出席して、練習問題や口
頭練習に積極的に参加することが大切です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習を心がけてください。

教科書

『Le Nouveau Taxi�』 Guy Capelle, Robert Menand著（Hachette社）

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

ふだんの授業60％、テスト40％で評価します。

その他
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947_14A35403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅢＡ 井 上 美 穂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の目標は、フランス語のニュース番組・ホームページから、自分
の求める情報が探し出せるようになり、その情報に関してフランス語で
口頭でコメントできるようになることです。そのために、毎回の授業で
フランス語のニュース番組のききとり、ホームページでの情報検索とい
う�種類の練習を行います。この�種類の練習は毎回の授業でひとつの
同じテーマに沿って作られています。そして授業の最後に、その日の
テーマに関してフランス語でコメントを述べる練習を行います。録音を
提出し、次週に教員からのコメントを受け取ります。

授業内容

基本的に�週間以内の最新のニュースをテーマとしてとりあげます。
2023年のニュースを予測することはできませんので、次に参考として
2022年度春学期に扱ったテーマを列挙します。

第�回：フランス大統領選挙の結果
第�回：イースターのチョコレート
第�回：ウクライナへの軍事進攻
第�回：フランス風サンドイッチ jambon-beurre
第�回：ロックフォールチーズ
第�回：カンヌ映画祭
第�回：自動車産業
第	回：サッカーの試合で暴動
第
回：ウクライナでの国境なき医師団の活動
第10回：熱波がフランス国鉄の運行に影響
第11回：地球温暖化
第12回：欧州連合
第13回：ツールドフランス
第14回：�月14日の軍事パレードとシャンゼリゼ

履修上の注意

ニュース番組のききとりと、ホームページの閲覧には、CALL教室のパ
ソコンを使います。�回目の授業から大学のパソコンが使えるように、
パスワード等の確認を行っておいてください。
�回目の授業から辞書が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必要ありません。会話録音に関して教員から返却されたコメン
トをよく読んで、次週の録音に反映させるようにしてください。

教科書

教科書購入の必要はありません。

参考書

辞書は�回目の授業から必要です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業には75％以上出席する必要があります。75％未満の場合は単位
は取得できません。そして学期末に行う試験を100％として、評価を決
めます。

その他

948_14A35503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅢＢ 井 上 美 穂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の目標は、フランス語のニュース番組・ホームページから、自分
の求める情報が探し出せるようになり、その情報に関してフランス語で
口頭でコメントできるようになることです。そのために、毎回の授業で
フランス語のニュース番組のききとり、ホームページでの情報検索とい
う�種類の練習を行います。この�種類の練習は毎回の授業でひとつの
同じテーマに沿って作られています。そして授業の最後に、その日の
テーマに関してフランス語でコメントを述べる練習を行います。録音を
提出し、次週に教員からのコメントを受け取ります。

授業内容

基本的に�週間以内の最新のニュースをテーマとしてとりあげます。
2023年のニュースを予測することはできませんので、次に参考として
2022年度秋学期に扱ったテーマを列挙します。

第�回：シーズンオフのモンサンミッシェルで観光客が増大
第�回：トリュフ
第�回：石油大手トタルエナジー社
第�回：フランス電力公社
第�回：モナリザにケーキが投げつけられる
第�回：今年のワインは量は減少、質は良い
第�回：ニューカレドニア
第	回：医療検査機関の収入が増える
第
回：心のレストラン
第10回：ストラスブールのマルシェドノエル
第11回：パリ五輪のマスコット決まる：フリージュ
第12回：サッカーワールドカップ フランス対モロッコ
第13回：ガレットデロワ：アーモンド、それともブリオッシュ？
第14回：牛のげっぷが排出するメタン

履修上の注意

ニュース番組のききとりと、ホームページの閲覧には、CALL教室のパ
ソコンを使います。�回目の授業から大学のパソコンが使えるように、
パスワード等の確認を行っておいてください。
�回目の授業から辞書が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必要ありません。会話録音に関して教員から返却されたコメン
トをよく読んで、次週の録音に反映させるようにしてください。

教科書

教科書購入の必要はありません。

参考書

辞書は�回目の授業から必要です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業には75％以上出席する必要があります。75％未満の場合は単位
は取得できません。そして学期末に行う試験を100％として、評価を決
めます。

その他
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949_14A35801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅢＡ ドナティ，ジャンアレ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を「聞く」「話す」力をつけることを目標とした授業です。「中級フラン
ス語会話I Aa」 と「II Aa」で同じ教材を使い、
春学期は�年次で習った文法や会話表現を復習しながら進んでいきます。実際の

会話に近い生きたフランス語で、聞き取り練習、発音やイントネーション練習、グ
ループで行う会話練習などが充実している、楽しい教材で練習を重ねていきます。
DELF A�と仏検準�級を視野に入れています。

授業内容

進度はおよその目安です。練習問題等はすべてやるとは限りませんし、到達度に合
わせて予定を変更することもあります。また、聞き取りや会話練習のほかに、教科
書のテーマに関連したミニ・プレゼンテーションを行ったり、課題を出したりする
こともあります。

�〜3回目：Jour � Marseille
Rendez-vous � 「マルセイユ到着」：出会いの挨拶、人を描写する。
Rendez-vous �「自由時間」：趣味について語る。
�〜�回目：Jour � Genève
Rendez-vous �「ジュネーヴのブティック」：衣服を描写する、相談にのる、支払
う。
Rendez-vous �「「再会」：物を描写する、過去との相違を伝える。
�回目：これまでのまとめ
	〜10回目：Jour � Aoste
Rendez-vous �「山で」：位置を説明する、出来事を語る。
Rendez-vous �「山のスポーツ」：環境を説明する、機械の操作を説明・指示する。
11回目：これまでのまとめ
12〜13回目： Jour � Marseille
Rendez-vous �「近隣の人たち」：住んでいる街について語る、申し合わせをする。
Rendez-vous �「事故」：感情を表現する、身体の状態を説明する、頻度を表現す
る。
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「中級フランス語」I Aa・II Aaで同じ教材を使いますので、両方をセットで履修し
てください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明します。
毎回出席し、積極的に授業に参加することが大切です。また、自然なフランス語

を身につけるためには復習を怠らず、授業外でもたくさん練習することが必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習として教科書を読み直すことを心がけてください。

教科書

Agenda �, D. Baglieto他著（Hachette社）を使用します。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Grading and Evaluation

授業への積極的参加・課題等60％、期末試験40％で評価します。

その他

950_14A35901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅢＢ ドナティ，ジャンアレ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を「聞く」「話す」力をつけることを目標とした授業です。「中級
フランス語会話I B」 と「II B」で同じ教材を使い。秋学期も春学期と同じ教材
Agenda �を使います。実際の会話に近いフランス語で、聞き取り練習、発音や
イントネーション練習、グループで行う会話練習などが充実している、楽しい
教材で練習を重ねていきます。DELF A�と仏検準�級を視野に入れています。

授業内容

進度はおよその目安です。練習問題等はすべてやるとは限りませんし、到達度
に合わせて予定を変更することもあります。また、聞き取りや会話練習のほか
に、教科書のテーマに関連したミニ・プレゼンテーションを行ったり、課題を
出したりすることもあります。

�〜3回目：Jour � Cotonou (アフリカ・ベナン)
Rendez-vous �「国際会議」：性格を説明する、発言の機会を得る。
Rendez-vous �「自然保護区」：反対や同意を表現する。
�〜�回目：Jour � Marseille
Rendez-vous �「旅から戻る」：思い出を語る、時間的な位置づけ。
Rendez-vous �「コンサート」：出来事を語る、意見を表明する。
�回目：これまでのまとめ
	〜10回目：Jour � Montpellier
Rendez-vous �「旅行の計画」：電話やメールでの問い合わせ、行政とのやり取
り。
Rendez-vous �「広告」：広告資料を説明する、仮定を表現する。
11回目：これまでのまとめ
12〜13回目： Jour 	 Québec
Rendez-vous �「アルバイト」：住んでいる街について語る、申し合わせをす
る。
Rendez-vous �「新生活」：経歴を説明する、義務と禁止、願いや希望を表現す
る。
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「中級フランス語」I Ba・II Baで同じ教材を使いますので、両方をセットで履修
してください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明します。
毎回出席し、積極的に授業に参加することが大切です。また、自然なフラン

ス語を身につけるためには復習を怠らず、授業外でもたくさん練習することが
必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業後に復習として教科書を読み直すことを心がけてください。

教科書

Agenda �, D. Baglieto他著（Hachette社）。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加・課題等60％、期末試験40％で評価します。

その他
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951_14A36001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅣＡ クロズ 山口エリア

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を「聞く」「話す」力をつけることを目標とした授業です。「中
級フランス語会話I Ab」 と「IIAb」で同じ教材を使い。 春学期は�年次
で習った文法や会話表現を復習しながら進んでいきます。実際の会話に近
い生きたフランス語で、聞き取り練習、発音やイントネーション練習、グ
ループで行う会話練習などが充実している、楽しい教材で練習を重ねてい
きます。DELF A2と仏検準�級を視野に入れています。

授業内容

進度はおよその目安です。練習問題等はすべてやるとは限りませんし、到
達度に合わせて予定を変更することもあります。
�〜3回目：Jour � Marseille
Rendez-vous �「マルセイユ到着」：出逢いの挨拶、人を描写する。
Rendez-vous �「自由時間」：趣味について語る。
�〜�回目：Jour � Genève
Rendez-vous �「ジュネーヴのブティック」：衣服を描写する、相談に乗
る、支払う。
Rendez-vous �「再会」：物を描写する、過去との相違を表現する。
�回目：まとめ、小テスト等
	〜10回目：Jour � Aoste
Rendez-vous �「山で」：位置を説明する、出来事を語る。
Rendez-vous �「スポーツ・レッスン」：環境を説明する、機械の操作を
説明する、指示する。
11回目: DELF模試
12〜13回目：Jour � Marseille
Rendez-vous �「近隣の人たち」：住んでいる街について語る、申し合わ
せを説明する。
Rendez-vous �「事故」：感情を表現する、身体の状態を説明する、頻度
を表現する。
14回目：a : 試験 b : 正答解説

履修上の注意

「中級フランス語」IAb・IIAbで同じ教材を使いますので、両方をセットで
履修してください。二人の教師の分担と進め方については、初回に説明し
ます。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回出席して積極的に参加することが大切です。また、自然なフランス語
を身につけるには、復習を怠らず、たくさん練習することが必要です。

教科書

Agenda �, D. Baglieto他著 （Hachette社）を使用します。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加60％，期末試験40％で評価します。

その他

952_14A36101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅣＢ クロズ 山口エリア

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を「聞く」「話す」力をつけることを目標とした授業です。
「中級フランス語会話I B」 と「II B」で同じ教材を使い。
秋学期も春学期と同じ教材Agenda �を使います。実際の会話に近い
フランス語で、聞き取り練習、発音やイントネーション練習、グループ
で行う会話練習などが充実している、楽しい教材で練習を重ねていきま
す。DELF A2と仏検準�級を視野に入れています。

授業内容

進度はおよその目安です。すべての練習問題等をやるとは限りません
し、到達度に合わせて予定を変更することもあります。
�〜3回目：Jour � Cotonou (アフリカ・ベナン)
Rendez-vous �「会議で」：ひとの性格を説明する、発言の機会を得る。
Rendez-vous �「自然保護区」:：反対や同意を表現する。
�〜�回目：Jour � Marseille
Rendez-vous �「旅からの帰還」：思い出を語る、時間的な位置づけ。
Rendez-vous �「コンサート」：出来事を語る、意見を表明する。
�回目：まとめ、小テスト等
	〜10回目：Jour � Montpellier
Rendez-vous �「出発の計画」：遠方に連絡を取る、行政とのやりとり。
Rendez-vous �「広告の夜」：広告資料を説明する、仮定を表現する。
11回目:DELF模試
12〜13回目：Jour 	 Québec
Rendez-vous �「アルバイト」：住んでいる街について語る、申し合わ
せを説明する。
Rendez-vous �「新生活」：経歴を説明する、義務と禁止、願いや希望
を表現する。
14回目a：まとめ b：試験

履修上の注意

「中級フランス語IB」と「IIB」で同じ教材を使いますので、両方をセッ
トで履修してください。二人の教師の分担と進め方については、初回に
説明します。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回出席して積極的に参加することが大切です。また、自然なフランス
語を身につけるには、復習を怠らず、たくさん練習することが必要で
す。

教科書

Agenda �, D. Baglieto 他著 （Hachette社）を使用します。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加60％，期末試験40％で評価します。

その他

─ 496─



953_14A35603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅣＡ ドナティ，ジャンアレ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

(Tout en étudiant les bases de la grammaire française, on sʼentraîne à parler en français de sa vie quotidienne et de ses centres
dʼintérêt. Pour parvenir à parler plus spontanément, on fait à deux des activités dʼautomatismes écrites ou orales.)
フランス語の基本文法を勉強しながら、自分自身の日常生活や興味を持っていることについてフランス語で話す練習をします。
自然にフランス語が口をついて出るよう、教科書にそってペアでの会話練習とさまざまな練習問題を繰り返し行います。
(Les objectifs de ce cours sont les suivants)
この授業の目標は次のとおりです。
(Être capable de construire une proposition simple dans le respect de la syntaxe : rôles respectifs des noms, adjectifs, adverbes,
articles, verbes, prépositions etc.)
フランス語の構文の規則（名詞、形容詞、副詞、冠詞、動詞、前置詞などの品詞の役割）に従って簡単な文を作れるようにな
ること。
(Être capable de lier les différentes propositions entre elles de manière naturelle et logique)
複数の文を論理的かつ自然につなげられるようになること。
(Être capable dʼécrire sans fautes dʼorthographe)
スペルを間違えずに書けるようになること。
(Sʼhabituer progressivement à la prononciation du français)
フランス語の発音に少しずつ慣れること。
(Acquérir les réflexes oraux nécessaires au bon déroulement dʼune conversation courante en français)
会話をなめらかに展開させるために必要なフランス語の反射神経を身につけること。
(Pouvoir parler en français de sa vie quotidienne et de ses centres dʼintérêt)
自分の日常生活や興味のあることについて、フランス語で話せるようになること。
(Savoir enchaîner sans hésiter les idées dans une conversation)
迷いなく自然にフランス語で会話を続けられるようになること。
(Acquérir des rudiments sur les spécificités de la culture française et ses différences avec la culture japonaise)
フランス文化の特性と、フランス文化と日本文化との違いについての基本的な知識を得ること。
(Acquérir suffisamment dʼautonomie pour un voyage dans les pays francophones)
フランス語圏の国を旅行したときに困らないレベルのフランス語を身につけること。
(On fait en groupes les exercices proposés dans chaque leçon du manuel, en alternant activités écrites ou orales)
教科書の各課で提案される練習問題をグループで行います。筆記による練習問題と口頭によるアクティビティを行います。

授業内容

(SEMESTRE DE PRINTEMPS)
第�回：課と�課．Étude de texte - Vocabulaire - Écriture
第�回：�課．Lecture + compréhension écrite
第�回：�課．Révisions
第�回：�課．Préparation de présentation
第�回：�課．Préparation PowerPoint
第�回：復習. Présentation
第�回：�課．Révisions
第	回：�課．Étude de texte - vocabulaire - Écriture
第
回：�課．Présentations de nouvelles + Interaction
第10回：�課．Présentations de nouvelles + Interaction
第11回：復習. Révisions
第12回：�課．Préparation test final
第13回：	課．Préparartion PowerPoint
第14回：筆記試験 . Présentation finale

(Le programme est susceptible d'être modifié)
授業計画は変更する可能性があります。

履修上の注意

Niveau A2 requis

準備学習（予習・復習等）の内容

Les cours seront variés :

- cours de révision
- cours de pratique orale en petits groupes
- cours avec PowerPoint
- présentations de sujets divers sur PowerPoint par les étudiant(e)s

教科書

Pas de manuel spécifique.
Le professeur proposera des documents de sources différentes.

参考書

(Un dictionnaire de français)
仏和辞典・和仏辞典

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

(Examen final) (Contrôle continu)
期末試験 (kimatsu shiken) 小テスト (sho tesuto)
(Sont pris en compte la présence et la participation à 50%, et de petits tests à 50%.)
成績は、出席と授業態度が30%、小テストが70%です。
(Dans ce cours, le plus important c'est la présence et la participation active.)
この授業では、出席して積極的に参加することが大切です。
(Attention les absences et retards répétés sont éliminatoires pour lʼunité de valeur.)
欠席と遅刻が多い場合、単位は認定されません。
(Deux retards valent une absence.)
�回遅刻すると、欠席�回と見なします。
(Test écrit / Test oral)
筆記試験 (hikki shiken) / 口頭試験 (koutou shiken)

その他

(Les activités orales sont très importantes. C'est pourquoi il faut être très concentré et très actif lors des activités de groupes en
classe. Mais ce travail doit être poursuivi à la maison par des révisions et un entraînement phonétique.

954_14A35703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅣＢ ドナティ，ジャンアレ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

(Être capable de lier les différentes propositions entre elles de manière naturelle et logique)
複数の文を論理的かつ自然につなげられるようになること。

(Être capable dʼécrire sans fautes dʼorthographe)
スペルを間違えずに書けるようになること。

(Sʼhabituer progressivement à la prononciation du français)
フランス語の発音に少しずつ慣れること。

(Acquérir les réflexes oraux nécessaires au bon déroulement dʼune conversation courante en français)
会話をなめらかに展開させるために必要なフランス語の反射神経を身につけること。

(Pouvoir parler en français de sa vie quotidienne et de ses centres dʼintérêt)
自分の日常生活や興味のあることについて、フランス語で話せるようになること。

(Savoir enchaîner sans hésiter les idées dans une conversation)
迷いなく自然にフランス語で会話を続けられるようになること。

(Acquérir des rudiments sur les spécificités de la culture française et ses différences avec la culture japonaise)
フランス文化の特性と、フランス文化と日本文化との違いについての基本的な知識を得ること。

(Acquérir suffisamment dʼautonomie pour un voyage dans les pays francophones)
フランス語圏の国を旅行したときに困らないレベルのフランス語を身につけること。

(On fait en groupes les exercices proposés dans chaque leçon du manuel, en alternant activités écrites ou orales)
教科書の各課で提案される練習問題をグループで行います。筆記による練習問題と口頭によるアクティビティを行います。

授業内容

(SEMESTRE D'AUTOMNE)
第�回：課と�課．Étude de texte - Vocabulaire - Écriture
第�回：�課．Lecture + compréhension écrite
第�回：�課．Révisions
第�回：�課．Préparation de présentation
第�回：�課．Préparation PowerPoint
第�回：復習. Présentation
第�回：�課．Révisions
第	回：�課．Étude de texte - vocabulaire - Écriture
第
回：�課．Présentations de nouvelles + Interaction
第10回：�課．Présentations de nouvelles + Interaction
第11回：復習. Révisions
第12回：�課．Préparation test final
第13回：	課．Préparartion PowerPoint
第14回：筆記試験 . Présentation finale

(Le programme est susceptible d'être modifié)
授業計画は変更する可能性があります

履修上の注意

Niveaux A2 et B1

準備学習（予習・復習等）の内容

Les cours seront variés :

- cours de révision
- cours de pratique orale en petits groupes
- cours avec PowerPoint
- présentations de sujets divers sur PowerPoint par les étudiant(e)s

教科書

Pas de manuel spécifique.
Le professeur proposera des documents de sources différentes.

参考書

Un dictionnaire de français

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

(Examen final) (Contrôle continu)
期末試験 (kimatsu shiken) 小テスト (sho tesuto)

(Sont pris en compte la présence et la participation à 50%, et de petits tests à 50%.)
成績は、出席と授業態度が30%、小テストが70%です。

(Dans ce cours, le plus important c'est la présence et la participation active.)
この授業では、出席して積極的に参加することが大切です。

(Attention les absences et retards répétés sont éliminatoires pour lʼunité de valeur.)
欠席と遅刻が多い場合、単位は認定されません。

(Deux retards valent une absence.)
�回遅刻すると、欠席�回と見なします。

(Test écrit / Test oral)
筆記試験 (hikki shiken) / 口頭試験 (koutou shiken)

その他

Les activités orales sont aussi très importantes. Cʼest pourquoi il faut être très concentré et très actif lors des activités de groupes
en classe. Mais ce travail doit être poursuivi à la maison par des révisions et un entraînement phonétique,
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955_14A36002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅣＡ ベルナール

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を「聞く」「話す」力をつけることを目標とした授業です。「中
級フランス語会話I Aa」 と「II Aa」で同じ教材を使います。春学期は�年
次で習った文法や会話表現を復習しながら進んでいきます。実際の会話に
近い生きたフランス語で、聞き取り練習、発音やイントネーション練習、
グループで行う会話練習などが充実している、楽しい教材で練習を重ねて
いきます。DELF A�と仏検準�級を視野に入れています。

授業内容

進度はおよその目安です。練習問題等はすべてやるとは限りませんし、到
達度に合わせて予定を変更することもあります。また、聞き取りや会話練
習のほかに、教科書のテーマに関連したミニ・プレゼンテーションを行っ
たり、課題を出したりすることもあります。

�〜3回目：Jour�Marseille Rendez-vous� 「マルセイユ到着」：出会い
の挨拶、人を描写する。 Rendez-vous�「自由時間」：趣味について語る。
�〜�回目：Jour� Genève Rendez-vous�「ジュネーヴのブティック」：
衣服を描写する、相談にのる、支払う。 Rendez-vous �「再会」：物を描
写する、過去との相違を伝える。
�回目：これまでのまとめ
	〜10回目：Jour � Aoste Rendez-vous �「山で」：位置を説明する、出
来事を語る。 Rendez-vous �「山のスポーツ」：環境を説明する、機械の
操作を説明・指示する。
11回目：これまでのまとめ
12〜13回目：Jour�Marseille Rendez-vous�「近隣の人たち」：住んでい
る街について語る、申し合わせをする。 Rendez-vous �「事故」：感情を
表現する、身体の状態を説明する、頻度を表現する。
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「中級フランス語」I Aa・II Aaで同じ教材を使いますので、両方をセット
で履修してください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明
します。
毎回出席し、積極的に授業に参加することが大切です。また、自然なフラ
ンス語を身につけるためには復習を怠らず、授業外でもたくさん練習する
ことが必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、指定された箇所の予習をしてきて下さい。また、授業後に復習を心
がけてください。

教科書

『Agenda �』, D. Baglieto他著（Hachette社）。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加・課題等60％、試験40％で評価します。

その他

956_14A36102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語コミュニケーションⅣＢ ベルナール

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を「聞く」「話す」力をつけることを目標とした授業です。「中級
フランス語会話I B」 と「II B」で同じ教材を使います。秋学期も春学期と同じ
教材Agenda �を使います。実際の会話に近いフランス語で、聞き取り練習、
発音やイントネーション練習、グループで行う会話練習などが充実している、
楽しい教材で練習を重ねていきます。DELF A�と仏検準�級を視野に入れて
います。

授業内容

進度はおよその目安です。練習問題等はすべてやるとは限りませんし、到達
度に合わせて予定を変更することもあります。また、聞き取りや会話練習の
ほかに、教科書のテーマに関連したミニ・プレゼンテーションを行ったり、
課題を出したりすることもあります。

�〜3回目：Jour � Cotonou (アフリカ・ベナン) Rendez-vous �「国際会
議」：性格を説明する、発言の機会を得る。 Rendez-vous �「自然保護区」：
反対や同意を表現する。
�〜�回目：Jour� Marseille Rendez-vous�「旅から戻る」：思い出を語る、
時間的な位置づけ。 Rendez-vous �「コンサート」：出来事を語る、意見を表
明する。
�回目：これまでのまとめ
	〜10回目：Jour � Montpellier Rendez-vous �「旅行の計画」：電話やメー
ルでの問い合わせ、行政とのやり取り。 Rendez-vous �「広告」：広告資料を
説明する、仮定を表現する。
11回目：これまでのまとめ
12〜13回目：Jour 	 Québec Rendez-vous �「アルバイト」：住んでいる街に
ついて語る、申し合わせをする。 Rendez-vous �「新生活」：経歴を説明す
る、義務と禁止、願いや希望を表現する。
14回目：a：まとめ b：試験

履修上の注意

「中級フランス語」I Ba・II Baで同じ教材を使いますので、両方をセットで履
修してください。二人の教員の分担と進め方については、初回に説明します。
毎回出席し、積極的に授業に参加することが大切です。また、自然なフラン
ス語を身につけるためには復習を怠らず、授業外でもたくさん練習すること
が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、指定された箇所の予習をしてきて下さい。また、授業後に復習を心が
けてください。

教科書

『Agenda �』, D. Baglieto他著（Hachette社）。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加・課題等60％、試験40％で評価します。

その他
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957_14A35201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語学演習Ａ 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代フランス語の統辞論の分野における問題について，中級レベル

の専門書を読む。また各自，授業に関連したテーマを決めて口頭発表

を行う。

統辞論で扱う問題を知り，言語学的アプローチを学び，資料の収

集・分析・考察に基づく口頭発表が出来ることを到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション,教科書・参考書説明,第�部第�章 テ

レコ・自由の女神・ボードレール

第�回 第�章 名詞の「性」 (上)

第�回 第�章 名詞の「性」 (下)

第�回 第�章 単数と複数

第�回 第�章 可算・非可算と冠詞

第�回 第�章 可算・非可算と冠詞 続き

第�回 第�章 冠詞の役割

第	回 第�章 冠詞の役割 続き

第
回〜第14回 発表とディスカッション

履修上の注意

発表，ディスカッションなど，積極的な授業への参加が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として，参考文献の該当箇所を読むこと。

教科書

大橋保夫他『フランス語とはどういう言語か』駿河台出版社

ISBN978-�-411-02060-�

その他，必要に応じてプリント（日本語・フランス語）を使用する。

参考書

初回の授業で，参考文献のプリントを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，発表，および平常点（授業への積極的参加）にもとづいて

評価する。発表50%，平常点50%

その他

958_14A35301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語学演習Ｂ 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代フランス語の統辞論の分野における問題について，中級レベル

の専門書を読み，また各自，授業に関連したテーマを決めて口頭発表

を行い、レポートにまとめる。

統辞論で扱う問題を知り，言語学的アプローチを学び，資料の収

集・分析・考察に基づく口頭発表およぴレポート作成が出来ることを

到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション, 教科書・参考書説明

第�回 第�部第�章 前と後-人称代名詞はなぜ前に出るか

第�回 第�章 前と後-人称代名詞はなぜ前に出るか 続き

第�回 第�章 人と物-代名詞の用法の三層

第�回 第�章 人と物-代名詞の用法の三層 続き

第�回 第�章 能動と受動

第�回 第�章 過去と完了

第	回 第�章 「法」とは何か？

第
回〜第14回 発表とディスカッション

履修上の注意

発表，ディスカッションなど，積極的な授業への参加が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として，参考文献の該当箇所を読むこと。

教科書

大橋保夫他『フランス語とはどういう言語か』駿河台出版社

ISBN978-�-411-02060-�

その他，必要に応じてプリント（日本語・フランス語）を使用する。

参考書

初回の授業で，参考文献のプリントを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，発表，および平常点（授業への積極的参加）にもとづいて

評価する。発表50%，平常点50%

その他
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959_14A30501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語学概論Ａ 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語はどういう言語なのか, 音や文法はどのようなしくみに
なっているのかを論じた入門的専門書を読む。ときには関連して日本
語のしくみも取り上げて考察する。
フランス語の特徴を知るとともに,言語学的アプローチを学び,また
必要に応じて, フランス語の文法・語彙の練習問題を行ってフランス
語力を充実させることを目的とする。

授業内容

第�回 ガイダンス(授業の進め方,成績評価の方法など),参考書の説
明, イントロダクション

第�回 第�課 「フランス語の音はいくつあるか？」
第�回 第�課 「リエゾン, アンシェヌマン, エリズィオンはなぜあ

るのか？」
第�回 日本語の複合語の音変化
第�回 第
課 「名詞の性はどのようにしてできたのか？」
第�回 名詞の単数形・複数形の多面性
第�回 第11課 「冠詞はなんの役に立つのか？」
第	回 冠詞の用法と前置詞, 冠詞と日本語の助数詞
第
回 第12課 「形容詞の性は必要か？」、形容詞の種類
第10回 第13課 「形容詞は後ろか前か？」
第11回 形容詞の位置と意味
第12回 第15課 「動詞には手がある-文型とは何か？」
第13回 動詞にとって必須の要素と任意の要素、第16課 「間接他動

詞とは何か？」
第14回 第18課 「SVO言語？「もつ」言語？「する」言語？」

履修上の注意

フランス語の文法をひととおり終えていることを前提とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として, 参考文献の該当箇所を読むこと。

教科書

石野好一『フランス語を知る、ことばを考える』朝日出版社
ISBN978-�-255-35186-�
その他、必要に応じてプリント（日本語・フランス語）を使用する。

参考書

初回の授業で，参考文献のプリントを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，平常点（授業への積極的参加や課題への取り組み),試験に
もとづいて評価する。平常点50%, 試験50%。

その他

960_14A30601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語学概論Ｂ 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語学とは，フランス語を研究対象とした言語学のことである。
このフランス語学概論Bでは，フランス語の地理的広がりと歴史を中心に
学ぶ。
まず，フランス語が現在世界のどこで使われているのかを知る。また世

界の言語の系統を概観し，その中でのフランス語の占める位置や他の言語
との関連を学ぶ。それらを踏まえて，ラテン語から現代フランス語に至る
までの2000年以上にわたる言語の変遷を，フランスの歴史と共にたどる。
フランス語で出会う不思議な言い回しや規則の例外などは，しばしばフ
ランス語の歴史の中にその理由を見出すことができる。現代フランス語の
理解につながる事柄に重点を置きながら，フランス語ができるまでの流れ
とその背景を知ることを目的とする。

授業内容

第�回 ガイダンス(授業の進め方, 成績評価の方法など), 参考文献の説明,
フランスの海外県・海外共同体

第�回 世界でフランス語が使われている国・地域
第�回 世界の言語の系譜，インド=ヨーロッパ語族
第�回 フランス国内の地域言語
第�回 ラテン語からフランス語への流れ, ロマンス諸語
第�回 ガリア語の痕跡, フランク語の痕跡
第�回 古フランス語に至るまで
第	回 古フランス語
第
回 古フランス語（続き）
第10回 中代フランス語
第11回 中代フランス語（続き）
第12回 近代フランス語
第13回 近代フランス語（続き）
第14回 現代フランス語, ピジンとクレオール

履修上の注意

フランス語が専門でなくても問題ないが，初級文法を知っていることは
必要である。何より言葉というものに興味を持っていること。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として，参考文献の該当箇所を読むこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。毎回プリントを配布する。

参考書

初回の授業で，参考文献のリストを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，学期末の試験および授業参加（コメント・課題の提出）にもと
づいて評価する。試験60%，平常点・課題40%

その他
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961_14A34101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語学研究Ａ 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代フランス語の統辞論の分野における問題について，中級レベルの
専門書を読み，言語学の用語や概念を学びながら，その問題にさまざま
な角度からアプローチする。 今学期は中心テーマを「人称代名詞と指示
代名詞」とする。
また必要に応じて,フランス語の文法・語彙の練習問題を行い, フランス
語力を充実させる。

授業内容

第�回 ガイダンス, 教科書・参考書説明, イントロダクション
第�回 �章�課 il は「彼」ではない−人称代名詞は何を指すか
第�回 �章�課 il は「彼」ではない−人称代名詞は何を指すか 続き
第�回 �章�課 コピー機の怪−人称代名詞とカテゴリー化
第�回 �章�課 コピー機の怪−人称代名詞とカテゴリー化 続き
第�回 �章�課 「彼」の上に座りなさい−人称代名詞強勢形
第�回 �章�課 「彼」の上に座りなさい−人称代名詞強勢形 続き
第	回 �章�課 全部か一部か？−中性代名詞 en, le の話
第
回 �章�課 全部か一部か？−中性代名詞 en, le の話 続き
第10回 �章�課 目の前にある物をどうさすか−指示代名詞 ça, celui-

ci
第11回 �章�課 目の前にある物をどうさすか−指示代名詞 ça, celui-

ci 続き
第12回 �章�課 この人はフランス人です−C'est un Français.と Il est

Français はどうちがう？
第13回 �章�課 この人はフランス人です−C'est un Français.と Il est

Français はどうちがう？続き
第14回 �章�課 フランスの首都はどこですか？−属詞をたずねる

quel 構文

履修上の注意

フランス語の文法をひととおり終えていることを前提とする。意見発表
などの積極的な授業への参加が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として、参考文献の該当箇所を読むこと。

教科書

東郷雄二『中級フランス語 あらわす文法』白水社
ISBN978-�-560-08561-�
その他、必要に応じてプリント（日本語・フランス語）を使用する。

参考書

初回の授業で，参考文献のプリントを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，平常点（授業への積極的な参加や課題の取り組み), 試験にも
とづいて評価する。平常点50%, 発表50%。

その他

962_14A34201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語学研究Ｂ 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代フランス語の統辞論の分野における問題について，中級レベルの
専門書を読み，言語学の用語や概念を学びながら，その問題にさまざま
な角度からアプローチする。 今学期は中心テーマを「語順と主題・焦
点」とする。
また必要に応じて,フランス語の文法・語彙の練習問題を行い, フランス
語力を充実させる。

授業内容

第�回 イントロダクション, 教科書・参考書説明
第�回 �章�課 市役所の向かいにカフェがあります−主語と主題
第�回 �章�課 市役所の向かいにカフェがあります−主語と主題

続き
第�回 �章�課 順序を変えるとちがう意味？-主題と焦点
第�回 �章�課 順序を変えるとちがう意味？-主題と焦点 続き
第�回 �章�課 「�本の鉛筆」はなぜおかしい？−数量表現と焦点
第�回 �章�課 「�本の鉛筆」はなぜおかしい？−数量表現と焦点

続き
第	回 �章�課 率直に言えば君の言うことが正しい−文頭は文を支

配する場所
第
回 �章�課 率直に言えば君の言うことが正しい−文頭は文を支

配する場所 続き
第10回 �章�課 泣いたカラスがもう笑った−c'est ... qui 構文の複雑

さ
第11回 �章�課 泣いたカラスがもう笑った−c'est ... qui 構文の複雑

さ 続き
第12回 �章�課 父が病気なんだ−非主題文としてのil y a 構文
第13回 �章�課 父が病気なんだ−非主題文としてのil y a構文 続き
第14回 �章�課 話し言葉はばらばらに−転位構文の機能

履修上の注意

フランス語の文法をひととおり終えていることを前提とする。意見発表
などの積極的な授業への参加が求められる。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として，参考文献の該当箇所を読むこと。

教科書

東郷雄二『中級フランス語 あらわす文法』白水社
ISBN978-�-560-08561-�
その他，必要に応じてプリント（日本語・フランス語）を使用する。

参考書

初回の授業で，参考文献のプリントを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，平常点（授業への積極的参加や課題の取り組み), 試験にもと
づいて評価する。平常点50%, 試験50%

その他
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963_14F65501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語圏の歴史 山 本 耕

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語圏の歴史は、18世紀末から20世紀前半、中でも第三共和政

期に重点をおき、フランスとその植民地について講義を行う。フラン

ス革命以降の度重なる体制変更を経て、十九世紀後半には第三共和政

が成立した。この体制のもとで共和国としての諸制度が整備されると

ともに、植民地の拡大が行われたのである。本講義では、共和国と植

民地帝国を一体のものとして捉え、理解を深めることを目的とする。

授業内容

第一回 イントロダクション

第二回 アンシャン・レジーム期のフランス

第三回 フランス革命がもたらしたもの

第四回 一九世紀前半における植民地拡大

第五〜七回 第三共和政の成立

第八〜九回 共和国と植民地

第十回 フランスにおける人種主義

第十一回 万国博覧会と植民地経営

第十二回 第一次世界大戦における植民地動員

第一三回 戦間期フランスの課題

第十四回 期末試験

履修上の注意

受講者にはコメントペーパーを通じて何回か意見を求める。講義内容

の理解のみならず、自身の意見を表明してもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義の復習のみならず、授業中に紹介する参考文献を参照して理解を

深めること。

教科書

特になし

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業内で行う。

成績評価の方法

コメントペーパー30％ テスト70％

その他
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964_14A33501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語圏文学講読Ａ ベルアド， クリス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

フランス語はフランス本国だけではなく、様々な国において現在も公
用語・共通語として使われている。これらの国においては、フランス
語で書かれた文学も誕生し、それらは「フランス語圏文学」
(littérature francophone)と呼ばれている。この授業では、フランス文
学に加えて、そうしたフランス語圏文学の様々な作品を読む。フラン
ス語の読解能力を高め、フランス語圏諸国の歴史、文化と文学につい
て知識を身につけることを目指す。

この授業では、教員の指導や解説から、学生の課題の答え合わせや発
表に至るまで、すべてフランス語で行う。そのため、フランス語の基
礎的な能力をすでに身につけ、仏検準�級以上（またはDELF A2以上）
に相当するフランス語能力を持つことが望ましい。

なお、外国語学習は学生が主役なので、授業中の作業にも、予習と宿
題にも積極的に取り組むことが求められる。

授業内容

�つの作品につき、�〜4回分の授業時間を使う。フランスの高校と大
学で学ぶ分析方法を用い、まずは語彙という小さな単位から分析を始
め（�回目）、次は描写の注目すべき点を分析し（�〜3回目）、最後は
作家の意図を探る（�回目あるいは�回目）。

前期のテーマは「20世紀のフランス文学」で、Albert Camus（1913-
1960）、Georges Perec（1936-1982）、Raymond Queneau（1903-1976）
などの文学作品を扱う予定である。

履修上の注意

この授業はすべてフランス語で行う。そのため、フランス語の基礎的
な能力をすでに身につけ、仏検準�級以上（またはDELF A2以上）に相
当するフランス語能力を持つことが望ましい。ただし、現在仏検�級
（またはDELF A1）を持っており、今後仏検準�級（またはDELF A2）
取得を目指す学生も歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習（作品の抜粋を事前に読む）、宿題（単語調べ、読解問題、レポー
ト）、復習。

教科書

プリントを配布する。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

授業中で答え合わせを行う。

成績評価の方法

授業参加（出席、宿題提出、授業内発言など）40%, 期末試験（最終レ
ポート）60%。
�回以上欠席した場合（特別な理由を除く）は最終レポートの提出資
格を失う。出席回数を満たしていても、�回以上宿題を提出しなかっ
た場合にも、同じく最終レポートの提出資格を失う。

その他

授業言語：フランス語

965_14A33601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語圏文学講読Ｂ 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業は、科目名は「講読」とついていますが、春学期の「現代フランス文化研
究」の続編のようなものとしておこないます。第二次世界大戦、とりわけナチス・
ドイツによるフランスの占領と、ユダヤ人の絶滅政策、強制収容所に関わる作品を
読みこみながら、全体主義、管理社会、監視社会、戦争、暴力、差別、いじめ、政
治的無関心、不寛容、官僚制度、そして、それらすべてに抵抗するものとしての
「ことば」について考える授業です。「現代フランス文化研究」の授業をふまえて、
この授業では、「普通の人びと」が加害に転ずる瞬間、言葉にしえなかったものが言
葉にされる瞬間、帰還者や生存者たちのかかえる構造的な孤絶感や、言葉をうけと
める社会の問題などについて考えてゆきます。

授業内容

授業のおおまかな流れと扱う作品の一例は次のようなものですが、毎回のリアク
ションペーパーでの参加者の関心から、別の方向に展開したり、逸れてひろがった
りしてゆくことも、この授業の一部だとご理解ください。

�．差別の構造：ファノン『黒い皮膚、白い仮面』／サルトル『ユダヤ人について』
�．弱者の多様性：ジャン＝ピエール・カルロン『44年の丸刈り女たち』
�．日本の位置：マルグリット・デュラス『ヒロシマ・モナムール』
�．加害者�：ブラウニング『普通の人びと』／ミルグラム『服従の心理』
�．加害者�：マルグリット・デュラス「アルベール・デ・キャピタール」
�．加害者�：バタイユ「死刑執行人と犠牲者に関するいくつかの考察」
�．こどもの真実�（イムレ・ケルテス『運命でなく』／コルタイ『フェイトレ
ス』）

	．こどもの真実�（オトー・ドフ・クルカ『死の都の風景』）

．第三世代の課題�：イヴァン・ジャブロンカ『私にはいなかった祖父母の歴史』
10．第三世代の課題�：イヴァン・ジャブロンカ『歴史は現代文学である』
11．討論：「なぜ言葉にせずにはいられないのか」（文学／歴史／証言／フィクショ
ン）

12．詩の可能性：ザルマン・グラドフスキ『アウシュヴィッツの巻物 証言資料』
13．詩の可能性：シャルロット・デルボ『アウシュヴィッツとその後』�
14．詩の可能性：シャルロット・デルボ『アウシュヴィッツとその後』�
15．総括（期末レポートのフィードバック）

履修上の注意

講義形式ですが、授業は問いと応答によって進められます。参加者には、しばしば
発言が求められますので、真剣に参加してください。遅刻・居眠りは厳禁です。

テクストはフランス語のものも使いますが、受講者の構成に応じて、必要であれば
日本語訳も使用します。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業を通しておこないたいことは、問いを持って考え、それを言葉にして書い
てみることです。
授業が終わったあとに、何を考え、どんなものを読み、それをどのような言葉にす
るか。考えたことを言葉にするだけでなく、書くことそのものによってどこまで思
考が深められるのかを体験し、試してみるための場にしてくださればと思います。

教科書

プリントで配布。

参考書

ニコラス・チェア／ドミニック・ウィリアムズ『アウシュヴィッツの巻物 証言資
料』二階宗人訳（みすず書房）
ダン・ストーン『ホロコースト・スタディーズ 最新研究への手引き』武井彩佳訳
（白水社）
ロバート・イーグルストン『ホロコーストとポストモダン 歴史・文学・哲学はど
う応答したか』（みすず書房）
ジョルジョ・アガンベン『ホモ・サケル 生権力と剥き出しの生』高桑和巳訳（以
文社）
ローレンス・ランガー『ホロコーストの文学』（晶文社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度と毎回のコメントペーパー（40%）、筆記試験（60%）。

その他
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966_14A33602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語圏文学講読Ｂ ベルアド， クリス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

フランス語はフランス本国だけではなく、様々な国において現在も公
用語・共通語として使われている。これらの国においては、フランス
語で書かれた文学も誕生し、それらは「フランス語圏文学」
(littérature francophone)と呼ばれている。この授業では、フランス文
学に加えて、そうしたフランス語圏文学の様々な作品を読む。フラン
ス語の読解能力を高め、フランス語圏諸国の歴史、文化と文学につい
て知識を身につけることを目指す。

この授業では、教員の指導や解説から、学生の課題の答え合わせや発
表に至るまで、すべてフランス語で行う。そのため、フランス語の基
礎的な能力をすでに身につけ、仏検準�級以上（またはDELF A2以上）
に相当するフランス語能力を持つことが望ましい。

なお、外国語学習は学生が主役なので、授業中の作業にも、予習と宿
題にも積極的に取り組むことが求められる。

授業内容

�つの作品につき、�〜4回分の授業時間を使う。フランスの高校と大
学で学ぶ分析方法を用い、まずは語彙という小さな単位から分析を始
め（�回目）、次は描写の注目すべき点を分析し（�〜3回目）、最後は
作家の意図を探る（�回目あるいは�回目）。

後期のテーマは「異なる視点」で、フランス語圏の文学作品を扱う。
ハイチとカナダのDany Laferrière（1953-）、アルジェリアのKamel
Daoud（1970-）、などの作品を扱う予定である。

履修上の注意

この授業はすべてフランス語で行う。そのため、フランス語の基礎的
な能力をすでに身につけ、仏検準�級以上（またはDELF A2以上）に相
当するフランス語能力を持つことが望ましい。ただし、現在仏検�級
（またはDELF A1）を持っており、今後仏検準�級（またはDELF A2）
取得を目指す学生も歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習（作品の抜粋を事前に読む）、宿題（単語調べ、読解問題、レポー
ト）、復習。

教科書

プリントを配布する。

参考書

特になし

課題に対するフィードバックの方法

授業中で答え合わせを行う。

成績評価の方法

授業参加（出席、宿題提出、授業内発言など）40%, 期末試験（最終レ
ポート）60%。
�回以上欠席した場合（特別な理由を除く）は最終レポートの提出資
格を失う。出席回数を満たしていても、�回以上宿題を提出しなかっ
た場合にも、同じく最終レポートの提出資格を失う。

その他

授業言語：フランス語
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967_14F15101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文化研究Ａ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

現代のフランス社会・文化は長い歴史の中で形成されてきたものであり、過
去の文化や歴史的事象と切り離して考えることはできません。そこで、この授
業では「歴史と現在」という観点からフランスについて多角的に考察し、視野
を広げながらフランスの社会と文化について知識を深めていきます。
春学期は、歴史をさかのぼり、各時代に特徴的な文化現象を取り上げて検討

していきます。文芸作品の抜粋や絵画等の視覚資料、テーマによっては映像資
料も使用しながら授業を進めます。また、各テーマを通して、フランス文化へ
のアプローチの方法についても考えていきます。興味・関心の領域を広げなが
ら、新たな視点でフランス文化を捉えることができる幅広い知識と教養を身に
つけていきましょう。

授業内容

歴史の流れに沿って各時代に特徴的な文化現象を取り上げ、フランスの特質を
考えていきます。
授業は以下のように進める予定ですが、内容は受講者の興味・関心により多少
変更する場合があります。

第�回：フランス文化へのアプローチの多様性
第�回：ガリアの精神
第�回：ゴシックの大聖堂
第�回：騎士道物語と宮廷風恋愛
第�回：フランスのルネサンスとユマニスム
第�回：ルイ14世と舞台芸術
第�回：宮廷社会と文化
第	回：近代フランスのサロン文化
第
回：啓蒙と批判精神
第10回：フランス革命と政治文化・芸術文化
第11回：カリカチュアと風刺
第12回：オペラ座とオペラ・バレエ文化
第13回：ポスター芸術とベル・エポックの社会
第14回：全体のまとめ

履修上の注意

各回の終わりに、授業内容についての筆記コメントを求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前配布資料がある場合は、あらかじめ読んできてください。
授業で取り上げたテーマの中でとくに興味を持ったものについては、積極的に
参考文献を読んでみてください。

教科書

各回、授業でプリントを配布します。

参考書

各回の授業で提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（授業への意欲的な参加・各回の筆記コメント）
レポート50％

その他

秋学期にフランス文化研究Bがあります。フランスの文化・社会についての基礎
的な知識を身につけるために、A・Bを続けて取るようにしてください。

968_14F15201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文化研究Ｂ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランスはさまざまな顔を持っています。秋学期は、「現代フランス社会の
諸相」と「芸術大国フランス」の二つのテーマを軸として、フランスの社会
と文化についての知識を深めていきます。
現代社会を取り上げる場合も、歴史的な視座を交えながら授業を進めます。

視覚教材も用い、フランスの社会と文化について多角的に考察していきます。
興味・関心の領域を広げながら、新たな視点でフランス文化を捉えることが
できる幅広い知識と教養を身につけていきましょう。

授業内容

秋学期は「現代フランス社会の諸相」、「芸術文化」を二つの大きなテーマと
して掲げ、フランスの社会と文化について考えていきます。以下のように進
める予定ですが、内容は受講者の興味・関心により多少変更する場合があり
ます。

第�〜5回：現代フランスの多面性
�．フランスの都市景観・景観理念
�．教育制度と学校のあり方
�．ライシテを考える
�-�．移民の歴史と現在

第�〜9回：演劇（舞台芸術）を通してみるフランス
�．フランスの演劇文化、演劇の大衆化
�．上演され続ける古典作品（�)
	．上演され続ける古典作品（�)

．現代の演劇
第10〜13回：映画を通してみるフランス
10．初期のフランス映画：演劇と映画のはざまで
11．フランス映画と詩的レアリスム
12．ヌーヴェルヴァーグの世界
13. ロメールが描くフランス
第14回：全体のまとめ

履修上の注意

各回の終わりに、授業内容についての筆記コメントを求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前配布資料がある場合は、あらかじめ読んできてください。
授業で取り上げたテーマの中でとくに興味を持ったものについては、積極的
に参考文献を読んでみてください。

教科書

各回、授業でプリントを配布します。

参考書

各回の授業で提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（授業への意欲的な参加・各回の筆記コメント）
レポート50％

その他

春学期にフランス文化研究Aがあります。フランスの文化・社会についての基
礎的な知識を身につけるために、A・Bを続けて取るようにしてください。
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969_14A34602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�年）Ａ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文学、演劇、映画作品を複数取り上げ、時代背景も踏まえながら、各作品の特質を多角
的に考察していきます。小説や戯曲、映画のシナリオは、日本語訳も参照しながらフラン
ス語原文の抜粋を読み（黙読して意味を取るだけでなく、音読もします）、また舞台映像
や映画も視聴して、語りの構造や対話の特徴、描かれている世界、世界観などについて考
えていきます。作品を通して、フランスの歴史や文化についても読み解いていきます。

春学期は19世紀以前の作品を中心的に取り上げますが、いずれの作品も現代でも読ま
れ、あるいは上演され続け、映画等に翻案されているものもあります。原作が小説・戯曲
（演劇）で、のちにオペラやバレエへの翻案作品が創作されたり、映画化されたりしてい
る作品もありますので、各メディアの違いや翻案をめぐる問題にも注目していきたいと思
います。

作品や時代背景についての解説も行いながら、各回、予習箇所（抜粋など）について議
論するかたちで進めていきます。また作品についての考察を深めるために、グループワー
クや発表も行ってもらいます。一つ一つの作品とじっくり向き合い、作品への理解を深め
るとともに、文学・芸術作品への多様なアプローチ方法についても考えていきます。

授業内容

以下のように進める予定ですが、受講者のみなさんの興味・関心により、作品を変更する
可能性があります。
初回の授業でみなさんと話し合って決定したいと思います。

第�回：授業の進め方と扱う作品について
第�回：ロスタン『シラノ・ド・ベルジュラック』�（戯曲、舞台、映画）
第�回：ロスタン『シラノ・ド・ベルジュラック』�
第�回：ロスタン『シラノ・ド・ベルジュラック』�
第�回：発表とディスカッション
第�回：ラシーヌ『フェードル』�（戯曲（悲劇）、舞台）
第�回：ラシーヌ『フェードル』�
第	回：発表とディスカッション
第
回：マリヴォー『愛と偶然の戯れ』�（戯曲（喜劇）、舞台および映像化の試み）
第10回：マリヴォー『愛と偶然の戯れ』�
第11回：発表とディスカッション
第12回：小説からオペラ、バレエへの翻案 �（『マノン・レスコー』／『マノン』を例

に）
第13回：小説からオペラ、バレエへの翻案 �（オペラ化：マスネ、プッチーニなど）
第14回：発表と全体ディスカッション、全体のまとめ

履修上の注意

事前配布資料（授業で取り上げる作品の原文の抜粋など）をあらかじめ読み、ディスカッ
ションでは考えたことを積極的に発言しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前配布資料（原文の抜粋など）をあらかじめ読み、気になる箇所や考えをまとめてきて
ください。

教科書

授業でプリントを配布します。
授業で扱う作品については、各自で購入してもらう場合もあります（文庫など）。 ＊ 最
初の授業時に指示します。

参考書

授業で随時提示します。
また、必要に応じてプリントを配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（授業への意欲的な参加）
レポート50％

その他

970_14A34702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�年）Ｂ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に続き、文学、演劇、映画作品を複数取り上げ、時代背景も踏まえながら、各作品の特質
を多角的に考察していきます。小説や戯曲、映画のシナリオは、日本語訳も参照しながらフランス
語原文の抜粋を読み（黙読して意味を取るだけでなく、音読もします）、また舞台映像や映画も視
聴して、語りの構造や対話の特徴、描かれている世界、世界観などについて考えていきます。作品
を通して、フランスの歴史や文化についても読み解いていきます。

秋学期は20世紀以降の作品を取り上げ、春学期同様、多角的に考察していきます。映画はジャ
ン・ルノワール『ゲームの規則』（1938）を取り上げ、両大戦間という歴史背景、映画作品として
の技法、そこで描かれている世界観や思想、過去の文芸作品からの影響等を考えていきます。この
作品の着想源には18・19世紀の作品世界がありますので、春学期に学んだ作品（マリヴォーなど）
や他作品（ボーマルシェやミュッセ）などにも触れながら、多角的に読み解いていきます。
また、『ゲームの規則』にも見られる不条理のテーマにも目を向け、大戦を経た後の時代に書か

れた「不条理劇」（イヨネスコやベケットの作品）を取り上げて、我々が生きる世界や人間の姿が
どのように描き出されているのか、じっくり読み解いていきます。
さらに、フランスの「地方」を舞台とする作品（自伝的小説）も取り上げ、風土や自然（および
その描写方法）、文化、歴史といった観点から検討していきます。

作品や時代背景についての解説も行いながら、各回、予習箇所（抜粋など）について議論するか
たちで進めていきます。また作品についての考察を深めるために、グループワークや発表も行って
もらいます。一つ一つの作品とじっくり向き合い、作品への理解を深めるとともに、文学・芸術作
品への多様なアプローチ方法についても考えていきます。

授業内容

以下のように進める予定ですが、受講者のみなさんの興味・関心により、作品を変更する可能性が
あります。
初回の授業でみなさんと話し合って決めたいと思います。

第�回：授業の進め方と扱う作品について
第�回：ジャン・ルノワール『ゲームの規則』�（シナリオ、映画）:

＊ 創作背景、映画としての技法などのほか、18・19世紀の作品や文化との関連にも目を
向けます
第�回：ルノワール『ゲームの規則』�
第�回：ルノワール『ゲームの規則』�
第�回：発表とディスカッション
第�回：イヨネスコ『犀』�（戯曲、舞台）
第�回：イヨネスコ『犀』�
第	回：発表とディスカッション
第
回：ベケット『ゴドーを待ちながら』�（戯曲、舞台）
第10回：ベケット『ゴドーを待ちながら』�
第11回：発表とディスカッション
第12回：パニョル『父の大手柄─マルセルの夏』�（小説、映画：「南仏」の歴史と文化）
第13回：パニョル『父の大手柄─マルセルの夏』�
第14回：発表とディスカッション、全体のまとめ

履修上の注意

事前配布資料（授業で取り上げる作品の原文の抜粋など）をあらかじめ読み、ディスカッションで
は考えたことを積極的に発言しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前配布資料（原文の抜粋など）をあらかじめ読み、気になる箇所や考えをまとめてきてくださ
い。

教科書

授業でプリントを配布します。
授業で扱う作品については、各自で購入してもらう場合もあります（文庫など）。 ＊ 最初の授業
時に指示します。

参考書

授業で随時提示します。
また、必要に応じてプリントを配布します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（授業への意欲的な参加）
レポート50％

その他
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971_14A34601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�年）Ａ 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

『時事フランス語 2023年度版』をテキストに選んで、平易なフラン
ス語で書かれたテキストを読み進めながら、各課のトピックスを理解
します。またテキストと関連する時事問題について、インターネット
上に公開されている新聞記事などを補助資料として読むことで、さら
なる情報を得るようにします。
この授業の目標は現代フランスの政治・経済・社会・文化を理解する
ことですが、�年次に学習したフランス語後の綴りと発音の関係や動
詞の活用など、基本的なことも再確認します。履修者はテキスト付属
のCDを繰り返し聞き、声に出して模倣し、フランス語に慣れてくだ
さい。

授業内容

春学期の授業内容（予定）を14回分列挙します。
第�回 光の都市（�）
第�回 光の都市（�）
第�回 Z世代
第�回 レーモン・ラディゲ（�）
第�回 レーモン・ラディゲ（�）
第�回 貧困と富裕
第�回 2022年大統領選挙（�）
第	回 2022年大統領選挙（�）
第
回 コーヒー（�）
第10回 コーヒー（�）
第11回 欧州グリーン・タクソノミー
第12回 フランスにおける漫画
第13回 トランスアイデンティティ
第14回 文学賞

履修上の注意

テキストの内容を理解するために、丁寧に仏和辞典を引いてくださ
い。使用する電子辞書に複数の仏和辞典や仏仏辞典、そして仏英辞典
が内蔵されている場合は、それらを十分に活用してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストが扱っている時事問題の多くは、日本のメディアも取り上げ
ていますので、新聞記事で予備知識を持つようにしてください。

教科書

『時事フランス語 2023年度版』 石井洋二郎 ミシェル・サガズ編著
（朝日出版社） 2023年

参考書

参考書は使用しませんが、関連資料については随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（訳の正確さ・発音の正確さ・文法事項の理解を含
む）60％、レポート40％

その他

972_14A34701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�年）Ｂ 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

『時事フランス語 2023年度版』をテキストに選んで、平易なフラン
ス語で書かれたテキストを読み進めながら、各課のトピックスを理解
します。またテキストと関連する時事問題について、インターネット
上に公開されている新聞記事などを補助資料として読むことで、さら
なる情報を得るようにします。
この授業の目標は現代フランスの政治・経済・社会・文化を理解する
ことですが、春学期のシラバスに書いたように、�年次に学習したフ
ランス語の綴りと発音の関係や動詞の活用など、基本的なことも再確
認します。履修者はテキスト付属のCDを繰り返し聞き、声に出して
模倣し、フランス語に慣れてください。

授業内容

秋学期の授業内容（予定）を14回分列挙します。
第�回 成人年齢（�）
第�回 成人年齢（�）
第�回 精神的負担
第�回 ジョゼフィン・ベイカー
第�回 異世代同居（�）
第�回 異世代同居（�）
第�回 狩猟
第	回 ビデオゲーム
第
回 マルティニーク（�）
第10回 マルティニーク（�）
第11回 運動と健康（�）
第12回 運動と健康（�）
第13回 鳥類と生物多様性
第14回 ペール＝ラシェーズ墓地

履修上の注意

テキストの内容を理解するために、丁寧に仏和辞典を引いてくださ
い。電子辞書を使用する場合は、内蔵されている仏和辞典や仏仏辞
典、そして仏英辞典を十分に活用してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストが扱っている時事問題の多くは、日本のメディアも取り上げ
ていますので、新聞記事で予備知識を持つようにしてください。

教科書

『時事フランス語 2023年度版』 石井洋二郎 ミシェル・サガズ編著
（朝日出版社） 2023年

参考書

参考書は使用しませんが、関連資料については随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（訳の正確さ・発音の正確さ・文法事項の理解を含
む）60％、レポート40％

その他
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973_14A34801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ａ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、芸術文化、なかでも視覚芸術（戯曲と舞台・絵画・映画など）を中
心に、時代の精神や思想、作品が描き出す世界観や人間像などを読み解いていきます。
演劇と絵画など、近接領域の影響関係にも目を向け、また場合によっては、テーマと
関連する同時代の小説や思想的著作、美術批評といったテクストの抜粋も取り上げ、
分析対象へのアプローチ方法（分析方法）も学びながら、多角的に考察していきます。

春学期は18世紀の絵画・演劇等を中心的に取り上げ（そこから着想を得た映画への
翻案作品などにも目を向け）、遊戯性、流動性、仄めかし、コケットリー、ギャラント
リー、異性装など、複数の視点からこの時代の作品を読み解いていきます。18世紀は
理性の世紀であるとともに感性の世紀でもあります。この時代の作品に身体や感覚は
どう書き込まれているのか、理性と相反するようなこうした要素にも目を向け、時代
の精神・感性について考えていきます。また、文学と芸術の関わり合いについて考え
たり、現代の我々に通じる点についても考えていきたいと思います。

なお、上記のように考えていますが、初回の授業でみなさんの興味・関心を聞き、
前後の時代の作品を取り入れたり、内容を一部変更したりするなどして確定したいと
思います。

授業内容

以下の作品・作家・画家は一案です。取り上げる具体的な作品は（時代も含め）、受講
者のみなさんの興味・関心を聞きながら、初回の授業で決めたいと思います。
また、各回、作品（抜粋）や関連文献の抜粋を原文で読み、みなさんの意見も聞きな
がら授業を進めていきます。

第�回：授業の進め方について／芸術と社会
第�回：ロココの絵画と演劇：啓蒙の世紀の両義性
第�回：フェット・ギャラントが描き出す世界（ヴァトー『シテール島の巡礼』など）
第�回：ブーシェとパストラル：現実と虚構のはざまで
第�回：舞台と絵画における「道化」のモチーフ
第�回：異性装が生み出す演戯空間（マリヴォー『贋の侍女』を例に）
第�回：発表とディスカッション
第	回：ユベール・ロベール（風景画）と「廃墟」の美学：「過去」と「現在」の融合
第
回：ディドロと美術批評（ユベール・ロベールの絵画をめぐって）
第10回：シャルダン、グルーズ（風俗画）へのディドロのまなざし
第11回：演劇と絵画の相関（「タブロー」概念をめぐって）
第12回：ボーマルシェ『フィガロの結婚』の絵画性、遊戯性、身体と感性
第13回：発表とディスカッション
第14回：全体のまとめ

履修上の注意

指定された作品や抜粋をあらかじめ読んで授業に臨み、ディスカッションでは考えた
ことを積極的に発言しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り上げる作品をあらかじめ読んできてください。
また、各回、指定する箇所（原文の抜粋）関連文献についても、必ず予習をし、気に
なった事項などをまとめてきてください。

教科書

授業でプリントを配布します。

参考書

授業で随時提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（授業への意欲的な参加）
レポート50％

その他

974_14A34901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ｂ 奥 香 織

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、芸術文化、なかでも視覚芸術（戯曲と舞台・絵画・映画など）を中心に、時
代の精神や思想、作品が描き出す世界観や人間像などを読み解いていきます。

秋学期は、現代の舞台作品、1970年に上演（2016年に映像化）された太陽劇団（アリアー
ヌ・ムヌーシュキン演出）の革命劇『1789』から出発し、その特質を探りつつ、フランスの歴
史・文化・社会について多角的に読み解いていきます。『1789』は、複数の舞台、複数の声・語
りによって「フランス革命」を「再-出現」させる壮大なスペクタクルです。歴史的・現代的視
点から、この作品が描き出すもの（歴史・文化・社会へのまなざし、芸術へのまなざしなど）
とその手法について、フランス語のテクストと映像を手がかりに、じっくりと読み解いていき
ます。
劇場の空間全体が革命の空間へと変貌するこの作品は、女性や大衆といった様々な視点から、

大革命の時代（その時代の文化や思想）を再構築し、また「読み直す」ものです。そうした複
眼的な視点で、フランス革命という時代、人々がどのような思想・精神を共有していたのか、
同時代人（女性の劇作家、俳優、画家など）の「闘い」や著作にも目を向け、革命の背景にあ
る思想やイデオロギーを様々な方向から解き明かしていきたいと思います。
その一方で、『1789』が創作された時代（1970）にも目を向け、フランス革命という過去の

EVENEMENTが現代（五月革命直後という創作当時の社会）を語る装置としてどのように用い
られているのか、あるいはどのように機能しているのかという観点から、芸術創造の方法とそ
の社会的意味についても考えていきます。

なお、上記のように考えていますが、初回の授業でみなさんの興味・関心を聞き、別の作品
を取り入れたり、内容を一部変更したりするなどして確定したいと思います。また、秋学期の
最後には、みなさんに作品やテーマを選んでもらい（主として「文学・芸術と社会」という視
点から）、調査して発表してもらう機会も設けたいと思います。

授業内容

以下のように進める予定ですが、取り上げる作品については受講者のみなさんの興味・関心を
聞きながら、初回の授業で決めたいと思います。
各回、作品（抜粋）や関連文献の抜粋を原文で読み、また舞台映像も視聴して、みなさんの意
見も聞きながら授業を進めていきます。

第�回. 授業の進め方について
第�回：太陽劇団とアリアーヌ・ムヌーシュキンの活動
第�回〜6回：『1789』を読み解く（原文テクストの読解と舞台映像の分析）
第�回：発表とディスカッション
第	回：革命と女性ーオランプ・ド・グージュをめぐって
第
回：革命と舞台／革命の舞台ー俳優タルマによる「自然さ」の探求
第10回：ダヴィッドの絵画と革命の身体表象
第11回：発表とディスカッション
第12回：現代を語る『1789』ー「芸術と社会」をめぐる考察
第13回：文学・芸術と社会ー発表とディスカッション
第14回：文学・芸術と社会ー発表とディスカッション、全体のまとめ

履修上の注意

発表者以外も取り上げる作品をあらかじめ読み、ディスカッションでは考えたことを積極的に
発言しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で取り上げる作品をあらかじめ読んできてください。
また、各回、指定する箇所（原文の抜粋）関連文献についても、必ず予習をし、気になった事
項などをまとめてきてください。

教科書

授業でプリントを配布します。

参考書

授業で随時提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（授業への意欲的な参加）
レポート50％

その他
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975_14A34802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ａ 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

フランスの現代作家Pascale RozeのHistoires Dérangéesを読みます。

Pascale Rozeは1954年�月22日にサイゴンで生まれ、1996年にLe Chasseur Zéroでゴンクール賞を受賞しま
した。

彼女の作品を列記すると以下のようになります。
•Histoires dérangées, éditions Julliard, 1994.
•Le Chasseur Zéro, éditions Albin-Michel, 1996.
•Ferraille, éditions Albin-Michel, 1999.
•Lettre d'été, éditions Albin-Michel, 2000.
•Parle-moi, éditions Albin-Michel, 2003.
•Un homme sans larmes, éditions Stock, 2005.
•L'Eau rouge, éditions Stock, 2006.
•Itsik, éditions Stock, 2008.
•Aujourd'hui les coeurs se desserrent, éditions Stock, 2011.
•Passage de l'amour, éditions Stock, 2014.
･Lonely Child (roman), éditions Stock, 2017
・La Belle Hélène (roman), éditions Stock, 2020

授業で取り上げるP.Rozeの短編は、主人公の人柄や生活ぶりを簡潔に描きながらも，外見からはうかがえ
ない人間心理を丁寧に分析しています。各短編の結末に用意されたサプライズを期待しながら読み進めま
しょう。

また、私が和泉校舎で担当した「フランス文学演習（�年）AB」は、フランスの時事問題をテキストに
しましたので、演習授業の継続性の観点から、時事問題に関わる新聞記事や雑誌記事を扱う予定です。

最後に、「フランス文学演習（�・�年）」は�年生の「卒業論文」とも関わりますので、私の専門分野で
ある16世紀文学の作品も、授業で扱う予定です。

授業内容

以下に14回分の授業内容(予定）を列挙します。
（第�回）作者P.Rozeの紹介と作品の説明
（第�回）Gloriaの読解 その�
（第�回）Gloriaの読解 その�
（第�回）Gloriaの読解 その�
（第�回）Gloriaの読解 その�
（第�回）Gloriaの読解 その�
（第�回）Emmaの読解 その�
（第	回）Emmaの読解 その�
（第
回）Emmaの読解 その�
（第10回）Emmaの読解 その�
（第11回）Un cordonnierの読解 その�
（第12回）Un cordonnierの読解 その�
（第13回）Un cordonnierの読解 その�
（第14回）Un cordonnierの読解 その�

これらに、時事問題の記事や16世文学作品の講読が適宜加わる予定です。

履修上の注意

それぞれの短編は簡明なフランス語で書かれていますが、仏和辞典や仏仏辞典で単語の意味を調べるだけ
では、作品の字面を追うだけになりかねません。登場人物や植物の何気ない描写に込められた作者の意図
を読み解く時間を持つようにして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

Pascale Rozeの短編を読むときには、主人公の心の動きを行間を通して想像する必要があります。読み手
が短編をシナリオとして映画を作り上げるような創作活動が求められます。場面の展開・切替が頻繁に起
こりますので、前後のつながりを常に確認しておく慎重さも大切です。

教科書

Pascale Roze, Histoires Dérangées, Livre de Poche, 1998.
テキストの購入については、授業開始後に説明します。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（授業参加の積極性、予習の緻密さ）60％、レポート（40％）

その他

976_14A34902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ｂ 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代フランス文学を代表する作家の一人Patrick Modiano (1945 - ) が1978年
に発表した Rue des Boutiques Obscures を読みます。この作品は同年のle Prix
Goncourt を受賞しました。Modiano はそれまでに La Place de l'Etoile (1968),
La Ronde de nuit (1969), Les Boulevards de ceinture (1972), Villa Triste (1975),
Livret de famille (1977)を発表してきました。また、Une Jeunesseを1981年に発
表した後も、創作活動を続け、多くの作品を世に出しています。2014年には
ノーベル文学賞を受賞しました。

Modiano の作品の多くは翻訳されていて、容易に彼の文学世界を堪能するこ
とができます。今年度の授業のテキストに選んだ作品にも翻訳があります。
この作品の概要は、記憶喪失になった男性が自分の過去を探求し、自分の個
人としての歩を再構成するということです。授業の目標は、その過程を丹念
にたどりながら、作者が問うている「自己とは何か」を考えることです。

授業内容

Patrick Modiano, Rue des Boutiques Obscures, folio Gallimard, 1978 をテキス
トにします。全体で240ページですが、秋学期には120ページ弱の読了を目指
します（予定）。
第�回 �章 pp.11-16
第�回・第�回 �章 pp.17-29
第�回 �章 pp.30-37
第�回 �章 pp.38-50
第�回・第�回 �−�章 pp.51-70
第	回 	-10章 pp.71-81
第
回・第10回 11章 pp.82-97
第11回 12-14章 pp.98-106
第12回・第13回 15章 pp.107-124
第14回 まとめ

これらに、時事問題の記事や16世文学作品の講読が適宜加わる予定です。

履修上の注意

�回の授業で精読するページ数が多いので、時間をかけて下調べをする必要
があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

わからない単語は辞書を丁寧に使って調べて下さい。

教科書

Patrick Modiano, Rue des Boutiques Obscures, folio Gallimard, 1978.
テキストの購入については授業開始後に説明します。

参考書

使用しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度・貢献度 60％、 レポート40％

その他
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977_14A34803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ａ 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

978_14A34903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ｂ 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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979_14A34804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ａ 田母神 顯二郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

フランス語を誇りとするフランス人にとって、「詩」poèmesは言葉の精華ともいえるほど
大切なものです。詩はフランスの街中にあふれ、フランス人の日々の生活を豊かにしていま
す。
この授業では、フランスの詩に親しんでもらいながら、文学作品の分析法を学んでいき、
さらには各自の発表能力を高めていくことを目標としています。
以上の目標のため、授業ではできるだけ日本語で読める参考文献が豊富にある詩人の作品
を選びたいと思います。みなさんは、授業で基本的事項を学んだあと、自分で参考文献にあ
たりながら、作品の解釈と発表に臨んでください。詩の解釈には、
「ただ一つの正解」というものはありません。また、意味だけではなく、音や韻律といった
音楽性に注目することも大切です。この授業を通し、自分の感性や思考力を磨いていっても
らえればと思います。

授業内容

春学期は、フランス詩についての基礎知識を学んでもらったあとで、「近代詩の父」と言
われたボードレールの作品を読んでいきます。ボードレールの残した作品はとても多様で、
どれも質の高いものですが、今年度は「恋愛詩編」を中心にボードレールの作品を味わって
いきたいと思います。
はじめにフランス詩の特徴や歴史を概観したあと、ボードレールの作品をひとつひとつ丁
寧に読んでいきたいと思います。
前半は私がイニシアティヴをとって講義を行い、ボードレール特有の世界やフランス詩の修
辞法の世界に慣れていってもらいます。その後、発表の方法やハンドアウトの作成の仕方に
ついての説明を行ったあと、今度は受講生が中心となってボードレールについての発表を
行ってもらいます。先行研究の使い方や作品分析の行い方、発表の組み立て方などを身につ
け、インプットとアウトプットの能力を共に磨いてほしいと思います。

�週目 授業の説明
�週目 ボードレールについて
�週目 フランス詩のルールと技法（�）
�週目 フランス詩のルールと技法（�）
�週目 ボードレールの作品を読む（�）
�週目 ボードレールの作品を読む（�）
�週目 ボードレールの作品を読む（�）
	週目 発表の仕方について

週目 学生による発表 （�）
10週目 学生による発表 （�）
11週目 学生による発表 （�）
12週目 学生による発表 （�）
13週目 学生による発表 （�）
14週目 授業のまとめ

履修上の注意

前半の授業では、ほぼ毎回、受講者の皆さんに発表してもらうことになります。誰がどこを
当てられても良いように、指定されたテクストの箇所を調べておいてください。また、でき
るだけ早い段階で、ボードレールの『悪の華』をどの翻訳でもいいので読み通しておくと良
いでしょう（一応、お勧めは集英社文庫の安藤元雄訳、ちくま文庫版の阿部良雄訳などで
す）。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、課題となっている作品や資料について調べてくること

教科書

私が作成したプリント教材をもとに授業を行ないます（教室で配布します）。

参考書

参考書については、授業中に随時指示しますが、とりあえず以下のものを挙げておきます。

『ボードレール全集』阿部良雄訳、筑摩書房
『ボードレールの世界』阿部良雄編、青土社
『悪の花・注釈』多田道太郎編、平凡社
『パリ論・ボードレール論集成』ベンヤミン、ちくま学芸文庫

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

受講者の人数にもよりますが，基本的に平常点（70%）と学期末レポート（30%）によって
判断します。

その他

980_14A34904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ｂ 田母神 顯二郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

秋学期の授業では、ランボーとヴェルレーヌを中心に授業を進めていく予定です
（学生たちと相談の上、ボードレールをつづけて読んでいく可能性もあります）。
ボードレールの後を継ぐと言われる象徴派の二人の詩人が生きた時代は、普仏戦争
での敗北とパリ・コミューンなど、フランス社会が激しく動いた時代です。また伝
統的絵画に挑んだ「印象派」の登場でも分かるように、芸術分野でも多くの革新的
な事件が起こっていった時代です。ランボーとヴェルレーヌの作品は、そうした芸
術革命の中心に位置づけることのできるもので、言葉の洗練と想像力の濫用により
新たな創造の可能性を切り開いたと言えるでしょう。豊かな音楽性や燦（きら）め
くイメージの多義性を味わいながら二人の作品を読み解いていくことで、忘れられ
てしまった何か大切なものが見つかると思います。
なお、春学期同様、教員がリードして授業を行ったあと、後半から学生の発表中

心の授業に切り替えていく予定です。春学期で身につけた発表能力をさらに磨くつ
もりで、ランボーとヴェルレーヌの詩に挑んでほしいと思います。

授業内容

�週目 授業の説明 ヴェルレーヌとランボーについて
�週目 ヴェルレーヌの作品を読む （�）
�週目 ヴェルレーヌの作品を読む （�）
�週目 ヴェルレーヌの作品を読む （�）
�週目 ランボーの作品を読む （�）
�週目 ランボーの作品を読む （�）
�週目 ランボーの作品を読む （�）
	週目 発表の仕方について

週目 学生による発表（�）
10週目 学生による発表（�）
11週目 学生による発表（�）
12週目 学生による発表（�）
13週目 学生による発表（�）
14週目 授業のまとめ

履修上の注意

この授業では、ほぼ毎回、受講者の皆さんに発言してもらうことになります。誰が
どこを当てられても良いように、指定されたテクストを調べておいてください。ま
た早い段階で、ランボーとヴェルレーヌの詩集（翻訳）を読んでおいてください。
春学期同様、後半は学生たちの発表を主体に授業を進める予定です。春学期で身
につけた方法をふまえ、さらにレベルアップした発表が行えるようになると思いま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、課題となっている作品について調べてくること

教科書

私が作成したプリント教材をもとに授業を行ないます（教室で配布します）。

参考書

参考書については、授業中に随時指示しますが、とりあえず以下のものを挙げてお
きます。

『ヴェルレーヌ』野内良三、清水書院
『ヴェルレーヌ詩集』（橋本一明訳、角川書店または野村喜和夫、思潮社など）
『ランボー全詩集』、宇佐美斉訳、ちくま文庫

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

受講者の人数にもよりますが，基本的に平常点（70%）と学期末レポート（40%）に
よって判断します。

その他

原則として、受講生は春学期に私の演習の授業を受けていることを前提とします。
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981_14A34805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ａ 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「失う」という言葉をテーマに、さまざまなテキストを読みます。
参加者は、フランス語のテクストを読むだけではなく、それについて
考え、「失う」ということについて、自分なりに考えを深めていくこ
と。授業時間内に自らの見解や違和感をきちんと述べ、他の参加者と
交換し、共同の思考作業をしていきます。最後にはレポートを書いて
もらいます。

授業内容

�）問題紹介
�）失うと言われてなにを思い浮かべるか→各自今学期の自分の発表
を考える（テーマは「失う」）
�）映画を見せるので、それについて「失う」を考えてみるか、モ
ディアノの『パリの尋ね人』を読んでもらって、「失う」のテーマで
これについて述べる。
�）美術作品を見て、「失う」を考える
�）Rilke et Balthus "Mitsou"を読む
�）エリザベス・ビショップの "One Art"を読む
�）『失われた時を求めて』の抜粋
	）Pierre Pachetの抜粋

）ー14）発表

履修上の注意

とにかく授業で話し、自分の考えていることを開放し、共有し、他人
の考えていることを聞き出そうとすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストを読んでくることはもちろんだが、それ以外につねに考え、
それを人に語るようにする。

教科書

プリントを用意します。モディアノ『パリの尋ね人』は各自買うか
（中古でそれほど高額でなく入手可）借りて読む。�週目に授業で皆
で話し合えるように読んでおく。

参考書

随時提示。でも自分から探すようにつねに心がけてください。

課題に対するフィードバックの方法

私もつねに議論に参加するので、つねにフィードバックあり。

成績評価の方法

授業参加70% (発表含む）＋レポート30％

その他

982_14A34905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学演習（�・�年）Ｂ 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「失う」のテーマ、part II.前期に引き続き、というか前期の成果経て、

去年フランスで話題になった本、Lola LafonのQuand tu écouteras

cette chanson（アムステルダムのアンネ博物館で一晩過ごして作者

が書いた本）を読む。それにプラスしてOlivia Rosenthalが日本に滞

在して去年発表したUn singe à ma fenêtreを読む。フランス語を味わ

いながら読むことを覚える。

授業内容

�）授業説明。両作品の紹介。二つとも文学プロジェクトである。プ

ロジェクトとはなにかについて考えてみる。

�）各自のプロジェクトを構想

�）−6）Quand tu écouteras une chanson

�）ー10）Un singe à ma fenêtre

11）−14）各自のプロジェクト紹介

履修上の注意

単なる講読ではなく、考えながら読み、読みながら考える。

各回で、前回の回のまとめやそこから考えたことを手短に発表しても

らう。プロジェクトを作る。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの予習・復習。

及びプロジェクトのための自習。こちらは適宜授業で進行状況を聞

き、お互いに意見や情報を交わす。

教科書

プリント

参考書

適宜示す。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業でお互いにフィードバック

成績評価の方法

授業参加70％＋プロジェクト説明30％

その他
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983_14A30101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学史Ａ 田母神 顯二郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス文学には、長い歴史と充実した伝統があります。この授業では、各時代の代表
作家・作品に親しみながら、フランス文学の知識を広げ、理解を深めていきます。個性的
で革新性に満ちたフランスの作家たちを知ることで、フランス精神がどのように形成され
てきたか、その精髄（エッセンス）に触れてもらえたらと思います。作品の書かれた時代
背景や作家の生涯を調べたり、美術や音楽、演劇、舞踊など他のジャンルの動向も知るこ
とで、より複眼的なフランス文化体験ができるようになると思います。
なお、この授業では扱う時代の順序を変えて、19世紀から始めることにしています。文

学作品であれ、背景となる時代や社会であれ、19世紀のフランスは私たちにとってとても
たいへん身近な時代であり、多くの共感できるキャラクター（登場人物）やテーマそして
作家に出会えると思います。フランスだけでなく、世界中に強い影響を与えた19世紀以降
のフランス文学を学ぶことで、現代文化のルーツがわかり、創造的な発想も得やすくなる
でしょう。できるだけ視聴覚資料も多く採り入れ、五感を使って作品を理解していけるよ
う心がけるつもりです。

授業内容

だいたい以下のようなスケジュールで授業を進めていきたいと思っていますが、進度の関
係で変更することもあります。

第一回 授業の説明 フランス文学史の概観
第二回 ユゴーとロマン派の作家たち（�）ユゴーの闘い
第三回 ユゴーとロマン派の作家たち（�）古典主義とロマン主義
第四回 ユゴーとロマン派の作家たち（�）前ロマン派の作家たち
第五回 ユゴーとロマン派の作家たち（�）ロマン派のその他の作家たち
第六回 ロマン派から写実主義へ（�）バルザック
第七回 ロマン派から写実主義へ（�）スタンダール
第八回 ロマン派から写実主義へ（�）メリメほか
第九回 ロマン派から写実主義へ（�）フローベール
第十回 ゾラと自然主義の作家たち
第十一回 象徴派の詩人たち（�）ボードレールと『悪の華』
第十二回 象徴派の詩人たち（�）ヴェルレーヌ、ランボー
第十三回 象徴派の詩人たち（�）その他の詩人たち
第十四回 全体のまとめ

履修上の注意

第一回目の授業には必ず出席してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

できるだけ課題として挙げた本を読んでから出席するようにしてください。
また、授業で配布したプリントなどは必ず読んで、知識の定着を図ってください。

教科書

いわゆる「教科書」はありませんが、次の本は他の授業でも参考になるうえに、
四年間（あるいは卒業後も）使える便利なものなので必ず購入してください。

『フランス文学小事典 増補版』、岩根久、柏木隆雄ほか、朝日出版社

また、これとは別に、毎回、私が作成したフランス文学史関係のプリントを配布します。

参考書

以下のうちどれか一つを早めに通読しておくことをお勧めします。

『はじめて学ぶフランス文学史』、横山安由美・朝比奈美知子、ミネルヴァ書房
『新版 フランス文学史』饗庭孝男・加藤民男、白水社
『増補 フランス文学案内』渡辺一夫・鈴木力衛、岩波文庫

また、19世紀に特化したものとして、次のような本も参考になります。

『十九世紀フランス文学を学ぶ人のために 』小倉孝誠、世界思潮社
『十九世紀フランス文学の展望』ドミニック・ランセ、文庫クセジュ

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）と試験（もしくは学期末レポート 60％）を基準に評価します。

その他

この授業は、フランス文学専攻の学生を対象とした授業になります。

984_14A30201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス文学史Ｂ 田母神 顯二郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

フランス文学には、長い歴史と充実した伝統があります。この授業では、各時代の代表作
家・作品に親しみながら、フランス文学の知識を広げ、理解を深めていきます。個性的で革新
性に満ちたフランスの作家たちを知ることで、フランス精神がどのように形成されてきたか、
その精髄（エッセンス）に触れてもらえたらと思います。作品の書かれた時代背景や作家の生
涯を調べたり、美術や音楽、演劇、舞踊など他のジャンルの動向も知ることで、より複眼的な
フランス文化体験ができるようになると思います。
秋学期は、まず20世紀のフランス文学を概観します。ベル・エポック期で反映の極に達した
フランス社会は二つの世界大戦に代表される大きな激動の時代を経験しますが、その中で、世
界的な発信力をもち現代文化に大きな影響を与えた文学者、思想家、芸術家が輩出します。こ
れらの人物とその仕事を知ることは重要な教養であるだけでなく、現代という混迷の時代をど
う生きるのか、そこにどのような「意味」を見出していくのか、という点でも大事な指針を与
えてくれるはずです。後半は、大きく時代をさかのぼり、中世から18世紀までのフランス文学
を扱います。これらの時代は、日本人にとってそれほど馴染み深いとは言えないかもしれませ
んが、当時の社会状況や文化状況、そして歴史などを学ぶうちに、どこか奥深いところで私た
ちと共通する部分が見つかることでしょう。できるだけ視聴覚資料も多く採り入れ、五感を
使って作品を理解していけるよう心がけるつもりです。また春学期で学んだ、作家や作品の
ルーツがいたるところで発見できると思います。「遠くて近いルーツ」への旅を楽しんでくださ
い。

授業内容

だいたい以下のようなスケジュールで授業を進めていきたいと思っていますが、受講生と相談
の上、変更することもあります。

第一回 授業の説明 秋学期の概観
ベル・エポック期の作家たち（�）：プルーストと『失われた時を求めて』

第二回 ベル・エポック期の作家たち（�）：アポリネールとキュビスム、ロシア・バレー団
第三回 20世紀文学の展開（�）ダダとシュルレアリスム
第四回 20世紀文学の展開（�）両大戦間期の文学
第五回 20世紀文学の展開（�）実存主義と不条理の文学
第六回 20世紀文学の展開（�）新しい小説と演劇の試み
第七回 20世紀文学の展開（�）20世紀のその他の作家たちと思想家たち
第八回 中世（�）中世入門：『ロランの歌』とトルバドゥール
第九回 中世（�）騎士道物語からヴィヨンまで
第十回 16世紀 フランス・ルネッサンス
第十一回 17世紀（�）絶対王政と古典主義の確立
第十二回 17世紀（�）古典主義期の作家たち
第十三回 18世紀（�）百科全書派の作家たち
第十四回 18世紀（�）18世紀のその他の作家たち

全体のまとめ

履修上の注意

第一回目の授業には必ず出席してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

課題として挙げた本を読んでから出席するようにしてください。
また、授業で配布したプリントなどは必ず読んで、知識の定着を図ってください。

教科書

いわゆる「教科書」はありませんが、次の本は他の授業でも参考になるうえに、
四年間（あるいは卒業後も）使える便利なものなので必ず購入してください。

『フランス文学小事典 増補版』、岩根久、柏木隆雄ほか、朝日出版社

また、これとは別に、毎回、私が作成したフランス文学史関係のプリントを配布する
予定です。

参考書

以下のうちどれか一つを早めに通読しておくことをお勧めします。

『はじめて学ぶフランス文学史』、横山安由美・朝比奈美知子、ミネルヴァ書房
『新版 フランス文学史』饗庭孝男・加藤民男、白水社
『増補 フランス文学案内』渡辺一夫・鈴木力衛、岩波文庫

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（40％）と試験（もしくは学期末レポート 60％）を基準に評価します。

その他

原則としてフランス文学専攻の学生だけを対象とした授業です。
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985_14G07301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

福祉心理学 二階堂 千 絵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

生涯で一度も福祉サービスを利用しないという人は極めて少数である。
では福祉とはいったい何か。
本講義では「ゆりかごから墓場まで」とされる福祉サービスについて概観し，福祉
現場において生じる問題及びその背景、福祉現場における心理社会的課題及び必要
な支援、特に虐待についての基本的知識について、受講者諸君がサービスのユー
ザーの立場や視点に触れ、多角的に思考し理解を深めることを目標とする。
具体的には周産期における様々な困難への支援、昨今特に問題となっている子ども
への虐待についての基本的な知識、今後高齢化がいっそう進んで行くであろう我が
国での高齢者の福祉にかかわる諸問題について，また福祉の現場に資する臨床心理
学とは何かということについて，制度面や法律も押さえながら具体的な事例、映像
教材をモチーフに理解を深める。
福祉の現場は心理だけでなく医療・保健・教育・福祉・司法などそれぞれの専門家
が連携して当たっていくことが必要な領域である。その中で心理職として必要な知
識と視点を培う。

授業内容

第�回 イントロダクション 我が国における福祉制度の歴史と概観
第�回 周産期・乳幼児期の支援
第�回 教育現場と福祉（�）
第�回 教育現場と福祉（�）
第�回 疾病のある子どもを支える
第�回 発達障害のある人を支える
第�回 児童虐待とマルトリートメント（�）：児童虐待に関する基本的知識
第	回 児童虐待とマルトリートメント（�）：児童虐待への対応
第
回 児童虐待とマルトリートメント（�）
第10回 児童虐待とマルトリートメント（�）
第11回 被虐待児への支援：社会的養護
第12回 被虐待児への支援：早期発見と児童福祉の盲点
第13回 認知症者とその家族を支える（�）
第14回 認知症者とその家族を支える（�）

履修上の注意

社会福祉にかかわる様々な領域について幅広い知見を培うため、福祉に関する文献、
各テーマに隣接した文芸作品、映像作品、ニュース等に積極的に日ごろから興味関
心を持ち、触れること。

準備学習（予習・復習等）の内容

講義でわからなかった点や疑問に思った点については口頭やリアクションペーパー
にて質問すること。
福祉に関する諸問題及び講義で取り上げた映像資料に関連する文献や文芸作品，映
像作品，ニュースなどに積極的に触れること。

教科書

使用しないが，下記に示す参考書の内容を踏まえて講義をする。

参考書

（�）山中克夫・四ノ宮美恵子・宮本信也編（2022）．公認心理師カリキュラム準拠
福祉心理学，医歯薬出版．
（�）近藤直司・田中康雄・本田秀夫編（2017）．こころの医学入門─医療・保健・
福祉・心理専門職を目指す人のために，中央法規．
（�）中島健一編（2018）第17巻 福祉心理学 (公認心理師の基礎と実践)，遠見書房．

その他随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーにて寄せられた質問・疑問に関しては、基本的にその次の回
の講義にて回答する。

成績評価の方法

リアクションペーパーへの回答45％，レポート55％。
レポート提出は必須とする。

その他
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986_14F09301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞台芸術研究ⅠＡ 岩 本 眞由美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期は「舞踊と身体表現」として、劇場芸術として発展した舞踊で
あるクラシック・バレエを取り上げる。
成立時や興隆時の時代的な背景と潮流、技術的な変遷を踏まえつつ、
いくつかの作品について映像を参照しながら詳細に分析、考察を行
う。
言葉を介さない身体を使ったダンスという表現方法と、その総合芸術
としての魅力を理解し、その上で観客として舞台に積極的に関わる＝
鑑賞する力をつけていくことが目標。

授業内容

（�）いま、なぜダンスか？/バレエ芸術の定義
（�）バレエは「平和と秩序」の象徴？ 起源と二つの宮廷バレエ
（�）スターも神も活躍した パリ・オペラ座の誕生
（�）ロマンティック・バレエの登場〜『ラ・シルフィード』（第�幕）
（�）今ここではない世界へ〜ロマン主義と『ラ・シルフィード』（第

�幕）
（�）文学者が入れ込んだバレエ〜『ジゼル』の成立と第�幕
（�）霊界へようこそ〜『ジゼル』とバレエ・ブラン（第�幕）
（	）ロマンティック・バレエの興隆と凋落
（
）帝政ロシアにおけるバレエの発展
（10）「白鳥の乙女」と恋に落ちる〜『白鳥の湖』の成立と第�幕
（11）華麗なスペクタクルへ〜『白鳥の湖』第�幕〜第�幕
（12）マリウス・プティパと帝室バレエ
（13）『眠れる森の美女』にみるバレエの古典主義
（14）『眠れる森の美女』にみるバレエの身体

履修上の注意

期末には試験に代えて、レポート課題を出します。
受講にあたってバレエやダンスの実技の経験はまったく不要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業に関連する映像資料リストを配布しますので、取り上げる作品の
映像を授業の前後に学内のメディアライブラリー等で視聴しておいて
ください。

教科書

特定の書籍は使用しません。サマリーと必要な資料をクラスウェブで
配布します。

参考書

参考文献リスト、資料映像リストを授業期間中にクラスウェブで配布
します。

課題に対するフィードバックの方法

期末レポート以外の課題を実施する場合はクラスウェブでフィード
バックします。

成績評価の方法

課題・レポート（30％）／平常点（70％）をふまえて行います。

その他

学内のメディアライブラリーにある豊富な映像資料を活用するのと同
時に、劇場へ足を運ぶことでさらに感性に磨きをかけてもらいたいと
思います（随時、公演案内を行います）。

987_14F09401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞台芸術研究ⅠＢ 岩 本 眞由美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期は「ダンス・パフォーマンス論」として、20世紀以降に創作されたバレ
エ／ダンスを取り上げその現代的な主題の在り方と多彩な表現方法について学
んでいく。
最初に20世紀初頭のバレエ・リュスの活動を起点として発展した世界的な潮流
を、それ以前のクラシック・バレエとの違いを踏まえつつ概観する。その上で
「物語バレエ」を中心にいくつかの作品を取り上げ、映像を参照しつつ詳細に考
察を行う。作品ごとに、文学、映画、オペラ、音楽など他の分野との関連につ
いても言及する。
言葉を介さない舞踊作品に対して理解や共感の糸口を見出し、より身近なもの
として感じとりながら鑑賞できるようになることが目標。

授業内容

（�）バレエ・リュスの衝撃〜バレエのモダニズム
（�）バレエ・リュスの�人の振付家とその後への影響
（�）現代の物語バレエ『ロミオとジュリエット』�〜ラヴロフスキー版からマ

クミラン版へ
（�）現代の物語バレエ『ロミオとジュリエット』�〜マクミラン版を通して
（�）『ロミオとジュリエット』の変奏曲
（�）モーリス・ベジャール�〜『春の祭典』バレエ・リュスからベジャールへ
（�）モーリス・ベジャール�〜現代の<祭儀>としてのバレエ
（	）モーリス・ベジャール�〜博覧強記の演劇性と死をめぐる創造
（
）物語バレエの系譜〜ジョン・クランコ� ザ・グレイテイスト・ストー

リーテラー
（10）物語バレエの系譜〜ジョン・クランコ� ダンスで物語る手法『オネーギ

ン』
（11）物語バレエの系譜〜ケネス・マクミラン� 名門ロイヤルの反逆児、ある

いはバレエ界の文学者
（12）物語バレエの系譜〜ケネス・マクミラン� ファム・ファタールのバレエ
『マノン』

（13）物語バレエの系譜〜ジョン・ノイマイヤー� 「心」の探究者
（14）物語バレエの系譜〜ジョン・ノイマイヤー� 恋愛って何？『椿姫』

履修上の注意

期末には試験に代えて、レポート課題を出します。
受講にあたってバレエやダンスの実技の経験はまったく不要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業でとりあげるバレエ作品の原作となっている文学をあらかじめ読んでおい
てください。
また作品の映像を授業の前後に学内のメディアライブラリー等で視聴しておい
てください。

教科書

特定の書籍は使用しません。サマリーと必要な資料をクラスウェブで配布しま
す。

参考書

参考文献リスト、資料映像リストを授業期間中にクラスウェブで配布します。

課題に対するフィードバックの方法

期末レポート以外の課題を実施する場合はクラスウェブでフィードバックしま
す。

成績評価の方法

課題・レポート（30％）／平常点（70％）をふまえて行います。

その他

春学期同様、学内のメディアライブラリーを活用するとともに、劇場へも足を
運ぶよう心がけてください（随時、公演案内をします）。
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988_14F09501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞台芸術研究ⅡＡ 伊 藤 明 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

総合芸術と称されるオペラを中心に、その誕生と歴史について講義す
る。古典作品の成立背景、現代に至るまでの上演作品の芸術性と社会
性、其の受容について研究する。
オペラへの理解を深めるために、18世紀後半に活躍し、現代に於いて
も盛んに上演されるモーツァルトの作品を取り上げ、視聴覚資料を使用
しつつ、古典的作品が今日どのように受け入れられ、上演されているか
を研究する。

舞台芸術の諸要素と作品の生み出された時代についての理解を深め、
今日の上演作品の解釈の幅を広げる。

授業内容

第�回：aのみ：オペラとは何か
第�回：オペラの誕生から現代に至る歴史�
第�回：オペラの誕生から現代に至る歴史�
第�回：劇場の歴史
第�回：モーツァルトの生涯�─取り巻く環境
第�回：モーツァルトの生涯�─当時の劇場とオペラ
第�回：モーツァルトの生涯�─「フィガロの結婚」の創作
第	回：モーツァルトの生涯�─「フィガロの結婚」以降の創作
第
回：喜歌劇「フィガロの結婚」─原作とオペラの比較�、古典の再

現としての作品
第10回：喜歌劇「フィガロの結婚」─原作とオペラの比較�、現代化さ

れた作品
第11回：喜歌劇「フィガロの結婚」─作品比較研究
第12回：日本におけるオペラ� 歴史
第13回：日本におけるオペラ� 訳詞と翻案
第14回：モーツアルトのオペラ改革・まとめ

履修上の注意

舞台芸術に興味のある生徒の受講が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布するレジュメを読み理解を深めること。授業中に提示す
る資料のみではなく、日常的に多くの舞台作品に接して現代の状況を理
解し、その社会性や芸術性などについて考える姿勢を持つこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。講義の進行に従って、資料を配布す
る。

参考書

『オペラの運命』 岡田暁生著（中公新書）、『フィガロの結婚』ボーマル
シェ作・辰野隆訳（岩波文庫）、『名作オペラブックス モーツァルト
フィガロの結婚』（音楽之友社）、他に必要に応じて授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題については、授業中またはOh-o! Meijiを通じて解説、講評を配信す
る。

成績評価の方法

レポート40%、授業への貢献度60%の割合を目安に評価する。

その他

舞台芸術研究IIBを継続して受講することが望ましい。

989_14F09601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞台芸術研究ⅡＢ 伊 藤 明 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

劇場で観客が体験する舞台芸術は、全体的世界。これは『全体』を構
成する演出家、作品の登場人物を具現化する俳優や歌手、世界を視覚化
する舞台美術デザイナーや照明デザイナー、その他多くのスタッフの共
同作業の上に成り立つ。現代は劇場機構の発達などにより、舞台表現の
幅が大きく広がってきている。それらの各部門の仕事の役割と内容につ
いて講義する。
オペラにおいては、歌手の時代から指揮者の時代を経て、現代は演出家
の時代と称されている。その流れを理解する。

舞台芸術創造のための諸要素を把握し、様々な伝統的解釈や現代的解
釈を理解し、上演スタイルの比較検討を通して作品のメッセージを明確
にする。今日の舞台芸術作品のあり方を考える。

授業内容

第�回：舞台芸術の諸要素─舞台美術，舞台衣装等，スタッフの役割
第�回：演出家─フェルゼンシュタインのムジーク・テアター
第�回：「ドン・ジョヴァンニ」創作背景と作品の特徴
第�回：「ドン・ジョヴァンニ」初演の再現と現代化された作品
第�回：「ドン・ジョヴァンニ」上演作品の比較�─登場人物
第�回：「ドン・ジョヴァンニ」上演作品の比較�─演出の役割
第�回：「ドン・ジョヴァンニ」上演作品の比較�─様々な解釈�
第	回：「ドン・ジョヴァンニ」上演作品の比較�─様々な解釈�
第
回：「ドン・ジョヴァンニ」観客へのメッセージ�
第10回：「ドン・ジョヴァンニ」観客へのメッセージ�
第11回：「コシ・ファン・トゥッテ」創作背景と作品の特徴
第12回：「コシ・ファン・トゥッテ」上演作品の比較
第13回：「魔笛」創作背景と作品の特徴
第14回：「魔笛」とフリーメーソン, 「演出家の時代」と今日の状況

履修上の注意

舞台芸術に興味のある生徒の受講が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布するレジュメを読み理解を深めること。授業中に提示す
る資料のみではなく、日常的に多くの舞台作品に接して現代の状況を理
解し、その社会性や芸術性などについて考える姿勢を持つこと。

教科書

特定のテキストは使用しない。講義の進行に従って、資料を配布す
る。

参考書

『フェルゼンシュタインの芸術』寺崎裕則著（音楽之友社）、『名作オ
ペラブックス ドン・ジョヴァンニ』（音楽之友社）、『名作オペラブッ
クス コシ・ファン・トゥッテ』（音楽之友社）、『名作オペラブックス
魔笛』（音楽之友社）、他に必要に応じて授業中に紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題については、授業中またはOh-o! Meijiを通じて解説、講評を配信す
る。

成績評価の方法

レポート40%、授業への貢献度60%の割合を目安に評価する。

その他

舞台芸術研究IIAを受講しておくことが望ましい。
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990_14F17101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞台芸術研究ⅢＡ 辻 佐保子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この講義では、アメリカン・ミュージカルの表現手法の歴史を、アメリカの社会動
向との相互的な関係を踏まえながら辿ります。現在、アメリカン・ミュージカルは
日本も含めて世界各国で上演されており、その際、「アメリカ発のポピュラー・エン
ターテインメント」という背景を抜きにして受容されることも決して珍しくはあり
ません。しかし、アメリカン・ミュージカルの劇作の方法論 -- たとえば、楽曲とド
ラマの関係性や、歌・ダンスの働き -- は、アメリカの政治的・社会的・経済的・文
化的状況と密接に関わっています。
以上の前提に立って、本授業では、表現手法の成立や変化を多角的な視点から考
察することを通して、アメリカン・ミュージカルが刻んできた歴史をダイナミック
にとらえていきます。
この講義の到達目標は、次の通りです。
・アメリカン・ミュージカルの歴史の基本知識を身につける。
・各時代の代表的な作家や作品を知り、その特徴を理解する。
・ミュージカルを規定する美学や、様々な条件を知り、時代や地域といかに深く関
わるかを理解する。

授業内容

第�回 a オリエンテーション（本講義の目的と概要）
b アメリカン・ミュージカル前史①：独立前後のアメリカ

第�回 アメリカン・ミュージカル前史②：ミンストレル・ショー、メロドラマ、
ヴォードヴィル

第�回 上演環境の変化、表現の変化：ティン・パン・アレー、レヴュー、ミュー
ジカル・コメディ

第�回 エポック・メイキングとしての『ショー・ボート』
第�回 大恐慌下のアメリカン・ミュージカル
第�回 新たな時代の始まりへ：「統合」概念の席巻
第�回 WWIIから冷戦期のミュージカル（前編）
第	回 WWIIから冷戦期のミュージカル（後編）
第
回 「分離」の時代のミュージカルへ
第10回 幻滅と孤独の時代のミュージカル
第11回 アメリカの保守化、ブロードウェイのテーマパーク化、ミュージカルのフ

ランチャイズ化
第12回 国家と自己の暗がりを見つめるアメリカン・ミュージカル
第13回 グローバル資本主義とアメリカン・ミュージカル
第14回 21世紀のアメリカン・ミュージカル

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

授業でとりあげた作品を、劇場や映画館に直接足を運んだり、レンタルや配信と
いったサービスを利用して、鑑賞することが望ましいです。
また、授業では限られた数の作品や作り手しか言及できないため、参考書をよく読
み、より深く複合的にミュージカル史を理解するよう努めてください。

教科書

特になし

参考書

・小山内伸『ミュージカル史』中央公論社、2016年
・スコット・マクミリン『ドラマとしてのミュージカル』有泉学宙訳、彩流社、
2015年
・日比野啓『アメリカン・ミュージカルとその時代』青土社、2020年
・宮本直美『ミュージカルの歴史 なぜ突然歌い踊るのか』中公新書、2022年
・John Bush Jones, "Our Musicals, Ourselves," Brandies University Press, 2004年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

コメントシート（35％）、期末レポート課題（65％）
※対面形式での試験は行わない。

その他

991_14F17201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞台芸術研究ⅢＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「笑い」は、その時代の精神をもっともよく写し取る「時代の鏡」である。
なにを「笑う」か、だれが「笑い」を導くか、どのような方法で「笑い」をもたら
す
かは、ある時代の社会制度や文明のありかたによって刻々変化する。「笑い」の劇
は、
同時代を象徴するモチーフをすぐさまキャッチし、その対象を的確に処理しなくて
は
ならないので、必然として時代の先端に位置することになる。
この授業では現代における「笑い」の劇が、時代の影響をうけつつ、どのように
変化してきたかを考える。扱う素材は舞台芸術に限らず、映像作品や音響作品を
含むものとする。
全14回の授業のうち、主に前半は「笑いの劇」を成立させる前提条件について
考える。そのために、喜劇の母体である「悲劇」についても触れる。また同一の
モチーフが時代によってどのように変奏され、語り直しされてきたかについて扱う。
後半は主として現代の「笑いの劇」について扱い、そこから「いま現在」は
どのような時代なのかについて考える。

授業内容

第�回 「悲劇」とはなにか？ 運命の中に生きる人間。
第�回 「喜劇」とはなにか？ 運命とは無関係に生きる人間。
第�回 劇の中に流れる時間。「悲劇」と「喜劇」の対比。
第�回 モチーフと語り直し。パロディの有効性。
第�回 モチーフと語り直し。「シンデレラ」と20世紀。
第�回 モチーフと語り直し。「三匹の子豚」とプロパガンダ。
第�回 モチーフと語り直し。宮崎駿作品を読む。
第	回 なぜ「怖い話（ホラー）」は「コメディ」と親和性が高いか。
第
回 落語の笑い。東京落語を聴く。
第10回 落語の笑い。上方落語を聴く。
第11回 「語り芸」と現代の笑い。
第12回 「演劇」と「コント」はどこで交わるか。
第13回 「笑い」を成立させる空間について。
第14回 「女芸人」とはなにか。

履修上の注意

定まった「正解」のない課題について講義する。そのため、受講者各位にしばしば
意見を求める
ことがある。積極的な発言や参加を求めたい。また受講者のトータル数にもよるが、
いくつかの
グループをつくり意見発表の場を設けることも考えている。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習すべき事は特にない。
授業内で扱う作品は、ほとんどの場合、抜粋にならざるをえないので、受講後に改
めて
全編を視聴するなど各自補完してほしい。

教科書

特になし。

参考書

『落語の聴き方楽しみかた』松本尚久著（ちくまプリマー新書）。講師が以前にしる
した新書で
講義内容と重なる部分が多い。授業理解の手助けになるテキストではあるが、現在、
新刊本は
ほとんど出回らず、amazonの中古販売などでしか入手できない。
従って、無理をせず、可能であれば参照してほしい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末のペーパーテストで評価する。テストには授業で配布した資料や各自のノート、
参考書
持ち込み可。また、特定のテキスト（題材）を二次創作する創作問題を出題予定。

その他
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992_14F10501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞踊学Ａ 上 野 房 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

劇場芸術としての舞踊、なかでも19〜21世紀のバレエに焦点をあて、その特色を研究する。

教材として映像を多用し、19〜21世紀の主要舞踊作品の視聴を通して、各々の特性の理解を深め、
観賞力・分析力を高める。

授業内容

社会と舞踊の関係に留意し、時代の変遷とともに、舞踊がいかに変化していったのかを考察する。

16〜18世紀：草創期のバレエ
�) ダンス概論
�) 宮廷バレエ----踊る王族ルイ14世とパリ・オペラ座の誕生
�) ジャン＝ジョルジュ・ノヴェールのバレエ・ダクション

19世紀：古典バレエの確立と舞踊技術の発展
�) ロマンチック・バレエの誕生
�) 1841年初演『ジゼル』考察
�) ロシア・バレエの栄華
�) マリウス・プティパ振付『眠れる森の美女』考察

20世紀：古典バレエからの脱却
	) ロシア革命とバレエ

) バレエ・リュッスの新風
10) ミハイル・フォーキン振付『ペトルーシュカ』考察
11) ジョージ・バランシンとアメリカン・バレエの誕生
12) バランシン振付『セレナーデ』考察
13) ジェローム・ロビンズのアメリカン・バレエ
14) 21世紀概略
15）学期末試験

履修上の注意

�）参考書 “Oxford Dictionary of Dance” は、毎回、授業で使用する。
予習・復習時にも活用されたい。

�）下記の課題を出す。

a. 映像視聴課題
大学所蔵の映像ソフト、ネット配信されたダンス映像などを各自で視聴し、所定の事項を調べる。
情勢によっては、劇場でのライブ公演も視聴対象とする。

b. 授業に連動したミニレポートおよびミニテスト

�）授業内容を変更する必要が生じた場合は、随時、クラスウェブで連絡する。

�）ダンス公演およびダンス映像を視聴する際にはメモを取り、緻密に記録・記憶・分析する習慣
を身につけてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の前後に、下記の参考書の関連項目を精読する。

教科書

なし

参考書

Debra Craine and Judith Mackrell,
"The Oxford Dictionary of Dance, Second Edition."
Oxford: Oxford University Press, 2010.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績評価には、映像視聴課題20％、ミニレポート、ミニテスト各10%、学期末試験60％を反映させ
る。

学期末試験には、Oxford Dictionary of Dance、本人自筆のメモ類（B5〜A4サイズの用紙片面を使
用）�枚以内に限り、持ち込み可能とする。コピー、プリントアウト類は不可。

授業時に視聴した映像および全編を視聴するように指定した映像は、すべて学期末試験の出題範囲
とする。
Oxford Dictionary of Danceを所持していることを確認する問題を設ける。

その他

993_14F10601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

舞踊学Ｂ 上 野 房 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

20世紀に誕生した劇場芸術としての舞踊である「モダンダンス」に焦点をあて、その特色を
研究する。

教材として映像を多用し、20〜21世紀の主要振付家による作品の視聴を通して、各々の特性
の理解を深め、観賞力・分析力を高める。

授業内容

社会と舞踊の関係に留意し、時代の変遷とともに、舞踊がいかに変化していったのかを考察
する。

�）モダンダンス概論、先駆者の貢献と限界：ロイ・フラー
�）モダンダンス先駆者の貢献と限界：イサドラ・ダンカン、ルース・セント・デニス
�）モダンダンス創始者：マーサ・グラハム
�）グラハム振付「ナイト・ジャーニー」考察
�）モダンダンス創始者：ドリス・ハンフリー、ハンフリー振付作品考察
�）モダンダンスへの反発：マース・カニングハム
�）モダンダンスへの反発：アルウィン・ニコライ
	）「特別」から「普通」へ：ポスト・モダンダンス

）「特別」から「普通」へ：アフリカ系アメリカ人他のアイデンティティ
10）モダンダンスとバレエの融合
11）20世紀総括（�）：物語世界の拡大、進化、深化
12）20世紀総括（�）：ケネス・マクミラン作品視聴
13）20世紀総括（�）：ジョン・ノイマイヤー作品視聴
14）21世紀概略：激変する世界の中で「ダンスの今」を考察する
15）学期末試験

履修上の注意

�）参考書 “Oxford Dictionary of Dance” は、毎回、授業で使用する。
予習・復習時にも活用されたい。

�）下記の課題を出す。

a. 映像視聴課題
大学所蔵の映像ソフト、ネット配信されたダンス映像などを各自で視聴し、所定の事項を調
べる。
情勢によっては、劇場でのライブ公演も視聴対象とする。

b. 授業に連動したミニレポートおよびミニテスト

�）授業内容を変更する必要が生じた場合は、随時、クラスウェブで連絡する。

�）ダンス公演およびダンス映像を視聴する際にはメモを取り、緻密に記録・記憶・分析す
る習慣を身につけてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の前後に、下記の参考書で関連項目を精読する。

教科書

なし

参考書

Debra Craine and Judith Mackrell,
"The Oxford Dictionary of Dance, Second Edition."
Oxford : Oxford University Press, 2010.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績評価には、映像視聴課題20％、ミニレポート、ミニテスト各10%、学期末試験60％を反
映させる。

学期末試験には、Oxford Dictionary of Dance、本人自筆のメモ類（B5〜A4サイズの用紙片面
を使用）�枚以内に限り、持ち込み可能とする。コピー、プリントアウト類は不可。

授業時に視聴した映像および全編を視聴するように指定した映像は、すべて学期末試験の出
題範囲とする。
Oxford Dictionary of Danceを所持していることを確認する問題を設ける。

その他
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994_14H10501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文化財科学Ａ 神 庭 信 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【概要】
文化財資料の保存と公開は文化財を継承するために必要な両輪である。資料保存と
はあらゆる状況や環境において、資料に対する安全を作り出だす行為である。その
ために必要となる専門知識と見識は極めて高度なものであり、獲得には時間を要す
る。本授業では、資料保存を実践するために必要な倫理や哲学、科学的理論、そし
て問題解決のためのアプローチの仕方などに関し、それらの基礎となる部分につい
て実例に基づきながら講義し、全体的な理解を促す。また、実際の博物館において
展示の工夫や作品の保存状態などについて、より具体的な講義を行う。

【到達目標】
① 博物館において資料を保存することの意義と保存の歴史、文化財保存の理念、

保存を支える関係要素を理解する。
② 資料の材料・形態や状態の違いによる調査や保存・修理方法のあり方、資料
の劣化因子と保存のための環境整備の重要性の認識、あわせて展示・梱包・輸送な
ど博物館活動に伴う資料の扱いと保存との関係などの考察を通して、博物館におけ
る資料保存のための基礎的知識を習得する。

授業内容

第�回 文化財資料の意味と博物館における資料保存の意義について学習する
第�回 博物館における資料保存の意義と資料の保全を脅かすリスクについて学習

する
第�回 博物館における資料保存の意義と臨床的保存の必要性と職業倫理について

学習する
第�回 環境と資料の状態診断における資料の保存公開と環境の関係について学習

する
第�回 環境と資料の状態診断における環境のモニタリングについて学習する
第�回 環境と資料の状態診断における資料の調査診断と記録について学習する
第�回 環境と予防保存における環境改善による資料保全について学習する
第	回 環境と予防保存における博物館資料の輸送について学習する
第
回 環境と予防保存における保存箱について学習する
第10回 劣化と修理保存における修理前の状態調査について学習する
第11回 劣化と修理保存における対症修理と本格修理の役割について学習する
第12回 劣化と修理保存における修理報告書の作成について学習する
第13回 自然災害への対応について学習する
第14回a 及び環境保護と博物館の役割について学習する
第14回b 試験

履修上の注意

学芸員資格を取得するための必修科目のひとつであるが、鑑賞者として博物館や美
術館を利用する場合にも役立つ知識が得られるよう工夫した内容になっている。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前には専門用語など語彙を調べ、本文を一度は読んでくること。授業後は講義
内容を復習し、教科書をより良く理解するよう努めること。授業の中で例示あるい
は言及された施設や文化財に関して、類似の施設を訪れたり、関連した実物資料あ
るいはデジタル画像などを鑑賞するなどして、臨場感をもって授業に臨めるように
努めること。

教科書

『博物館資料の臨床保存学』神庭信幸（武蔵野美術大学出版局）2014

参考書

特には指定しない。授業中に必要な資料を適宜配布する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート10％，授業への貢献度40％，定期試験50％

その他

995_14H10601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文化財科学Ｂ 神 庭 信 幸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

【概要】
文化財にはさまざまな素材が用いられ、またそれらが重なり合う多層構造であり、
各素材の接着強度や温湿度変化への反応は異なりながらも微妙なバランスを保ちなが
ら形状を保っている。時間と共に文化財には歪みや亀裂、剥離や剥落、変色や退色な
どの劣化が生じるため、過去に数度の修復処置を受け、本来の素材とは異なる後補が
付け加えられていることが多い。このように複雑な構造、履歴をもつ文化財資料に対
する文化財科学のアプローチには大きく二つの方法が考えられる。つまり、保存の必
要性から劣化機構や保存処置方法などを探求する道と、作品を形作る技術や材料、お
よび製作年代や作者など製作当初の作品の姿を探求する道である。何れのアプローチ
にもＸ線や赤外線などを用いた図像や構造解析，製作材料の化学分析，保存環境の科
学的調査などが必要となるため、基礎となる情報は共通であることが多い。本授業で
は、文化財の構造や材質、劣化を生じさせるリスク、文化財の履歴に深い影響を与え
る出来事などに関し、具体例を示しながら講義し、文化財科学の基礎について理解を
促す。

【到達目標】
① 文化財を劣化させるリスクについて、歴史的な要因あるいは物理的な要因を理
解すること。
② 文化財を形作るために必要な技術と材料について理解を深めること。
③ 文化財の状態や履歴を調査するために必要な科学的調査法について理解を深め
ること。

授業内容

第�回 文化財と災禍「水害」について学習する
第�回 文化財と災禍「地震」について学習する
第�回 文化財と災禍「戦争」について学習する
第�回 リスクと劣化「臨床保存学」について学習する
第�回 リスクと劣化「木の文化」について学習する
第�回 リスクと劣化「津波被災資料」について学習する
第�回 リスクと劣化「国宝檜図屏風の修理」について学習する
第	回 リスクと劣化「グローバリズムと文化財輸送」について学習する
第
回 リスクと劣化「美術品の輸送」について学習する
第10回 科学調査「エックス線の利用」について学習する
第11回 科学調査「赤外線の利用」について学習する
第12回 科学調査「ルーベンス作・ソドムを去るロトとその家族」について学習する
第13回 科学調査「切支丹遺物」について学習する
第14回a 科学調査「明治初期油彩画」について学習する
第14回b 試験

履修上の注意

文化財科学の基本は実物観察からである。博物館や美術館にでかけ、さまざまな分野
の美術品や文化財を鑑賞するように心がけてほしい。実物を見ることで得られる情報
や感情は他では得難い特別なものである。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回配布される資料を事前に読み、専門用語など語彙を調べて次回の授業に備えるこ
と。授業後は講義内容を復習し理解するよう努めること。

教科書

参考書

特には指定しない。授業中に必要な資料を適宜配布する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート10％，授業への貢献度40％，定期試験50％

その他
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996_14H05901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文化人類学Ａ 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

In Cultural Anthropology B, you will learn further the basic concepts and ideas of
cultural anthropology. Cultural anthropology involves the systematic,
comparative study of groups of people from all over the world and the knowledge
those groups have that defines their cultures. We will draw on what we learn
about other cultures to learn something about our own culture(s) and about
ourselves.

授業内容

Week �: Introduction
Week �: Social Structure �
Week �: Social Structure �
Week �: Social Order �
Week �: Social Order �
Week �: Applied Anthropology �
Week �: Applied Anthropology �
Week 	: Families, Kinship, Marriage �
Week 
: Families, Kinship, Marriage �
Week 10: Gender �
Week 11: Gender �
Week 12: Religion �
Week 13: Religion �
Week 14: Review

履修上の注意

There are no prerequisites to enroll in this course.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures and discussions. Attendance is a minimal
requirement. Participation is measured by attendance and by asking and
answering questions on a timely basis. You are expected to read the suggested
materials and to be able to ask and answer questions about them in class
discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o! Meiji at:
https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University username and
password to log in.

教科書

Thomas Hylland Eriksen (2017) What is Anthropology? , Pluto Press.
* The digital version is available on amazon.co.jp

参考書

Other readings will be posted on Oh-o! Meiji.

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on participation (20%), quizzes (20%), amid-term exam
(30%), and a final exam (30%).

その他

* This class will be in HyFlex format. You can physically be in the classroom or
attend this class via Zoom from anywhere around the world. For the in-class/live
streaming will be on 1st period of TH in Izumi. Please check the Oh-o! Meiji for
the physical classroom location.

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを介してどこ
からでも履修ができます。対面・ライブ配信は木曜日の�限目です。教室はOh-
o! Meijiを確認してください。

997_14H06001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文化人類学Ｂ 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

In this introductory course, you will learn the basic concepts and ideas of cultural
anthropology. Cultural anthropology involves the systematic, comparative study
of groups of people from all over the world and the knowledge those groups have
that defines their cultures. We will draw on what we learn about other cultures to
learn something about our own culture(s) and about ourselves.

授業内容

Week �: Introduction
Week �: What is anthropology?
Week �: Culture ‒ Anthropological approaches �
Week �: Culture ‒ Anthropological approaches �
Week �: Race, Ethnicity, Class �
Week �: Race, Ethnicity, Class �
Week �: Methods in Anthropology �
Week 	: Methods in Anthropology �
Week 
: Language and Communication �
Week 10: Language and Communication �
Week 11: Agriculture, Exchange, Economy �
Week 12: Agriculture, Exchange, Economy �
Week 13: Subsistence System
Week 14: Review

履修上の注意

There are no prerequisites to enroll in this course.

準備学習（予習・復習等）の内容

The course will include lectures and discussions. Attendance is a minimal
requirement. Participation is measured by attendance and by asking and
answering questions on a timely basis. You are expected to read the suggested
materials and to be able to ask and answer questions about them in class
discussions.

This course uses an online system, Oh-o! Meiji. You can access Oh-o! Meiji at:
https://oh-o2.meiji.ac.jp/. You will need your Meiji University username and
password to log in.

教科書

Thomas Hylland Eriksen (2017) What is Anthropology? , Pluto Press.
* The digital version is available on amazon.co.jp

参考書

Other readings will be posted on Oh-o! Meiji.

課題に対するフィードバックの方法

There will be weekly office hours.

成績評価の方法

Evaluation will be based on participation (20%), quizzes (20%), amid-term exam
(30%), and a final exam (30%).

その他

* This class will be in HyFlex format. You can physically be in the classroom or
attend this class via Zoom from anywhere around the world. For the in-class/live
streaming will be on 1st period of TH in Izumi. Please check the Oh-o! Meiji for
the physical classroom location.

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを介してどこ
からでも履修ができます。対面・ライブ配信は木曜日の�限目です。教室はOh-
o! Meijiを確認してください。

─ 520─



998_14F63201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文化地理学Ⅰ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文化地理学とはいったいどのような学問なのか，その実相について，具体的な研
究事例をもとに検討していく。
そして，「文化地理学の視座から地域をまなざす」にはどのようにすればよいかを
学ぶ。
鍵となる地理学的概念としては「景観」と「場所／地域」，そして「アイデンティ
ティ」である。
これらについても理論的・方法論的な観点から説明していく。

授業内容

およそ以下の通りに進めていく予定である（随時変更はありうる。一つのトピッ
クを複数回で扱うことが多いので，このすべてを網羅するものではない。また順
番はこの通りではない可能性もある）。

� ■学史： 講義の文脈説明：1980年代後半の人文地理学における文化論的転
回

� ■方法論�： 認識としての文化
� ■景観読解�： 村落景観の社会性
� ■場所の系譜学�： 墓地と場所感覚
� ■方法論�： フィールドと原稿の間：地誌の別の局面について
� ■場所の系譜学�： ナショナリズムと「民俗」の風景
� ■アイデンティティ論�： 現代沖縄の地域表象と言説状況
� ■アイデンティティ論�： 地域アイデンティティと歴史意識の交錯と変容
	 ■アイデンティティ論�： 沖縄系ハワイ移民女性とアイデンティティ構築

の場所

 ■景観読解�： 村落景観を「露頭」として身体的経験の「地層」を読む
10 ■都市空間と身体性�： ヴァルター・ベンヤミン─遊歩者(フラヌール)と

幻像(ファンタスマゴリー)─
11 ■都市空間と身体性�： ポストモダン都市の遊歩をめぐる諸相
12 ■地理学的知の存在論： 「他なるもの」／「外部」に介入する地理学的知
13 ■地域文化の認識論： 「地域文化」について考える
14 ■場所の系譜学�： 1980年代の「裏原宿」─文化地理学的回想─

履修上の注意

授業の際に数度簡単な作業をしてもらう予定。
それに期末試験の点数を加えて評価する。

授業開始後の出入りは慎むこと。用があればその都度連絡してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の講義に関する文献をPDF化してOh-o！Meiji システムにUPするので，必ず
事前にダウンロードし読んでおくこと。
また毎回講義時に持参すること。

教科書

特に用いないが，関係する文献については講義時に指示する。

参考書

授業の際に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（85％）と平常点（15％：授業時の小レポート等および出席状況）を併
せて評価する（予定）。

その他

2015年以前カリキュラムの配当学年は�・�年です。

999_14F63301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文化地理学Ⅱ 大 城 直 樹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文化地理学的視座からに都市ならびに都市環境に関する表象およびそ
れをめぐる政治（力関係）について考えて行く。
様々なメディア（とくに映画）を事例に，その時系列的な変遷につい
て理解できるようにする。

授業内容

毎回一つの作品を取り上げながら，都市問題，様々な社会的矛盾
（人種，階級等），建造環境，郊外，未来のイメージ，などのトピック
について検討していく。

第�・�回：未来都市イメージ，企業支配，労働力の問題
第�・�回：都市とモダニティ：フォーディズムを中心に
第�回：都市と移民と犯罪
第�回：都市インフラとマイノリティ
第�回：戦時の都市空間
第	回：焼け跡の都市で生きる
第
回：都市への人口移動と核家族化：残された家族の問題
第10回：都市の郊外化と社会問題
第11回：失業と文化摩擦
第12・13回：都市の社会的格差：インナーシティ問題，持てる者と持
てざる者
第14回：人種問題，人種内格差と音楽の交錯

履修上の注意

授業の際に毎回作業を行う。よって毎回出席を前提とする。
�回までの欠席は正当な理由がある場合認めるが，それ以上の欠席は
授業の構造上成績評価に支障が生じるため認められない。同様に大幅
な遅刻も認められない（作業が出来ないので）。

一回目の授業時に受講にあたっての注意事項を述べるので必ず出席す
ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，次回の映画の概要等について各自事前に調べ，A4用紙にプリ
ントアウトし持参すること。
その用紙に，その回の授業中の課題を行ってもらう。

教科書

特に使用しない

参考書

講義中にその都度照会する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験（50％）と平常点（50％：毎回の作業と出席状況）
毎回の作業分を提出し，それを合算し評価する。

その他

2015年以前カリキュラムの配当学年は�・�年です。
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1000_14G08201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文学と哲学 合 田 正 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1001_14F00101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文学概論Ａ 引 田 直 巳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「シャイニング」や「IT」、あるいは「スタンド・バイ・ミー」や
「ショーシャンクの空に」などで知られるアメリカの超ベストセラー
作家スティーヴン・キングの作品を中心に純文学と大衆小説の差異を
考察しつつ、ハイカルチャーとローカルチャーの境界をも超越する、
あらたな文学観を探る。

授業内容

第一回 イントロダクション(スティーヴン・キングについて)
第二回 大衆文学と純文学のヒエラルキー
第三回 パルプマガジンとヘーパーバック文化
第四回 ベストセラーとは何か
第五回 50年代B級SFホラー映画
第六回 ECホラー・コミックス
第七回 英国ゴシック小説
第八回 アメリカン・ゴシック
第九回 デビュー長編「キャリー」
第十回 70年代オカルト・ブーム
第十一回 モダンホラー・ブーム
第十二回 吸血鬼小説の系譜
第十三回 吸血鬼小説の系譜�

第十四回 第二長編「呪われた町」

履修上の注意

小説はもちろんのこと、アメリカン・カルチャーに関心のある人向
け。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめスティーヴン・キングの作品(小説や映画)を読んで(鑑賞
して)おくことが望ましい。

教科書

風間賢二「スティーヴン・キング論集成」(青土社)

参考書

風間賢二「ホラー小説大全」(角川ホラー文庫・双葉文庫)
風間賢二「ジャンク・フィクション・ワールド」(新書館)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加態度(40パーセント)、レポート(60パーセント)

その他

1002_14F00201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文学概論Ｂ 引 田 直 巳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「シャイニング」や「IT」、あるいは「スタンド・バイ・ミー」や
「ショーシャンクの空に」などで知られるアメリカの超ベストセラー
作家スティーヴン・キングの作品を中心に純文学と大衆小説の差異を
考察しつつ、ハイカルチャーとローカルチャーの境界をも超越する、
あらたな文学観を探る。後期は引き続き、キングの代表作からライフ
ワークまで対象とするが、ことにさまざまな文芸批評理論紹介に力点
を置く。

授業内容

第一回 第三長編「シャイニング」
第二回 第四長編「ザ・スタンド」
第三回 黙示録(破滅後の世界)文学の系譜
第四回 代表作「IT」(ポストモダン小説)
第五回 「IT」�(ポリフォニー小説)
第六回 「ミザリー」(メタフィクション)
第七回 「ミザリー」(読者受容論)
第八回 「ダーク・ハーフ」(分身テーマ)
第九回 「人狼の四季」(狼男テーマ)
第十回 自然主義文学とキング作品
第十一回 「スタンド・バイ・ミー」
第十二回 ミステリー、ハードボイルド
第十三回 ミステリー、ハードボイルド�
第十四回 「ダークタワー」シリーズ

履修上の注意

ホラー小説や映画はもちろんのこと、アメリカのポップカルチャーに
関心のある学生向け。もちろん、文学理論の話も随時盛り込んでい
く。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめスティーヴン・キングの小説作品を何点か読んでおく(映
画化作品を鑑賞しておく)ことが望まれる。

教科書

風間賢二「スティーヴン・キング論集成」(青土社)

参考書

風間賢二「ホラー小説大全」(角川ホラー文庫・双葉文庫)
風間賢二「ジャンク・フィクション・ワールド」(新書館)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加態度(40％)、レポート(60％)

その他
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1003_14A51802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ａ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めてい
く上で必要不可欠な基礎知識と方法を，具体的な作業・訓練を通じて
修得する。

授業内容

広義での「読む」ことには、書物ばかりでなく、映画や美術やあるい
は街などもその対象に含まれる。ただ、そのための「読み」の理論
は、文学を対象に発展してきたため、基礎的な文学批評の理論をおさ
えつつ、それを実際にどのように生かしていくのかの実践を試みる。
批評を書くことを目指す。
� イントロダクション
� 新聞のコラムを読む
� 新聞のコラムを読み比べる
� 新聞のコラムを書いてみる
� 新聞のコラムを書いて比べてみる
� 書評を読む
� 書評を読み比べる
	 書評を書いてみる

 書評を書いて比べてみる
10 『ペスト』を読む
11 『ペスト』を分析する
12 上記の批評理論の実践としての発表�
13 上記の批評理論の実践としての発表�
14 まとめと講評

履修上の注意

演習は基本的に受講者の研究発表の場であることを念頭に置くこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

書くことの実践授業であり、書いたものは公開が前提とされる。

教科書

カミュ『ペスト』

参考書

カミュ『シシュポスの神話』『異邦人』

課題に対するフィードバックの方法

課題は公表し、それをもとに議論を行う。

成績評価の方法

発表70％、議論への参加など平常点30％。

その他

1004_14A51902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ｂ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めていく上
で必要不可欠な基礎知識と方法を，具体的な作業・訓練を通じて修得す
る。

授業内容

広義での〈読む〉ということの意味について考える。前半ではドストエフ
スキーの『罪と罰』を読み、後半では発表者のとりあげる作品を読み、発
表者がそれについて新しくかつ深い〈読み〉を提供し、その後、受講者全
員で討論するというかたちをとる。
とりあげる作品は、発表者が自分で選択するが、事前に発表者が講師の承
認を得て、それを受講者に周知する。下記は昨年度とりあげられた作品の
例にもとづく。なお、受講生は発表に使われる作品に毎週必ずあたってこ
なければならない。
� 導入
�〜�ドストエフスキー『罪と罰』の輪読
�回目以降 各自の発表。以下は過去に取り上げられた作品の中から。

梨木香歩「西の魔女が死んだ」
浅野いにお「おやすみぷんぷん」
森博嗣「スカイクロラ」
カフカ「変身」
吉田修一「パレード」
谷崎潤一郎「刺青」
村上春樹「海辺のカフカ」

「風の歌を聴け」
角田光代「八日目の蝉」
金原ひとみ「蛇にピアス」
中原みすず「初恋」
カポーティ「ティファニーで朝食を」 など

14 まとめ

履修上の注意

演習は基本的に受講者の研究発表の場であることを念頭に置くこと。
Ａと合わせて受講のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表の準備は言うまでもなく、他人の発表の題材にも必ずあらかじ
めあたってこなければならない。

教科書

ドストエフスキー『罪と罰』
他の発表者のとりあげる作品。

参考書

特に指定するものはない。

課題に対するフィードバックの方法

課題は公表し、それをもとに議論を行う。

成績評価の方法

発表70％、議論への参加など平常点30％。

その他
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1005_14A51801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ａ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

井原西鶴の『好色五人女』を読む。西鶴は無類に面白いが，論じにく
い作家でもある。学生諸君とともに議論の枠組を構築しながら，「小
説とは何か」を考えていきたいと思っている。Ａでは卷一｢姿姫路清
十郎物語｣を扱う。

授業内容

◎授業の進め方
○�巻を何人かで分担し，それぞれの担当者が発表と司会を担当し
ながら進める。
○発表者にはレジュメを作成してもらい、討議を中心に進める。
第�回：導入：井原西鶴の略歴・参考文献の紹介
第�回：｢恋は闇夜を昼の国／室津にかくれなき男有｣�
第�回：｢恋は闇夜を昼の国／室津にかくれなき男有｣�
第�回：｢恋は闇夜を昼の国／室津にかくれなき男有｣�
第�回：｢くけ帯よりあらはるはる文／姫路に都まさりの女有｣�
第�回：｢くけ帯よりあらはるはる文／姫路に都まさりの女有｣�
第�回：｢くけ帯よりあらはるはる文／姫路に都まさりの女有｣�
第	回：｢太鼓に寄獅子舞／はや業は小袖幕の中に有｣�
第
回：｢太鼓に寄獅子舞／はや業は小袖幕の中に有｣�
第10回：｢状箱は宿に置て来た男／心当の世帯大きに違ひ有｣�
第11回：｢状箱は宿に置て来た男／心當の世帶大きに違ひ有｣�
第12回：｢命のうちの七百両のかね ／世にはやり歌聞は哀有｣�
第13回：｢命のうちの七百両のかね ／世にはやり歌聞は哀有｣�
第14回：｢姿姫路清十郎物語｣のまとめ

履修上の注意

演習は学生諸君が作る授業であり，教師は助言者たるべきものであ
る。自主的な参加を望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で言及した論文や文献は自ら読まなければならない。

教科書

東明雅校注『好色五人女』（岩波文庫）。

参考書

谷脇理史校注『好色五人女』(角川文庫ソフィア)
江本裕校注『好色五人女』（講談社学術文庫）
『井原西鶴集』全�巻（小学館日本古典全集）
麻生磯次ほか校注『好色一代男ほか』（岩波書店・日本古典文学大系
新装版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（40％）・発表（30％）・レポート（30％）の�点に
ついて評価を下す。

その他

1006_14A51901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ｂ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

井原西鶴の『好色五人女』を読む。西鶴は無類に面白いが，論じにくい
作家でもある。学生諸君とともに議論の枠組を構築しながら，「小説と
は何か」を考えていきたいと思っている。Ｂでは卷二｢情を入し樽屋物
かたり｣を扱う。

授業内容

◎授業の進め方
○�巻を何人かで分担し，それぞれの担当者が発表と司会を担当しな
がら進める。
○発表者にはレジュメを作成してもらい、討議を中心に進める。

第�回：｢恋に泣輪の井戸替／あい釣瓶もおもひに乱るる縄有｣�
第�回：｢恋に泣輪の井戸替／あい釣瓶もおもひに乱るる縄有｣�
第�回：｢恋に泣輪の井戸替／あい釣瓶もおもひに乱るる縄有｣�
第�回：｢踊はくづれ桶夜更て化物／人はおそろしや蓋して見せぬ心有｣

�
第�回：｢踊はくづれ桶夜更て化物／人はおそろしや蓋して見せぬ心有｣

�
第�回：｢踊はくづれ桶夜更て化物／人はおそろしや蓋して見せぬ心有｣

�
第�回：｢京の水もらさぬ中忍て合釘／目印の錐紙に書付て有｣�
第	回：｢京の水もらさぬ中忍て合釘／目印の錐紙に書付て有｣�
第
回：｢こけらは胸の焼付新世帯／心正直の細工人天満に有｣�
第10回：｢こけらは胸の焼付新世帯／心正直の細工人天満に有｣�
第11回：｢木屑の杉楊枝一寸先の命／りんきに逆目をやる杉有｣�
第12回：｢木屑の杉楊枝一寸先の命／りんきに逆目をやる杉有｣�
第13回：西鶴論を読む�
第14回：西鶴論を読む�

履修上の注意

演習は学生諸君が作る授業であり，教師は助言者たるべきものである。
自主的な参加を望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で言及した論文や文献は自ら読まなければならない。

教科書

東明雅校注『好色五人女』（岩波文庫）。

参考書

谷脇理史校注『好色五人女』(角川文庫ソフィア)
江本裕校注『好色五人女』（講談社学術文庫）
『井原西鶴集』全�巻（小学館日本古典全集）
麻生磯次ほか校注『好色一代男ほか』（岩波書店・日本古典文学大系新
装版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（40％）・発表（30％）・レポート（30％）の�点につ
いて評価を下す。

その他
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1007_14A51803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ａ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

室町時代から江戸時代前期にかけて制作された、お伽草子と呼ばれ
る短編の物語草子を素材として扱う。お伽草子の形態は、絵巻、奈良
絵本、版本とさまざまだが、演習では渋川版（版本）をテキストとし
て用いる予定である。
本文の「読み」はもちろんのこと、挿絵の「読み」、作品の中にあ

らわれる民俗事象の「読み」など、多角的な視点から古典文学を「読
む」方法を習得することを目標とする。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）お伽草子概説 �
（�）お伽草子概説 �
（�）テーマ設定 �
（�）テーマ設定 �
（�）研究発表の方法
（�）変体仮名を読む �
（	）変体仮名を読む �
（
）発表と討議
（10）発表と討議
（11）発表と討議
（12）発表と討議
（13）発表と討議
（14）まとめ

履修上の注意

出席および積極的な授業参加が最も重視される。口頭発表は必須。
演習は受講生全員で作り上げる学びの場であり、この時間が充実した
ものとなるか否かは、受講生のやる気にかかっている。全員が毎回の
討議に積極的・建設的に関わっていくことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備（資料収集・レジュメ作成）には非常に時間がかかるた
め、早い段階から準備を進めること。また、常に次回の発表者の担当
範囲を予習し、討議に参加できるよう準備しておくことが求められ
る。

教科書

市古貞次校注『御伽草子』（上・下）岩波文庫、中野幸一編『変体
仮名の手引』武蔵野書院。

参考書

横山重・松本隆信編『室町時代物語大成』（全15巻）角川書店、徳
田和夫編『お伽草子事典』東京堂出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（30％）、授業への貢献度（40％）、期末レポート（30％）に
よって評価する。最低�回の口頭発表と期末レポートの提出は必須。

その他

1008_14A51903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ｂ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

室町時代から江戸時代前期にかけて制作された、お伽草子と呼ばれ
る短編の物語草子を素材として扱う。お伽草子の形態は、絵巻、奈良
絵本、版本とさまざまだが、演習では渋川版（版本）をテキストとし
て用いる予定である。
本文の「読み」はもちろんのこと、挿絵の「読み」、作品の中にあ

らわれる民俗事象の「読み」など、多角的な視点から古典文学を「読
む」方法を習得することを目標とする。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（	）発表と討議
（
）発表と討議
（10）発表と討議
（11）発表と討議
（12）発表と討議
（13）発表と討議
（14）まとめ

履修上の注意

出席および積極的な授業参加が最も重視される。口頭発表は必須。
演習は受講生全員で作り上げる学びの場であり、この時間が充実した
ものとなるか否かは、受講生のやる気にかかっている。全員が毎回の
討議に積極的・建設的に関わっていくことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備（資料収集・レジュメ作成）には非常に時間がかかるた
め、早い段階から準備を進めること。また、常に次回の発表者の担当
範囲を予習し、討議に参加できるよう準備しておくことが求められ
る。

教科書

市古貞次校注『御伽草子』（上・下）岩波文庫、中野幸一編『変体
仮名の手引』武蔵野書院。

参考書

横山重・松本隆信編『室町時代物語大成』（全15巻）角川書店、徳
田和夫編『お伽草子事典』東京堂出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（30％）、授業への貢献度（40％）、期末レポート（30％）に
よって評価する。最低�回の口頭発表と期末レポートの提出は必須。

その他
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1009_14A51805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ａ 佐 幸 信 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

メディアと文化との関係、メディアと社会との関係を多角的な視点からアプ
ローチする。メディア概念の変容と拡張、テクノロジーとの融合、それに伴っ
た文化、社会の変容をとらえる視点を、分析的に考える思考、さらにそれらを
表現することを、演習の形式を通して習得する。
春学期の前半は、「テキストを読み→考える→ディスカッションする」ことに

比重を置く。後半は、ワークショップ形式（グループワークなど）を取り入れ、
ＫＪ法などの手法も活用しながら、メディアと文化／社会を観察・収集・発見
するという方式を採用する。その時のキーワードは、都市・街・表象。

授業内容

（�）ガイダンス：演習の進め方と次回以降の分担
（�）テクストクリティーク①
（�）テクストクリティーク②
（�）テクストクリティーク③
（�）テクストクリティーク④
（�）テクストクリティーク⑤
（�）テクストクリティーク⑥
（	）テクストクリティーク⑦
（
）街の文化マップを作る①
（10）街の文化マップを作る②
（11）街の文化マップを作る③
（12）街の文化マップを作る④
(13）プレゼンと相互ディスカッション
(14)全体のまとめ

履修上の注意

同一教員の�年演習Ｂと組み合わせて履修してください。
テクストクリティークでは、「レジュメ」を「作成→発表→ディスカッション」
のスタイルで行います。
そのための準備（予習）、ディスカッション後の問い返し（復習）もスタイル化
します。
後半のワークショップ型は、見つけること、その発見した事柄を、他の発見と
結びつけること、そのことについて考えてみるという一連の工程になります。
その発見したことを、どのような表現方法がよいのかについても同時に考えま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意でも書きましたが、準備−演習−ブラッシュアップという一連の
工程について、モチーフをもって参加してください。積極的な参加というのは、
抽象的な言い方ですので、「どんなレジュメを作ったらよいのか？」「どういう
構成でプレゼンすべきなのか？」「演習内でどのような情報の共有の仕方がよい
のか？」など具体的な課題、アイディア、コンセプト、手法などについて考え
るという、具体性として積極性を考えてください。

教科書

石田英敬『記号論講義─日常生活批判のためのレッスン』（ちくま学芸文庫／筑
摩書店）

参考書

適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパー（クラスウェブト）を通してフィードバックします。

成績評価の方法

演習でのレジュメ等の課題作成・発表（60％）、出席・復習（リアクションペー
パー）（40％）

その他

1010_14A51905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ｂ 佐 幸 信 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

メディアと文化との関係、メディアと社会との関係を多角的な視点から
アプローチする。メディア概念の変容と拡張、テクノロジーとの融合、
それに伴った文化、社会の変容をとらえる視点を、分析的に考える思
考、さらにそれらを表現することを、演習の形式を通して習得する。
秋学期の前半は、「テキストを読み→考える→ディスカッションする」
ことに比重を置く。テクストからいくつか章を選ぶ。後半は、個人の研
究発表を中心に行う。最終的には、4000字〜5000字のレポートを完成さ
せる。

授業内容

(�)ガイダンス：秋学期の進め方とレポート計画書について
(�)テクストクリティーク①
(�)テクストクリティーク②
(�)テクストクリティーク③
(�)テクストクリティーク④
(�)テクストクリティーク⑤
(�)テクストクリティーク⑥
(�)発表・ディスカッション
(	)発表・ディスカッション
(
)発表・ディスカッション
(10)発表・ディスカッション
(11)発表・ディスカッション
(12)発表・ディスカッション
(13)発表・ディスカッション
(14)と全体のまとめ

履修上の注意

同一教員の�年演習Ｂと組み合わせて履修してください。
テクストクリティークでは、「レジュメ」を「作成→発表→ディスカッ
ション」のスタイルで行います。
そのための準備（予習）、ディスカッション後の問い返し（復習）もス
タイル化します。
後半の発表は、個人のテーマに基づいたレジュメ発表で、レポートへと
結びつけていくものです。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意でも書きましたが、レジュメ作成（準備）とそのブラッ
シュアップ（ふりかえり）については、各自集中して時間を割く必要が
あります。前半のテクストクリティークをする間に、個人発表のレジュ
メ作成をしてください。

教科書

ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン メディア・芸術論集』山口裕之
訳、河出新書房（河出文庫）

参考書

適宜紹介します

課題に対するフィードバックの方法

クラスウェッブのリアクションペーパーを用います

成績評価の方法

演習でのレジュメ等の課題作成・発表（60％）、出席・復習（リアク
ションペーパー）（40％）

その他
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1011_14A51804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ａ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

小説をはじめとしたフィクションといわゆるノンフィクションの境界
について考えることは、フィクションのノンフィクション性とノンフィ
クションのフィクション性について考えることに等しい。本演習では日
本でノンフィクションというジャンルが成立する以前に書かれたものか
ら現代に至るまでの様々な文章を、フィクションとノンフィクションと
いう切り口で捉え、同じテーマに沿って書かれたフィクションとノン
フィクションの文章を読むことを通して、それらの相異点や共通点を考
えていく。まず、ある特定の街について書かれた様々な文章を読み、そ
こで得たものをもとに演習参加者による発表を行う。最後に、公害・災
害、戦争、労働などについてのテクストを用いて文芸メディア専攻の学
生がさまざまな文章を読む／書く上で必要となる指針を習得することを
目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）
第�回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）
第�回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）
第�回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）発表�
第�回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）発表�
第�回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）発表�
第	回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（�）発表�
第
回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（	）発表�
第10回 街をめぐるフィクションとノンフィクション（
）発表�
第11回 公害・災害をめぐるフィクションとノンフィクション
第12回 戦争をめぐるフィクションとノンフィクション
第13回 労働をめぐるフィクションとノンフィクション
第14回 まとめ

履修上の注意

演習科目は受講者の発表とディスカッションによって成立する。授業
には積極的な姿勢で臨むこと。発表内容は〈問い〉と〈答え〉が明確な
ものを期待したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回発表対象となるテクストを読んで問題点を整理しておくこと。発
表者は各回発表準備に専念すること。授業後はディスカッションを踏ま
え、次回の発表に備えること。

教科書

なし。プリントを配布する。

参考書

武田徹 『日本ノンフィクション史 ルポルタージュからアカデミック・
ジャーナリズムまで』（中公新書）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表30％、ディスカッションへの参加態度30％、学期末レポート40％

その他

1012_14A51904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�年）Ｂ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

街と文学の関係とはどのようなものか。かつて存在した街並み、今
もある街並みをテクスト上で追体験することが、文学を読むことにお
いてどのような意味を持つのかについて考える。本演習は具体的に
1910〜1940年に発表された東京を舞台とした文学テクストを対象と
し、当時の東京の姿を文学がどのように引用し、そこにどのような想
像力を働かせてきたかを読み取ることを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 森鷗外「普請中」
第�回 谷崎潤一郎「人面疽」
第�回 芥川龍之介「魔術」
第�回 田村俊子「東京の公園」
第�回 志賀直哉「小僧の神様」
第�回 川端康成「招魂祭一景」
第	回 室生犀星「公園小品」
第
回 梶井基次郎「泥濘」
第10回 江戸川乱歩「押絵と旅する男」
第11回 堀辰雄「水族館」
第12回 伊藤整「Ｍ百貨店」
第13回 岡本かの子「鮨」
第14回 まとめ

履修上の注意

演習科目は受講者の発表とディスカッションによって成立する。授
業には積極的な姿勢で臨むこと。発表内容は〈問い〉と〈答え〉が明
確なものを期待したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回発表対象となるテクストを読んで問題点を整理しておくこと。
発表者は各回発表準備に専念すること。授業後はディスカッションを
踏まえ、次回の発表に備えること。

教科書

ロバート キャンベル・十重田裕一・宗像和重編『東京百年物語�
一九一〇〜一九四〇』（岩波文庫）

参考書

石原千秋『読者はどこにいるのか 読者論入門』（河出文庫）
前田愛『都市空間のなかの文学』（ちくま学芸文庫）
佐藤義雄『文学の認知空間─近代日本文学と東京』（蒼丘書林）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表30％、ディスカッションへの参加態度30％、学期末レポート40％

その他
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1013_14A52002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ａ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めてい
く上で必要不可欠な基礎知識と方法を，具体的な作業・訓練を通じて
修得する。

授業内容

広義での〈読む〉ということの意味について考える。対象は書物に限
らず、映画や美術やあるいは街などでもよいが、それらを〈読む〉た
めの基礎訓練として、まずは樋口一葉の作品を精読し、他メディアで
の表現との比較を行う。後半から各自の発表をはじめる。
� イントロダクション
� 樋口一葉の文体について
� 「たけくらべ」を読む（前半）
� 「たけくらべ」を読む（後半）
� 「大つごもり」
� 「十三夜」
� 「にごりえ」
	 映画化された作品を観る

 先行資料の扱いについて
10 同時代の作品と比較する
11 伝記的資料を辿る
12 「一葉日記」
13 全体での討議
14 まとめとふりかえり

履修上の注意

演習は基本的に受講者の研究発表の場であることを念頭に置くこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

上記の各作品をあらかじめ読んでおく。

教科書

上記の作品のすべて。出版社はどこでもよいが、文庫本で手に入る。

参考書

特に指定するものはない。

課題に対するフィードバックの方法

課題は公表し、それをもとに議論を行う。

成績評価の方法

発表70％、議論への参加など平常点30％。

その他

1014_14A52102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ｂ 伊 藤 氏 貴

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

文芸メディア専攻の学生として今後各自がそれぞれに研究を進めていく
上で必要不可欠な基礎知識と方法を，具体的な作業・訓練を通じて修得
する。

授業内容

広義での〈読む〉ということの意味について考える。具体的にはさまざ
まな作品をとりあげ、発表者がそれについて新しくかつ深い〈読み〉を
提供し、その後，受講者全員で討論するというかたちをとる。
とりあげる作品は、前半は太宰治『人間失格』、後半は発表者が自分

で選ぶが、事前に発表者が講師の承認を得て、それを受講者に周知す
る。下記は昨年度とりあげられた作品の例にもとづく。なお、受講生は
発表に使われる作品に毎週必ずあたってこなければならない。
� 導入
�〜� 太宰治『人間失格』
�回目以降 以下は過去に取り上げられた作品の例

寺山修司「毛皮のマリー」
ノーラン「インセプション」
志賀直哉「和解」
ウィアー「トゥルーマン・ショー」
桜庭一樹「砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない」
森博嗣「スカイクロラ」
カフカ「変身」
吉田修一「パレード」
谷崎潤一郎「刺青」
村上春樹「風の歌を聴け」
金原ひとみ「蛇にピアス」
竹宮恵子「風と木の詩」 等

14 まとめ

履修上の注意

演習は基本的に受講者の研究発表の場であることを念頭に置くこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分の発表の準備は言うまでもなく、他人の発表の題材も必ずあらかじ
めあたってこなければならない。

教科書

上記のように、太宰治『人間失格』、および発表に使用される作品のす
べて。

参考書

特に指定するものはない。

課題に対するフィードバックの方法

課題は公表し、それをもとに議論を行う。

成績評価の方法

発表70％、議論への参加など平常点30％。

その他
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1015_14A52001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ａ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

上田秋成の『春雨物語』を読む。『春雨物語』は近世小説の特異点と
もいうべきテクストである。
後継者をもたなかった秋成の単独性について思いを潜めたい。春学期
は「血かたびら」を扱う。

授業内容

�編を何人かで分担し，担当者がレジュメを作成して、発表と司会を
務めながら進める。

第�回：「血かたびら」第�回 平城帝の即位と帝の夢
第�回：「血かたびら」第�回 仲成・薬子の野心
第�回：「血かたびら」第�回 蛮人の怪異
第�回：「血かたびら」第�回 白昼黒雲が湧く怪異
第	回：「血かたびら」第�回 空海への下問・大弟との問答
第
回：「血かたびら」第�回 帝の譲位宣言
第10回：「血かたびら」第�回 20年ぶりの旧都
第11回：「血かたびら」第	回 仲成・薬子の煽動
第12回：「血かたびら」第
回 仲成・薬子の陰謀
第13回：「血かたびら」第10回 薬子の怨念
第14回：まとめ『春雨物語』における歴史小説の意義

履修上の注意

演習は学生自身が作る授業であり，教師は助言者たるべきものであ
る。自主的な参加を望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

関連する参考文献。論文などは自ら読まなければならない。

教科書

美山靖校注『春雨物語・書初機嫌海』（新潮社）

参考書

内村和至『上田秋成論』(ぺりかん社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度(40％)・発表(30％)・レポート(30％)の三点につい
て評価を下す。

その他

1016_14A52101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ｂ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

上田秋成の『春雨物語』を読む。『春雨物語』は近世小説の特異点と
もいうべきテクストである。
後継者をもたなかった秋成の単独性について思いを潜めたい。秋学期
は｢捨石丸｣を扱い、その後、
論文の比較を行って、自分の作品論を組み立てる。

授業内容

�編を何人かで分担し，担当者がレジュメを作成して、発表と司会を
務めながら進める。

第�回：「捨石丸」第�回 小田の長者
第�回：「捨石丸」第�回 長者の飲み仲間捨石丸
第�回：「捨石丸」第�回 誤解が招いた殺人事件、
第�回：「捨石丸」第�回 長者の急死
第�回：「捨石丸」第�回 目代の陰謀
第�回：「捨石丸」第�回 小伝次の仇討ち修行
第�回：「捨石丸」第�回 捨石丸の西国行
第	回：「捨石丸」第	回 捨石丸の発心
第
回：「捨石丸」第
回 小伝次の諦観
第10回：「捨石丸」第10回 捨石明神縁起
第11回：『春雨物語』論を読む：第�回
第12回：『春雨物語』論を読む：第�回
第13回：『春雨物語』論を読む：第�回
第14回：『春雨物語』における国学思的人間観

履修上の注意

演習は学生自身が作る授業であり，教師は助言者たるべきものであ
る。自主的な参加を望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

関連する参考文献・論文は自ら読まなければならない。

教科書

美山靖校注『春雨物語・書初機嫌海』（新潮社）

参考書

内村和至『上田秋成論』(ぺりかん社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度(40％)・ポート(30％)・定期試験(30％)の三点につ
いて評価を下す。

その他
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1017_14A52004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ａ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

室町時代から江戸時代前期にかけて制作された、お伽草子と呼ばれ
る短編の物語草子を素材として扱う。お伽草子の形態は、絵巻、奈良
絵本、版本とさまざまだが、演習では渋川版（版本）をテキストとし
て用いる。
本文の「読み」はもちろんのこと、挿絵の「読み」、作品の中にあ

らわれる民俗事象の「読み」など、多角的な視点から古典文学を「読
む」方法を習得することを目標とする。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）お伽草子の世界─絵巻・奈良絵本・版本
（�）参考文献の紹介と資料収集の方法
（�）研究発表の方法
（�）変体仮名を読む
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（	）発表と討議
（
）発表と討議
（10）発表と討議
（11）発表と討議
（12）発表と討議
（13）発表と討議
（14）まとめ

履修上の注意

出席および積極的な授業参加が最も重視される。口頭発表は必須。
演習は受講生全員で作り上げる学びの場であり、この時間が充実した
ものとなるか否かは受講生のやる気にかかっている。全員が毎回の討
議に積極的・建設的に関わっていくことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備（資料収集・レジュメ作成）には非常に時間がかかるた
め、早い段階から準備を進めること。また、常に次回の発表者の担当
範囲を予習し、討議に参加できるよう準備しておくことが求められ
る。

教科書

市古貞次校注『御伽草子』（上・下）岩波文庫、中野幸一編『変体
仮名の手引』武蔵野書院。

参考書

横山重・松本隆信編『室町時代物語大成』（全15巻）角川書店、徳
田和夫編『お伽草子事典』東京堂出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（30％）、授業への貢献度（40％）、期末レポート（30％）に
よって評価する。最低�回の口頭発表と期末レポートの提出は必須。

その他

1018_14A52104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ｂ 佐 伯 和香子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

室町時代から江戸時代前期にかけて制作された、お伽草子と呼ばれ
る短編の物語草子を素材として扱う。お伽草子の形態は、絵巻、奈良
絵本、版本とさまざまだが、演習では渋川版（版本）をテキストとし
て用いる。
本文の「読み」はもちろんのこと、挿絵の「読み」、作品の中にあ

らわれる民俗事象の「読み」など、多角的な視点から古典文学を「読
む」方法を習得することを目標とする。

授業内容

（�）イントロダクション
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（�）発表と討議
（	）発表と討議
（
）発表と討議
（10）発表と討議
（11）発表と討議
（12）発表と討議
（13）発表と討議
（14）まとめ

履修上の注意

出席および積極的な授業参加が最も重視される。口頭発表は必須。
演習は受講生全員で作り上げる学びの場であり、この時間が充実した
ものとなるか否かは受講生のやる気にかかっている。全員が毎回の討
議に積極的・建設的に関わっていくことを望む。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表の準備（資料収集・レジュメ作成）には非常に時間がかかるた
め、早い段階から準備を進めること。また、常に次回の発表者の担当
範囲を予習し、討議に参加できるよう準備しておくことが求められ
る。

教科書

市古貞次校注『御伽草子』（上・下）岩波文庫、中野幸一編『変体
仮名の手引』武蔵野書院。

参考書

横山重・松本隆信編『室町時代物語大成』（全15巻）角川書店、徳
田和夫編『お伽草子事典』東京堂出版、など。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（30％）、授業への貢献度（40％）、期末レポート（30％）に
よって評価する。最低�回の口頭発表と期末レポートの提出は必須。

その他
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1019_14A52005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ａ 阪 本 博 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「人間とは何か」という問題に多角的に取り組み充分な専門知識を身
につけるという、明治大学文学部の「教育課程の理念」にもとづき、メ
ディア論の重要な古典を読み、内容に対する理解を深める。
具体的な概要としては、ウォルター・リップマン『世論』を講読す
る。毎回担当者がレジュメを用意し、これにもとづいて発表する。報告
者以外の受講者は、毎回「講読シート」を準備する。これは、そのとき
の範囲において重要だと判断したところやそこを通して学んだこと・考
えたことを記入したものである。報告者の発表のあと、出席者がそれぞ
れ用意した講読シートにもとづき、発言する。このようにして、発表な
らびに意見交換を進める。ゼミにおいて発言するとともに受講者の様々
な観点からの発言を聞くことで、多角的にかつより深くテキストを理解
することができよう。

授業内容

�. イントロダクション
�. 『世論』第�部
�. 『世論』第�部
�. 『世論』第�部第�章〜第	章
�. 『世論』第�部第
章〜第10章
�. 『世論』第�部
�. 『世論』第�部第13章
	. 『世論』第�部第14章〜第15章

. 『世論』第�部第16章〜第18章
10. 『世論』第�部第19章〜第20章
11. 『世論』第�部
12. 『世論』第	部
13. 関連文献の講読もしくは関連映像の視聴
14. 関連文献の講読もしくは関連映像の視聴

履修上の注意

本演習は、報告者の発表ならびに受講者の発言により、テキストへの理
解を互いに深めていくものである。そのため、授業中の積極的な発言を
求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表者はレジュメを作成する。他の受講者は上記「講読シート」を作成
する。

教科書

W・リップマン（掛川トミ子訳）『世論（上）』岩波文庫
W・リップマン（掛川トミ子訳）『世論（下）』岩波文庫

参考書

佐藤卓己『輿論と世論──日本的民意の系譜学』新潮選書
佐藤卓己『メディア論の名著30』ちくま新書

課題に対するフィードバックの方法

発表者の報告ならびに「講読シート」にもとづく受講者の発言に対し、
口頭でフィードバックをおこなう。

成績評価の方法

授業中の発表30%、平常点（「講読シート」の提出）70%。

その他

1020_14A52105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ｂ 阪 本 博 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

「人間とは何か」という問題に多角的に取組むという明治大学文学
部の「教育課程の理念」のもと�年次において卒業論文を作成する前
段階において、卒業論文作成にとりかかるための土台を構築する。
具体的な概要としては、各自が関心のあるテーマについて、文献を

読みレジュメを作成して発表する。これを受けて他の受講者との質疑
応答、教員からのコメント・アドバイス等をおこなう。そして、学期
末には4000字以上のレポートを提出する。

授業内容

�. イントロダクション
�. 発表と討議
�. 発表と討議
�. 発表と討議
�. 発表と討議
�. 発表と討議
�. 発表と討議
	. 発表と討議

. 発表と討議
10. 発表と討議
11. 発表と討議
12. 発表と討議
13. 発表と討議
14. 発表と討議

履修上の注意

演習は、報告者の発表に対し、他の受講者が建設的な発言をおこなう
ことで、よりよい知的生産物を目指すものである。そのため、授業中
の積極的な発言を求める。また、発表する文献は、関心のあるテーマ
の先行研究のうち基本的なものであったり重要性の高いものが望まし
い。文献に関する相談や、複数のテーマに関心がある等の相談があれ
ば、遠慮なく伝えてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

各自のテーマに関する文献を読み、レジュメにまとめる。

教科書

特になし（必要時にプリントを配布）

参考書

梅棹忠夫『知的生産の技術』岩波新書
本多勝一『〈新版〉日本語の作文技術』朝日文庫

課題に対するフィードバックの方法

授業中の発表に対し、コメントやアドバイス等の口頭でのフィード
バックをおこなう。

成績評価の方法

発表（50%）、レポート（50％）。

その他
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1021_14A52006

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ａ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

社会的争点をメディアはどう伝えているのか。同じ種類のメディア内
での差異，異なる種類のメディア間の差異を手掛かりに，受け手の姿
は見えてくるだろうか。そしてそれは，異見の対話につながるのか，
社会の分断を招くのか。
昨年度に引き続き、今年度も「沖縄」と「原発」をめぐる言説に焦点
をあてる。

授業内容

第�回：演習の説明（基礎）
第�回：演習の説明（発展）/発表分担
第�回：講義�
第�回：講義�
第�回：発表�
第�回：発表�
第�回：発表�
第	回：発表�
第
回：発表�
第10回：発表�
第11回：発表�
第12回：発表	
第13回：発表

第14回：春学期のまとめ

履修上の注意

同一教員の�年演習Bと組みあわせて履修してください。万一欠席し
た場合は自覚と責任感をもってキャッチアップしてください。4000字
程度のレポートを春学期中�回、夏期�回課します。（詳細は演習内
で説明）。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの予習及び，テキストに関連する文献を収集して目を通すこ
と。授業で配布された資料と合わせて復習し，じゅうぶんに理解し，
新たな課題・検討項目を提案すること。

教科書

学術論文，単行本，雑誌記事，新聞記事，ネットメディアを適宜テク
ストとする。大部分をプリントで配布する予定。

参考書

演習内で提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習での発表・質疑…60％，レポート…40％を基準に評価します。た
だし出席状況が悪い（欠席や遅刻が多い）場合は，特段の事情がない
かぎり単位を認めません。

その他

1022_14A52106

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ｂ 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

社会的争点をメディアはどう伝えているのか。同じ種類のメディア内
での差異，異なる種類のメディア間の差異を手掛かりに，受け手の姿
は見えてくるだろうか。そしてそれは，異見の対話につながるのか，
社会の分断を招くのか。
昨年度に続き今年度も，「沖縄」と「原発」をめぐる言説に焦点をあ
てる。

授業内容

第�回：演習の説明（基礎）
第�回：演習の説明（発展）/発表分担
第�回：講義�
第�回：講義�
第�回：発表�
第�回：発表�
第�回：発表�
第	回：発表�
第
回：発表�
第10回：発表�
第11回：発表�
第12回：発表	
第13回：発表

第14回：秋学期のまとめ

履修上の注意

同一教員の�年演習Aと組みあわせて履修してください。万一欠席し
た場合は自覚と責任感をもってキャッチアップしてください。4000字
程度のレポートを�回課します（詳細は演習内で説明）。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの予習及び，テキストに関連する文献を収集して目を通すこ
と。授業で配布された資料と合わせて復習し，じゅうぶんに理解し，
新たな課題・検討項目を提案すること。

教科書

学術論文，単行本，雑誌記事，新聞記事，ネットメディアを適宜テク
ストとする。大部分をプリントで配布する予定。

参考書

演習内で提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

演習での発表・質疑…60％，レポート…40％を基準に評価します。た
だし出席状況が悪い（欠席や遅刻が多い）場合は，特段の事情がない
かぎり単位を認めません。

その他
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1023_14A52003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ａ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

1930年頃の浅草を舞台とした川端康成の小説「浅草紅団」は、川端
の浅草ものの代表作である。先行する浅草をめぐる文献の引用、浅草
観光ガイドとしての受容、新聞から雑誌への発表媒体の変化、連載途
中の映画化など、「浅草紅団」には文学テクストの生成、メディアと
の関わり、受容のあり方など、多岐にわたる研究テーマやアプローチ
の方法が見出せる。本演習では、「浅草紅団」を主な分析対象とし、
文芸メディア専攻の学生が主体的に研究を進めて行く上での必要な方
法を、発表とディスカッションを通して習得することを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 川端康成「浅草紅団」一〜五
第�回 川端康成「浅草紅団」六〜九
第�回 川端康成「浅草紅団」十〜十七
第�回 川端康成「浅草紅団」十八〜二十四
第�回 川端康成「浅草紅団」二十五〜二十八
第�回 川端康成「浅草紅団」二十九〜三十二
第	回 川端康成「浅草紅団」三十三〜三十七
第
回 川端康成「浅草紅団」三十八〜四十一
第10回 川端康成「浅草紅団」四十二〜四十七
第11回 川端康成「浅草紅団」四十八〜五十一
第12回 川端康成「浅草紅団」五十二〜五十六
第13回 川端康成「浅草紅団」五十七〜六十一
第14回 まとめ

履修上の注意

演習科目は受講者の発表とディスカッションによって成立する。授
業には積極的な姿勢で臨むこと。発表内容は〈問い〉と〈答え〉が明
確なものを期待したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業開始までに「浅草紅団」を通読しておくこと。各回発表箇所を
再読し問題点を整理しておくこと。発表者は各回発表準備に専念する
こと。授業後はディスカッションを踏まえ、次回の発表に備えるこ
と。

教科書

川端康成『浅草紅団・浅草祭』（講談社文芸文庫）

参考書

金井景子・楜沢健・能地克宜・津久井隆・上田学・広岡祐『浅草文芸
ハンドブック』（勉誠出版）
石原千秋『読者はどこにいるのか 読者論入門』（河出文庫）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表30％、ディスカッションへの参加態度30％、学期末レポート40％

その他

「授業内容」の各回見出しは便宜上、本文�章ごとに区切ってある。
受講生の関心具合によっては、テーマごとに見出しが変わる場合もあ
る。
本演習の参加を希望する者は必ず初回の授業に参加すること。

1024_14A50101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア概論Ａ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「文芸というメディア」「メディアとしての文芸」という観点から、

文芸とメディアの相互的連関を様々な角度から考察していく。

授業内容

第�回 イントロダクション

第�回 メディア概念�：｢medium｣と｢media｣

第�回 メディア概念�：メディア空間

第�回 情報の概念�：パッケージモデル

第�回 情報の概念�：拡張モデル

第�回 環境世界としてのメディア�：生物の生存戦略

第�回 環境世界としてのメディア�：欲望の機序

第	回 メディアの中の人間�：西洋的人間観

第
回 メディアの中の人間�：東洋的人間観

第10回 メディアと遊び�：ホイジンガ、カイヨワ、西村清和

第11回 メディアと遊び�：眩暈と忘我

第12回 メディアと他者�：幻想としての他者

第13回 メディアと他者�：世界の再発見

第14回 メディアの未来像

履修上の注意

文芸メディアの概念を肉付けするために、参考文献を自分で読んでも

らい、そのレポートを課す。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で言及した論文や文献は自ら読まなければならない。

教科書

随時プリントを配布する。

参考書

西垣通『基礎情報学』『続基礎情報学』（ＮＴＴ出版）

丸山圭三郎『言葉と無意識』（講談社現代新書）、

丸山圭三郎『言葉・狂気・エロス』（講談社学術文庫）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（40％）・レポート（30％）・試験（30％）の�点に

ついて評価を下す。

その他
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1025_14A52103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア演習（�・�年）Ｂ 能 地 克 宜

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本演習はどのようなアプローチ（分析方法）によって対象となるテ
クストを捉え、論を立てて口頭発表を行い、それをどのように論文化
していくかといういわば〈読む／考える／発表する／討議する／書
く〉といった一連の過程を実践し、文芸メディア専攻の学生が卒業論
文を執筆する上で必要とされる知識や方法を習得することを目標す
る。演習参加者がそれぞれ発表作品とどのように関わり、それを発
表・文章化する際にどれだけ対象化しえるのかを意識して演習に臨ん
でもらう。対象となるテクストは受講生自身が選択し、分析・調査・
立論を実践しながら学んでもらう予定である。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 発表およびディスカッション（�）
第�回 発表およびディスカッション（�）
第�回 発表およびディスカッション（�）
第�回 発表およびディスカッション（�）
第�回 発表およびディスカッション（�）
第�回 発表およびディスカッション（�）
第	回 発表およびディスカッション（�）
第
回 発表およびディスカッション（	）
第10回 発表およびディスカッション（
）
第11回 発表およびディスカッション（10）
第12回 発表およびディスカッション（11）
第13回 発表およびディスカッション（12）
第14回 まとめ

履修上の注意

演習科目は受講者の発表とディスカッションによって成立する。授業
には積極的な姿勢で臨むこと。発表内容は〈問い〉と〈答え〉が明確
なものを期待したい。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回扱うテクストや配付された資料は事前に必ず目を通しておくこ
と。発表者は各回発表準備に専念すること。授業後は当日のディス
カッションをふまえ、テクストや配付された資料を再読し、レポート
を作成する準備をしておくこと。

教科書

受講生が自ら選んだ発表対象とするテクスト

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表30％、ディスカッションへの参加態度30％、学期末レポート40％

その他

1026_14A50201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文芸メディア概論Ｂ 内 村 和 至

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「文芸というメディア」「メディアとしての文芸」という観点から、文

芸とメディアの相互的連関を様々な角度から考察していく。

授業内容

第�回 ｢ことば｣論�：｢こと｣と｢もの｣

第�回 ｢ことば｣論�：｢言語｣｢language｣

第�回 言葉と人間�：『古今和歌集』「仮名序」の言葉論

第�回 言葉と人間�：音声と文字

第�回 文字論�：文とは何か？

第�回 文字論�：字とは何か？

第�回 言語宇宙�：仏教の言語観

第	回 言語宇宙�：空海の言語宇宙

第
回 文学テクストの成立条件�：テクストを読むこと

第10回 文学テクストの成立条件�：テクストを書くこと

第11回 文学テクストの位相�：作者論

第12回 文学テクストの位相�：読者論

第13回 文学と人間�：文学の頽落

第14回 文学と人間�：人間解放へ向けて

履修上の注意

文芸メディアの概念を肉付けするために、参考文献を自分で読んでも

らい、そのレポートを課す。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で言及した論文や文献は自ら読まなければならない。

教科書

随時プリントを配布する。

参考書

廣松渉『もの・こと・ことば』（ちくま学芸文庫）、

長谷川美千子『日本語の哲学へ』（ちくま新書）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（40％）・レポート（30％）・試験（30％）の�点に

ついて評価を下す。

その他
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1027_14B00704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（日本史） 荒 木 仁 朗

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、論文講読と史料輪読を通じて日本近世史に関する基礎的知識を
養っていく演習です。
前半は、現在の日本近世史における研究動向を理解するために、1980年代以降
の研究潮流を作り出した論文を講読する。報告者は、論文講読のレジュメを作成
して報告し、それをもとに教員と受講者で講読論文の研究史上における意義を討
論する。後半は、まず第一に活字化された地方文書を講読する。そのテキストは
東京都大田区史編さん委員会偏『大田区史』（資料編）とする。特に年貢関係文書
を輪読し、年貢徴収の仕組みを理解していく予定である。その上で第二として活
字史料に慣れてきたら、原文書の写真版を輪読していく。つまり、この授業の柱
は論文講読と史料輪読である。卒業論文作成に必要な基礎的スキルを獲得するこ
とを到達目標とする。そのうえで、近世史への理解と関心を深め、問題意識を高
めたい。

授業内容

第�回 授業の目的・進め方、文献の探し方
第�回 1980年代以降の研究潮流を作り出した論文の報告及び討論�
第�回 1980年代以降の研究潮流を作り出した論文の報告及び討論�
第�回 1980年代以降の研究潮流を作り出した論文の報告及び討論�
第�回 1980年代以降の研究潮流を作り出した論文の報告及び討論�
第�回 1980年代以降の研究潮流を作り出した論文の報告及び討論�
第�回 1980年代以降の研究潮流を作り出した論文の報告及び討論�
第	回 史料輪読�
第
回 史料輪読�
第10回 史料輪読�
第11回 史料輪読�
第12回 史料輪読�
第13回 史料輪読�
第14回 史料輪読�

受講者の人数や興味関心・史料読解能力に応じて、内容を変更することもある。

履修上の注意

報告担当者は、必ずレジュメを作成し、絶対に無断欠席しないこと。担当箇所に
登場する文献や史料にもできる限り確認してレジュメを作成すること。受講者も
該当箇所を予習（講読）し、疑問点を整理して討論に積極的に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に講読する論文・史料を読み、論文講読では疑問点を整理し、史料輪読では
理解できない語句を調べて現代語訳できるように予習をおこなうこと。復習とし
ては、講読論文ないしは講読史料および授業時に配布したレジュメを読み返すこ
と。予習には、90〜120分，復習には60分程要する。

教科書

とくに指定しない。必要な資料などは適宜配布する。

参考書

史料輪読に際しては、古文書解読辞典として児玉幸多編『くずし字用例辞典 普
及版』（東京堂出版）ないしは児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東京堂出版）ま
たは林英夫監修『新編・古文書解読字典』（柏書房）を推奨しておく。なお、「特
集／はじめて学ぶ日本近世史」（『歴史評論』813号、2018年）も受講に際して一読
しておくことをお勧めする。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告30％ レポート30％ 授業への貢献度40％
なお報告担当時の欠席は、成績に重大な影響を与える。

その他

・古文書解読の補習授業（サブゼミ）を試験的に行ったが、
熱心に勉強する学生にとって評判が良かったため、
来年度も引き続き継続したい。

・くずし字の読解と古文書調査に関心がある者は相談のこと。

1028_14B00804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（日本史） 荒 木 仁 朗

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は、論文講読と史料輪読を通じて日本近世史に関する基礎的知識を
養っていく演習です。
前半は、各自卒業論文に向けて関心がある分野の論文を選び、講読をする。

報告者は、論文講読のレジュメを作成して報告し、それをもとに教員と受講者
で講読論文の研究史上における意義を討論する。後半は、まず第一に活字化さ
れた地方文書を講読する。そのテキストは東京都大田区史編さん委員会偏『大
田区史』（資料編）とする。特に年貢関係文書を輪読し、年貢徴収の仕組みを理
解していく予定である。つまり、この授業の柱は論文講読と史料輪読である。
その上で第二として活字史料に慣れてきたら、原文書の写真版を輪読していく。
卒業論文作成に必要な基礎的スキルを獲得することを到達目標とする。その

うえで、近世史への理解と関心を深め、問題意識を高めたい。

授業内容

第�回 授業の目的・進め方、文献の探し方
第�回 卒業論文に向けた関心のある分野の論文報告及び討論�
第�回 卒業論文に向けた関心のある分野の論文報告及び討論�
第�回 卒業論文に向けた関心のある分野の論文報告及び討論�
第�回 卒業論文に向けた関心のある分野の論文報告及び討論�
第�回 卒業論文に向けた関心のある分野の論文報告及び討論�
第�回 卒業論文に向けた関心のある分野の論文報告及び討論�
第	回 史料輪読�
第
回 史料輪読�
第10回 史料輪読�
第11回 史料輪読�
第12回 史料輪読�
第13回 史料輪読�
第14回 史料輪読�

受講者の人数や興味関心・史料読解能力に応じて、内容を変更することもあ
る。

履修上の注意

報告担当者は、必ずレジュメを作成し、絶対に無断欠席しないこと。担当箇所
に登場する文献や史料にもできる限り確認してレジュメを作成すること。受講
者も該当箇所を予習（講読）し、疑問点を整理して討論に積極的に参加するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に講読する論文・史料を読み、論文講読では疑問点を整理し、史料輪読で
は理解できない語句を調べ現代語訳できるように予習をおこなうこと。復習と
しては、講読論文ないしは講読史料および授業時に配布したレジュメを読み返
すこと。予習には90〜120分，復習には60分程要する。

教科書

とくに指定しない。必要な資料などは適宜配布する。

参考書

史料輪読に際して、古文書解読辞典として、児玉幸多編『くずし字用例辞典
普及版』（東京堂出版、1981年）ないしは児玉幸多編『くずし字解読辞典』（東
京堂出版）または林英夫監修『新編・古文書解読字典』（柏書房、1993年）を推
奨しておく。なお、「特集／はじめて学ぶ日本近世史」（『歴史評論』813号、
2018年）も受講に際して一読しておくことをお勧めする。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

報告30％ レポート30％ 授業への貢献度40％
なお報告担当時の欠席は、成績に重大な影響を与える。

その他

・古文書解読の補習授業（サブゼミ）を試験的に行ったが、
熱心に勉強する学生にとって評判が良かったため、
来年度も引き続き継続したい。
・くずし字の読解と古文書調査に関心がある者は相談のこと。
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1029_14B00706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（日本史） 五十嵐 基 善

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

歴史学は過去を対象とする学問であり、様々な種類の歴史資料を分析すること
で、過去を復元することが求められる。歴史学の基本となるのは文字資料の分析
であるが、隣接する諸分野の成果にも着目し、最大限に活用する意識が重要とな
る。特に、日本古代史は文字資料が限定されることから、文字資料の読解力だけ
ではなく、考古学・文学などの隣接諸分野に対する目配りも重要となる。本授業
では、日本古代史を研究する上で必要な知識をはじめ、学術的な文章に必要なス
キルの修得を目指す。卒業論文の執筆を意識して授業に臨んで欲しい。

授業内容

日本古代史を中心とする歴史学を理解するために必要な事項を設定し、文献講
読Bの前提となる知識の修得を目指す。授業は教員が概要を解説した上で、関連す
る論考を読んで報告・質疑・討論を行なう。なお、受講者の関心をふまえ、テー
マの設定は柔軟に対応する。

�. イントロダクション（授業の概要・説明）
�. 報告者の決定 歴史学・日本史学の概要
�. 日本古代史と漢文史料（�）
�. 日本古代史と漢文史料（�）
�. 記紀神話の読み方（�）
�. 記紀神話の読み方（�）
�. 日本古代史と考古学（�）
	. 日本古代史と考古学（�）

. 日本古代史と文学（�）
10. 日本古代史と文学（�）
11. 歴史を理解するための視角−現実の重視−（�）
12. 歴史を理解するための視角−現実の重視−（�）
13. 歴史を理解するための視角−結果論の陥穽−（�）
14. 歴史を理解するための視角−結果論の陥穽−（�） 授業の総括

履修上の注意

報告担当者は事前にレジュメを作成し、当日受講者全員に配布すること。受講
者は報告の有無にかかわらず、報告箇所を予習して積極的に発言をすること。報
告担当者は責任をもって報告を行なうこと。この他、受講者は日本古代史に関心
を持っていることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者は報告箇所を事前に読み、分からない用語・事項は調べておくこと。ま
た、授業後は報告者・教員の資料に掲出されている参考文献などを読み、授業で
扱った事項に関する理解を深めることが望ましい。

教科書

教科書は特に指定しない。講読する文献は、受講者の関心もふまえて決定・配布
する。

参考書

参考文献は授業の中で適宜紹介するが、本授業に関わる基礎文献としては下記の
ものが有益である。

・『歴史学事典� 歴史学の方法』樺山紘一責任編集（弘文堂）1998年
・『日本古代史を学ぶための漢文入門』池田温編（吉川弘文館）2006年
・『古代文学と隣接諸学』鈴木靖民監修（竹林舎）2017〜2019年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席と報告を重視し、学期末のレポートもふまえて総合的に評価する（授業へ
の貢献度30％、報告40％、レポート30％）。積極的に授業に取り組む姿勢は高く評
価する。
なお、授業には原則として毎回出席すること。正当な理由のない欠席を�回以

上した場合、単位を認定することはできないので注意すること。当然のことであ
るが、�回まで欠席してもよいということではない。

その他

特になし。

1030_14B00806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（日本史） 五十嵐 基 善

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本古代史を研究する上で、律令体制が本格的に成立した奈良時代は、重要な時
期として位置付けることができる。飛鳥時代・平安時代を研究する場合でも、律令
体制・奈良時代の様相を理解しておくことが求められる。本授業では、文献講読A
(日本史)で扱った内容もふまえ、律令体制・奈良時代に関する文献を講読する。日
本古代史の基礎知識をはじめ、研究方法を修得することを目標とする。また、文章
の要約方法や、史料・文献の掲出方法なども扱い、レポート・卒業論文を書く上で
必要となるスキルについても修得することを目指す。

授業内容

律令体制・奈良時代史を理解するために必要な事項を設定し、下記「教科書」に
掲出した書籍などから講読する論考を取り上げる。授業は教員が概要を解説した上
で、報告・質疑・討論を行なうことで進める。また、近年の研究成果・発掘成果な
ども紹介し、日本古代史の研究に必要な知識を広く修得することを目指す。なお、
受講者の関心をふまえ、テーマの設定は柔軟に対応する。

�. イントロダクション（授業の概要・説明）
�. 報告者の決定 日本古代史の文献・史料（紹介と調べ方）
�. 律令体制・奈良時代史の基礎知識
�. 律令編纂・律令体制の成立（�）
�. 律令編纂・律令体制の成立（�）
�. 古代の都と遷都−平城京・平城宮−（�）
�. 古代の都と遷都−平城京・平城宮−（�）
	. 奈良時代の政治史と権力闘争（�）

. 奈良時代の政治史と権力闘争（�）
10. 奈良時代の仏教政策−鎮護国家思想−
11. 外交・辺境・軍事政策−古代九州と新羅・隼人−（�）
12. 外交・辺境・軍事政策−古代九州と新羅・隼人−（�）
13. 辺境・軍事政策−古代東北と蝦夷−（�）
14. 辺境・軍事政策−古代東北と蝦夷−（�） 授業の総括

履修上の注意

報告担当者は事前にレジュメを作成し、当日受講者全員に配布すること。受講者
は報告の有無にかかわらず、報告箇所を予習して積極的に発言をすること。報告担
当者は責任をもって報告を行なうこと。この他、受講者は日本古代史に関心を持っ
ていることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者は報告箇所を事前に読み、分からない用語・事項は調べておくこと。また、
授業後は報告者・教員の資料に掲出されている参考文献などを読み、授業で扱った
事項に関する理解を深めることが望ましい。

教科書

教科書は特に指定しない。講読する文献は、受講者の関心もふまえて決定・配布す
る。

参考書

参考文献は授業の中で適宜紹介するが、本授業に関わる基礎文献としては下記のも
のが有益である。

・『古代史の基礎知識』吉村武彦編著（角川書店）2005年
・『平城京と木簡の世紀』渡辺晃宏（講談社）2001年
・『平城京の時代』坂上康俊（岩波書店）2011年
・『古代史講義』佐藤信編（筑摩書房）2018・2019・2020・2021年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席と報告を重視し、学期末のレポートもふまえて総合的に評価する（授業への
貢献度30％、報告40％、レポート30％）。積極的に授業に取り組む姿勢は高く評価す
る。
なお、授業には原則として毎回出席すること。正当な理由のない欠席を�回以上
した場合、単位を認定することはできないので注意すること。当然のことであるが、
�回まで欠席してもよいということではない。

その他

特になし。
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1031_14B00705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（日本史） 大 江 洋 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

何世代にもわたり，積み重ねられてきた歴史学。文献から研究史や研究視角を学
び，自らの研究視角につなげていくことは、歴史学研究において不可欠な学びで
ある。
春学期は永原慶二『20世紀日本の歴史学』（吉川弘文館、2003年）をテキストに、
（�）歴史学とは何か、（�）近代以降の日本史研究におけるさまざまな歴史思想
や研究法を学ぶとともに，どのような社会的課題をふまえて歴史研究がなされて
きたか，それがどのような社会的役割をはたしたか等を検討する。

授業内容

研究史を学びつつ，いくつかの基本的な論文をとりあげて，論文の読み方・レ
ジュメの作成法・発表の仕方等を学ぶ。
春学期テキスト永原慶二『20世紀日本の歴史学』の構成は以下である。この授業
では本書を通読し，20世紀歴史学の歩みと，著者永原慶二の本書での主張を批判
的に読み取る。
第�回 はじめに−史学史への視角−
第�回 I 近代歴史学の成立 � 明治維新と日本史学
第�回 � 文明史・啓蒙主義歴史学の展開 � 近代実証主義歴史学の誕生
第�回 � 「欧米的近代への可能性」を歴史に探る
第�回 � 固有文化と社会・民衆の発見 � 大正・昭和期の都市史・文化史
第�回 � 社会構造と変革の視点 	 風圧強まるなかでの実証研究
第�回 
 戦争と超国家主義歴史観
第	回 II 現代歴史学の展開 � 「戦後歴史学」の発想
第
回 � マルクス歴史学への批判のなかから
第10回 � 高度経済成長と日本史学の転換
第11回 � 「近代」への批判と社会史研究
第12回 � 歴史の全体的把握を目指して
第13回 � 近・現代史を見る目の変化
第14回 � 研究体制の拡充と史・資料の調査・整備

履修上の注意

授業内容は、各担当者の専門とする時代により異なる。自分が学びたい時代の授
業を履修すること。
特別な理由がない限り、無断欠席・遅刻は認めない。

準備学習（予習・復習等）の内容

本の読み方を会得し、報告者の報告を楽しむためには、各参加者には是非予習を
してきていただきたい。
各参加者は、毎回報告予定の論文を読み、A4×�枚に要旨と、一言コメントをま
とめていただく。それをもとに議論を行うことで、思いがけない論点を発見した
り、歴史の世界の広がり方を実感したり、その瞬間を味わえればよいと思う。

したがって、報告者や参加者といった自分以外の意見をおもしろいと思える皆さ
ん、それを自分の糧にしたいと思える皆さんに御参加いただくことを切望する。

教科書

永原慶二『20世紀日本の歴史学』（吉川弘文館、2003年）

参考書

授業中に適宜お知らせする。

課題に対するフィードバックの方法

毎回予習ペーパーにコメントを書き入れて返却する。

成績評価の方法

報告50％、毎回の予習、討論への参加姿勢50％

その他

1032_14B00805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（日本史） 大 江 洋 代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

文献講読Ａでは、歴史学が各時代の課題と向き合きあうことにより展開してきたこと、
そして近代以降の歴史学には多種多様な方法が存在することを学びました。文献講読
Ｂではこれを踏まえ、実際に最新の論文を読んでみることにチャレンジしていきます。
具体的には毎年�月に発行される『史学雑誌』の「回顧と展望」から各自、一論文を
選んでの書評を報告します。「回顧と展望」には、前年における史学史的に重要とされ
る論文が紹介されています。しかし、ここに選ばれ掲載された論文は、素晴らしいか
もしれないし、素晴らしくないかもしれません。本ゼミでは論文をあらゆる角度から
検証することを通じて、それが本当に素晴らしい論文かどうか、みなさんそれぞれが
自らの腕力で評価できるところまで、論文を読む力を磨きあげていきます。
論文の精読を通じて、歴史学のものの考え方や歴史学の「美しい」論文の書き方を学
んできましょう。文献をおもしろく読むこと、そして批判的に読むこと、そこからわ
くわくと視野を広げていくためのトレーニングを積んで参りましょう。

授業内容

今年�月に発行される『史学雑誌』の「2021年回顧と展望」から各自、論文を選んで
報告。
要旨の他、その論文がどのような問題意識の上に書かれたのか、また、史料により実
証できているところ、推測にとどまるところの区別、感銘を受けた点、疑問点、批判
点、研究史のどこに位置付くのかなどについて、その論文周辺の先行研究や史料を踏
まえて、自分なりの読み方を提示してみてください。

第�回 ：本ゼミが目指すもの，テキスト紹介
第�回〜第�回：夏休みの宿題その� ブックレポート

（「美しい論文を読む」報告（『史学雑誌』、『歴史学研究』、『日本史研
究』、『日本歴史』に論文掲載されたものを�つ選んで読んでくる））
夏休みの宿題その� 戦後78年報告
（戦後78年を意識した	月15日前後のメディア企画等を視聴した上で
考えたことを、文献を�冊以上読んでまとめてくる）

第�回〜第14回：報告と討論
春休み ：一日遠足（任意参加）

図書館、アーカイブズ、博物館等の見学と周辺の巡検。参加者の興
味関心を踏まえて場所を選定する。

履修上の注意

報告担当者は、自らの決めた報告日に責任を持って行ってください。担当箇所に登場
する文献や史料にも目配りしつつ報告レジュメを作成してください。
参加者は全員，当該箇所を読み予習することで報告に向き合って下さい。論文そのも
ののおもしろさだけでなく、報告者、各参加者の全員の「目からうろこが落ちる」そ
れぞれの読み方を楽しみ、関心を次々に広げていってほしいです。
したがって、報告者や参加者といった自分以外の意見をおもしろいと思える皆さん、
それを自分の糧にしたいと思える皆さんに御参加いただくことを切望いたします。

準備学習（予習・復習等）の内容

本の読み方を会得し、報告者の報告を楽しむためには、各参加者には是非予習をして
きていただきたいです。
各参加者は、毎回報告予定の論文を読み、A4×�枚に要旨と、一言コメントをまとめ
てみてください。それをもとに議論を行うことで、思いがけない論点を発見したり、
歴史の世界の広がり方を実感したり、その瞬間を味わえればよいなと思います。

教科書

・「2022年の歴史学界 回顧と展望」（『史学雑誌』132−�，2022年刊行予定）
・上記掲載の論文
※以上は著作権の範囲内で，コピーを配布

参考書

ゼミ中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

予習ペーパーにコメントを書き込み返却する。

成績評価の方法

報告（50％）、毎回の予習レポートに基づくゼミの議論への貢献度（50％）を基準とし
て総合的に勘案して判断します。

その他
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1033_14B00703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（日本史） 西 尾 隆 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、帝国主義と二度の世界大戦に特質づけられる20世紀前半期の日本と世界の軍事史に関す
る文献を輪読し、卒業論文の執筆に向けた基礎固めを行う。日本現代史を学ぶ際に留意しなければならな
いのは、私達が生きる現在の世界の基調ともいえるグローバリゼーションが世界的に大きく進展したのが
20世紀前半期であり、当該期日本における政治・軍事・経済・技術・外交・文化の展開過程も、そのよう
な世界史的文脈と密接に相互連関しつつ規定されていったということである。したがってこの授業は、日
本と欧米諸国との比較や関係性を重視した軍事史関連の文献を講読することを通じて、むしろ既存の日本
史学の議論や枠組みを相対化し、世界の軍事史の中に日本の問題を位置づけて考察することを目的とす
る。そのため、オーソドックスな日本現代史を学ぶ授業ではないことに注意されたい。
具体的には、テキストに基づき、春学期には近現代日本および世界の軍備拡張競争と戦争を学び、さら
に20世紀初頭に登場し現代の戦争の様相を一変させた空軍力・戦略爆撃の問題について、アジア太平洋戦
争末期のアメリカ軍による日本本土空襲を手掛かりに検討する、秋学期には、歴史上最大の戦争となった
第二次世界大戦に関する海外の代表的研究を講読し、日本を含めた枢軸国の敗北と連合国の勝利の要因を
幅広い観点から考察していく。

授業内容

授業時間の関係にもよるが、春学期ではテキストに関連する学術論文をいくつか取り上げる可能性もある
ため、その点留意されたい。

【春学期】
(�)テキストの紹介、ゼミでの報告の仕方
(�)レジュメ・レポートの作り方
(�)『日本の戦争II』輪読
(�)『日本の戦争II』輪読
(�)『日本の戦争II』輪読
(�)『日本の戦争II』輪読
(�)『日本の戦争II』輪読
(	)『日本の戦争II』輪読
(
)『日本大空襲「実行犯」の告白』輪読
(10)『日本大空襲「実行犯」の告白』輪読
(11)『日本大空襲「実行犯」の告白』輪読
(12)『日本大空襲「実行犯」の告白』輪読
(13)『日本大空襲「実行犯」の告白』輪読
(14)『日本大空襲「実行犯」の告白』輪読／まとめ

履修上の注意

学生が自身の興味関心に即して主体的にゼミを選択する以上、受講者には厳しい出欠要件を課す。ま
ず、このゼミでは無断欠席・無断遅刻を厳禁する。教員への事前連絡なく授業を一度でも無断欠席・無断
遅刻した者は、その時点で問答無用で不合格とする。また正当な理由を付した事前連絡をした上での遅
刻・欠席も、コロナ感染等理由の如何を問わず、春学期中に�回までしか認めない(�回目で不合格とす
る)。
受講者には、毎回の授業時間の最後に、その回のゼミの内容を要約し見解を記すコメントペーパーを規

定の分量以上必ず執筆し提出してもらう。教員が定めた規定分量を満たさずにコメントペーパーを提出し
た者は欠席扱いとする(したがってこれを�回行った者は、毎回のゼミに出席していたとしても不合格と
する)。当然であるが、授業中の居眠り・私語・無断退出等は厳禁であり、これらが甚だしい者は欠席扱
いとし退出させる。
初回授業から出席を取るため、このゼミの受講者は、必ず初回授業に出席すること。初回授業を欠席・

遅刻した者には履修を認めない。

より詳細なゼミ運営上の規定は初回授業で指示するが、以上の基本的ルールを煩わしいと思う学生は、こ
のゼミでの単利取得は望めないため、別の文献講読ゼミを選択すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者には、アルバイトやサークル活動等は必要最小限度にとどめ、自身の余暇時間の大半をこのゼミ
のための勉強時間に充てるよう要求する。受講者は、テキストの毎回の輪読部分および関連文献を事前に
熟読して、毎回の授業で教員から発言を求められた際にしっかりとした意見を言い、質の高いコメント
ペーパーを執筆できるよう周到に準備しなければならない。また毎回の授業の報告者は、担当箇所のレ
ジュメを作成し、テキストの重要箇所に関して十二分に調査し補足説明をすると同時に、説得力のある疑
問点や論点を提示しなければならない。
このゼミでは、日本のみならず世界の戦争史・軍事史を学ぶため、受講者は日本史のみならず国際政治

経済史や世界の軍事史に関する文献も日頃からよく読んでおくこと。どんなに多忙であっても、最低限週
に�時間はこのゼミのための予習・復習時間に充てること。教員はそれを前提に成績評価を行うため、勉
強を怠り漫然とゼミに出席しているだけの者には単位を与えない。

教科書

山田朗『日本の戦争II─暴走の本質─』(新日本出版社、2018年、税別1600円)
鈴木冬悠人『日本大空襲「実行犯」の告白─なぜ46万人は殺されたのか─』(新潮新書、2021年、税別760
円)

参考書

歴史教育者協議会編『日本の戦争ハンドブック』(青木書店、2006年、税別2800円)
木畑洋一『20世紀の歴史』(岩波新書、2014年、860円)

課題に対するフィードバックの方法

毎回のゼミで、その前の回に提出されたコメントペーパーの講評を行う。また、期末レポートの講評を
Oh-o! Meijiで行う。

成績評価の方法

授業への貢献度30%・ゼミでの報告40%・期末レポート30%で評価する。期末レポートは4000字程度のも
のを原稿用紙に手書きで書いてもらう。

その他

このゼミの受講者には、単位取得のためには一年間を通して非常に多くの読書量・勉強量が要求されるこ
とを予め忠告しておく。真に日本と世界の軍事史を学びたいという意欲の旺盛な勤勉かつ真面目な学生の
受講を期待する。

1034_14B00803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（日本史） 西 尾 隆 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、帝国主義と二度の世界大戦に特質づけられる20世紀前半期の日本と世界の軍事史
に関する文献を輪読し、卒業論文の執筆に向けた基礎固めを行う。日本現代史を学ぶ際に留意しな
ければならないのは、私達が生きる現在の世界の基調ともいえるグローバリゼーションが世界的に
大きく進展したのが20世紀前半期であり、当該期日本における政治・軍事・経済・技術・外交・文
化の展開過程も、そのような世界史的文脈と密接に相互連関しつつ規定されていったということで
ある。したがってこの授業は、日本と欧米諸国との比較や関係性を重視した軍事史関連の文献を講
読することを通じて、むしろ既存の日本史学の議論や枠組みを相対化し、世界の軍事史の中に日本
の問題を位置づけて考察することを目的とする。そのため、オーソドックスな日本現代史を学ぶ授
業ではないことに注意されたい。

具体的には、テキストに基づき、春学期には近現代日本および世界の軍備拡張競争と戦争を学
び、さらに20世紀初頭に登場し現代の戦争の様相を一変させた空軍力・戦略爆撃の問題について、
アジア太平洋戦争末期のアメリカ軍による日本本土空襲を手掛かりに検討する、秋学期には、歴史
上最大の戦争となった第二次世界大戦に関する海外の代表的研究を講読し、日本を含めた枢軸国の
敗北と連合国の勝利の要因を幅広い観点から考察していく。

授業内容

【秋学期】
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(�)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(	)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(
)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(10)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(11)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(12)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(13)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読
(14)『なぜ連合国が勝ったのか？』輪読／まとめ

履修上の注意

学生が自身の興味関心に即して主体的にゼミを選択する以上、受講者には厳しい出欠要件を課
す。まず、このゼミでは無断欠席・無断遅刻を厳禁する。教員への事前連絡なく授業を一度でも無
断欠席・無断遅刻した者は、その時点で問答無用で不合格とする。また正当な理由を付した事前連
絡をした上での遅刻・欠席も、コロナ感染等理由の如何を問わず、秋学期中に�回までしか認めな
い(�回目で不合格とする)。
受講者には、毎回の授業時間の最後に、その回のゼミの内容を要約し見解を記すコメントペー

パーを規定の分量以上必ず執筆し提出してもらう。教員が定めた規定分量を満たさずにコメント
ペーパーを提出した者は欠席扱いとする(したがってこれを�回行った者は、毎回のゼミに出席し
ていたとしても不合格とする)。当然であるが、授業中の居眠り・私語・無断退出等は厳禁であり、
これらが甚だしい者は欠席扱いとし退出させる。

より詳細なゼミ運営上の規定は春学期初回授業で指示するが、以上の基本的ルールを煩わしいと思
う学生は、このゼミでの単利取得は望めないため、別の文献講読ゼミを選択すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講者には、アルバイトやサークル活動等は必要最小限度にとどめ、自身の余暇時間の大半をこ
のゼミのための勉強時間に充てるよう要求する。受講者は、テキストの毎回の輪読部分および関連
文献を事前に熟読して、毎回の授業で教員から発言を求められた際にしっかりとした意見を言い、
質の高いコメントペーパーを執筆できるよう周到に準備しなければならない。また毎回の授業の報
告者は、担当箇所のレジュメを作成し、テキストの重要箇所に関して十二分に調査し補足説明をす
ると同時に、説得力のある疑問点や論点を提示しなければならない。
このゼミでは、日本のみならず世界の戦争史・軍事史を学ぶため、受講者は日本史のみならず国

際政治経済史や世界の軍事史に関する文献も日頃からよく読んでおくこと。どんなに多忙であって
も、最低限週に�時間はこのゼミのための予習・復習時間に充てること。教員はそれを前提に成績
評価を行うため、勉強を怠り漫然とゼミに出席しているだけの者には単位を与えない。

教科書

リチャード・オウヴァリー 河野純治・作田昌平訳『なぜ連合国が勝ったのか？』(楽工社、2021
年、税別3950円)

参考書

吉田裕・森茂樹［2007］『アジア・太平洋戦争』吉川弘文館(税別2500円)
木畑洋一［2001］『第二次世界大戦─現代世界への転換点─』吉川弘文館(税別1700円)

課題に対するフィードバックの方法

毎回のゼミで、その前の回に提出されたコメントペーパーの講評を行う。また、期末レポートの講
評をOh-o! Meijiで行う。

成績評価の方法

授業への貢献度30%・ゼミでの報告40%・期末レポート30%で評価する。期末レポートは4000字程
度のものを原稿用紙に手書きで書いてもらう。

その他

このゼミの受講者には、単位取得のためには一年間を通して非常に多くの読書量・勉強量が要求さ
れることを予め忠告しておく。真に日本と世界の軍事史を学びたいという意欲の旺盛な勤勉かつ真
面目な学生の受講を期待する。
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1035_14B00701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（日本史） 服 部 一 隆

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本古代史に関する研究文献の読み方を学習する。具体的には、学生が
研究文献の論点を整理して報告し、学生同士で議論する。研究文献を読
み、根拠に基づいて論理的に考えるという歴史学の基礎を身につけること
を目的とする。
高校の歴史学習は教科書の理解が中心であったのに対し、大学では教科

書に記載される以前の学説がどのような根拠に基づいて、いかに記載され
ているかを理解することが必要となる。研究文献の根拠と論点を整理する
ことによって、各自の意見を持てるようになることが目標である。

授業内容

基礎的文献の読み方を中心とする
第�回 歴史学研究と時代区分
第�回 古代史文献の調査方法
第�回 具体的な報告例の説明
第�回 古代王権の成立
第�回 氏族制と部民制
第�回 大化以前の地域支配制度
第�回 推古朝と聖徳太子
第	回 壬申の乱と天皇制の成立
第
回 律令官制の成立
第10回 貴族と奈良時代の政変
第11回 女帝と王位継承
第12回 遣唐使
第13回 平安時代の外交
第14回 まとめ

履修上の注意

日本古代史の概説書もしくは高等学校日本史Ｂの教科書の古代史部分を読
んでおくこと。報告に対して、積極的に質問すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：テキストを事前に読み、各自で意見を考えておく。
復習：授業中に提示した文献や史料を読み直しておく。

教科書

テキストは事前にコピーを配布する。

参考書

新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』吉川弘文館、
2020年
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』吉川弘文館、
2020年
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史』�・�・� 吉川弘文館、2022
年
歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』東京堂出版、2012年

課題に対するフィードバックの方法

全体のことは授業中に説明し、個別のことはアンケートに返信する。

成績評価の方法

報告・平常点50％ レポート50％

その他

わからないことは何でも質問してほしい。授業以外のことも受け付ける。
受講人数によって各回の報告を変更することがある。

1036_14B00801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（日本史） 服 部 一 隆

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本古代史に関する研究文献の読み方を学習する。具体的には、学生が
研究文献の論点を整理して報告し、学生同士で議論する。研究文献を読
み、根拠に基づいて論理的に考えるという歴史学の基礎を身につけること
を目的とする。
高校の歴史学習は教科書の理解が中心であったのに対し、大学では教科

書に記載される以前の学説がどのような根拠に基づいて、いかに記載され
ているかを理解することが必要となる。研究文献の根拠と論点を整理する
ことによって、各自の意見を持てるようになることが目標である。

授業内容

論文の読み方を中心とする
第�回 古代史史料の調査方法
第�回 大化改新
第�回 律令
第�回 戸籍と古代社会
第�回 土地制度と班田収授
第�回 ミヤケから「初期荘園」へ
第�回 古代豪族から貴族へ
第	回 平安時代の政変と摂関政治の成立
第
回 古代国家のエミシ支配政策
第10回 軍事制度の変容と承平・天慶の乱
第11回 国風文化
第12回 改元と天皇制
第13回 「記紀」の成立
第14回 まとめ

履修上の注意

日本古代史の概説書もしくは高等学校日本史Ｂの教科書の古代史部分を読
んでおくこと。報告に対して、積極的に質問すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：テキストを事前に読み、各自で意見を考えておく。
復習：授業中に提示した文献や史料を読み直しておく。

教科書

テキストは事前にコピーを配布する。

参考書

新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編』吉川弘文館、
2020年
新古代史の会編『テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編』吉川弘文館、
2020年
新古代史の会編『人物で学ぶ日本古代史』�・�・� 吉川弘文館、2022
年
歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』東京堂出版、2012年

課題に対するフィードバックの方法

全体のことは授業中に説明し、個別のことはアンケートに返信する。

成績評価の方法

報告・平常点50％ レポート50％

その他

わからないことは何でも質問してほしい。授業以外のことも受け付ける。
受講人数によって各回の報告を変更することがある。
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1037_14B00702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（日本史） 菱 沼 一 憲

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本中世史にかかわる論文の講読とレポート、及びそのディスカッションを通じて、歴史学の基本
的な概念や理論を学び、独自の歴史研究を行って論文を作成するための基礎的な力を得ることを目
的とします。論文は先行研究の整理、目的・課題の設定、資料・史料の分析、分析結果と成果の総
括などの要素によって構成されており、歴史研究を進める上では、それらを読み取り整理し、理解
した内容を他者へ説明できる能力が重要です。また的確なレジュメを作成し、それをもちいた報告
を行い、活発なディスカッションに中心的な役割を果たしてゆくためのスキルの習熟をもめざしま
す。
授業は対面授業（Face-to-Face class）で行います。

授業内容

論文を正確に読み取ることは意外に難しいことです。歴史学の論文とは、何らかの歴史学的課題に
対し、資料・史料の分析により合理的な結論を導くためのものであり、そうした点で小説やエッセ
イの読解とは全く異なるアプローチが必要となります。歴史学特有の学術用語が飛び交い、難解で
繊細な史料分析が行われ、さらにそれらを批判的かつ客観的に読む必要があります。
この論文を読む能力は、書く能力と表裏の関係にあります。既存の論文を読みすすめていくこと
は、みずからの研究テーマにかかわる先行研究の内容や史料に関する情報などを知るためだけでな
く、自分でわかりやすい論文を書いていくための具体的な参考例にもなります。きちんとした論文
を書けるようになってくると、他者の論文を読解する力量も向上し、読む行為と書く行為との相乗
効果で飛躍的にスキルアップをはかることができます。
授業の進めかたは、論文の章節を単位に講読する範囲ごとの報告者を決め、事前に作成・提出した
要約レジュメをもとに報告をしてもらい、それにもとづいて参加者全員で質疑を行います。�回の
授業につき報告者�人が目安です。
報告者は、担当範囲の要点や学術用語の説明、学説の現状を中心に報告してください。また、テキ
ストとした論文に加えて、密接に関連する著書・論文などの研究成果も取り上げ、担当した論文が
当該分野の研究史上にどのように位置づけられるのかも吟味します。
報告者には、このディスカッションでの質疑内容を反映した担当範囲に関するレポートを期末に作
成・提出してもらいます。したがって、みずからの報告に関する質疑の概要を把握しておくことが
もとめられます。
授業の進行予定は以下のとおりです。なお状況によっては、論文を変更・追加する場合がありま
す。
（�）授業内容ガイダンス、担当者の決定。
（�）レジュメの例示 高橋修「武士団と領主支配」
（�）〜（�）市村高男「歴史を見る目、地域を見る目」
（�）〜（�）木村茂光「富士巻狩りの政治史」
（�）〜（	）佐伯真一「戦場のフェア・プレイ」
（
）〜（10）千々和到「板碑発生をになった人々」
（11）〜（12）高島緑雄「建武元年正統庵領鶴見寺尾郷図の研究」
（13）〜（14）齋藤慎一「遵行状・打渡状の獲得と相伝」

履修上の注意

報告者は上記のような内容からなるレジュメを必ず事前に作成・提出してください。もとより報告
者の無断欠席は許されません。また、報告者以外の履修学生も、毎回授業で検討する論文はあらか
じめ内容を読解し、授業時に疑問点などを積極的に発言することがもとめられます。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業に際しては報告者であるか否かにかかわらず、検討する論文を精読して、ポイントとな
る内容を要約するとともに、疑問点などをあらかじめ掴んでおいてください。

教科書

講読する論文は、Oh-o!Meijiにアップするので各自必ずプリントアウトしてください。各論文の所
収先は以下のとおりです。
・高橋修「武士団と領主支配」（『岩波講座日本歴史』中世Ⅰ、岩波書店、2013年）
・市村高男「歴史を見る目、地域を見る目」（古河歴史シンポジウム実行委員会編『古河の歴史を
歩く』高志書院、2012年）
・木村茂光「富士巻狩りの政治史」（『初期鎌倉政権の政治史』同成社、2011年、初出2007年）
・佐伯真一「戦場のフェア・プレイ」（『戦場の精神史』日本放送出版協会、2004年）
・千々和到「板碑発生をになった人々」（『板碑とその時代』平凡社、1988年）
・高島緑雄「建武元年正統庵領鶴見寺尾郷図の研究」（『関東中世水田の研究』日本経済評論社、
1997年）
・齋藤慎一「遵行状・打渡状の獲得と相伝」（『今日の古文書学第�巻』雄山閣出版、2000年）

参考書

研究史の把握などに必要な関連論文や著書は授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価点は、①レジュメの作りかた、②発表のしかた、③質疑への積極的な参加、④期末提出のレ
ポートの内容
以上を総合した平常点…100%

その他

出席による加点はせず、欠席するたびに減点を行います。全14回の授業回数に対して、�分�の以
上の欠席は単位認定の可否にかかわるレベルで大きく減点します。継続的な出席が強くもとめられ
ます。

1038_14B00802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（日本史） 菱 沼 一 憲

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本中世史にかかわる論文の講読とレポート、及びそのディスカッションを通じて、歴史学
の基本的な概念や理論を学び、独自の歴史研究を行って論文を作成するための基礎的な力を
得ることを目的とします。論文は先行研究の整理、目的・課題の設定、資料・史料の分析、
分析結果と成果の総括などの要素によって構成されており、歴史研究を進める上では、それ
らを読み取り整理し、理解した内容を他者へ説明できる能力が重要です。また的確なレジュ
メを作成し、それをもちいた報告を行い、活発なディスカッションに中心的な役割を果たし
てゆくためのスキルの習熟をもめざします。
授業は対面授業（Face-to-Face class）で行います。

授業内容

論文を正確に読み取ることは意外に難しいことです。歴史学の論文とは、何らかの歴史学的
課題に対し、資料・史料の分析により合理的な結論を導くためのものであり、そうした点で
小説やエッセイの読解とは全く異なるアプローチが必要となります。歴史学特有の学術用語
が飛び交い、難解で繊細な史料分析が行われ、さらにそれらを批判的かつ客観的に読む必要
があります。
この論文を読む能力は、書く能力と表裏の関係にあります。既存の論文を読みすすめていく
ことは、みずからの研究テーマにかかわる先行研究の内容や史料に関する情報などを知るた
めだけでなく、自分でわかりやすい論文を書いていくための具体的な参考例にもなります。
きちんとした論文を書けるようになってくると、他者の論文を読解する力量も向上し、読む
行為と書く行為との相乗効果で飛躍的にスキルアップをはかることができます。
授業の進めかたは、論文の章節を単位に講読する範囲ごとの報告者を決め、事前に作成・提
出した要約レジュメをもとに報告をしてもらい、それにもとづいて参加者全員で質疑を行い
ます。�回の授業につき報告者�人が目安です。
報告者は、担当範囲の要点や学術用語の説明、学説の現状を中心に報告してください。ま
た、テキストとした論文に加えて、密接に関連する著書・論文などの研究成果も取り上げ、
担当した論文が当該分野の研究史上にどのように位置づけられるのかも吟味します。
報告者には、このディスカッションでの質疑内容を反映した担当範囲に関するレポートを期
末に作成・提出してもらいます。したがって、みずからの報告に関する質疑の概要を把握し
ておくことがもとめられます。
授業の進行予定は以下のとおりです。なお状況によっては、論文を変更・追加する場合があ
ります。
（�）授業内容の説明およびレジュメの例示、担当者の決定。
（�）高橋典幸「鎌倉幕府論」
（�）〜（�）佐藤進一「室町幕府論」
（�）〜（	）笠松宏至「中世闕所地給与に関する一考察」
（
）〜（11）藤木久志「大名の平和＝惣無事令」
（12）〜（14）五味文彦「女性所領と家」

履修上の注意

報告者は上記のような内容からなるレジュメを必ず事前に作成・提出してください。もとよ
り報告者の無断欠席は許されません。また、報告者以外の履修学生も、毎回授業で検討する
論文はあらかじめ内容を読解し、授業時に疑問点などを積極的に発言することがもとめられ
ます。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業に際しては報告者であるか否かにかかわらず、検討する論文を精読して、ポイン
トとなる内容を要約するとともに、疑問点などをあらかじめ掴んでおいてください。

教科書

講読する論文は、Oh-o!Meijiにアップするので各自必ずプリントアウトしてください。各論
文の所収先は以下のとおりです。
・高橋典幸「鎌倉幕府論」（『岩波講座日本歴史』中世Ⅰ、岩波書店、2013年）
・佐藤進一「室町幕府論」（『日本中世史論集』岩波書店、1990年、初出1963年）
・笠松宏至「中世闕所地給与に関する一考察」（『日本中世法史論』東京大学出版会、一九七
九年）
・藤木久志「大名の平和＝惣無事令」（『豊臣平和令と戦国社会』東京大学出版会、一九八五
年）
・五味文彦「女性所領と家」（『日本女性史第二巻中世』東京大学出版会、一九八二年）

参考書

研究史の把握などに必要な関連論文や著書は授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価点は、①レジュメの作りかた、②発表のしかた、③質疑への積極的な参加、④期末提出
のレポートの内容
以上を総合した平常点…100%

その他

出席による加点はせず、欠席するたびに減点を行います。全14回の授業回数に対して、�分
�の以上の欠席は単位認定の可否にかかわるレベルで大きく減点します。継続的な出席が強
くもとめられます。
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1039_14B11503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（アジア史） 会 田 大 輔

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では、前近代中国史（主に魏晋南北朝隋唐）に関わる漢文史料
や論文を講読し、卒業論文に取り組むうえで必要となる史料・論文の
読解・分析能力を養う。春学期では、南北朝隋唐時代の文献資料を読
解していく。

【授業の到達目標】
（�）中国史の研究を行う上で必要な漢文読解能力を高める。
（�）史料の特性を理解し、分析ができる。

授業内容

第�回：授業内容の説明
第�回：南北朝隋唐時代の史料概要
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第	回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第
回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第10回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（	）
第11回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（
）
第12回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（10）
第13回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（11）
第14回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（12）
※授業内容は適宜必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

講読する史料や論文の予習は必須です。戸川芳郎監修『全訳漢辞海
第四版』（三省堂）または小川環樹他編『新字源 改訂新版』（角川書
店）を各自で用意して持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当者は必ずレジュメを準備してください。レジュメには書き下し
文・翻訳・用語解説が必要です。
また担当者以外も必ず予習すること。

教科書

特にありません。
必要な史料類は、プリントで配布します。

参考書

漢文読解については、加地伸行『漢文法基礎』（講談社学術文庫、
2010年）や西田太一郎『漢文の語法』（角川ソフィア文庫、2023年）
などの文法書を適宜参照してください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（予習・報告内容、授業態度など）100％。
なお、一度も担当報告を行わなかった場合は、成績評価の対象外とな
ります。

その他

研究テーマ（特に魏晋南北朝隋唐時代）の史料や研究などの収集・整
理などについて質問がある場合には、個別に対応しますので、授業前
後に相談してください。

1040_14F01902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米作家作品研究Ａ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜アメリカの女性詩ーーエミリィ・ディキンスンからルイーズ・グリュックまで＞
アメリカの女性詩人の詩作品を多数読みながら、社会における〈女性〉〈詩人〉の
立ち位置や葛藤、挑戦について考えていきます。アメリカ初の詩人と言われる17世
紀のアン・ブラッドストリートが信仰と夫婦愛の狭間で表現したもの、19世紀の天
才女性詩人エミリィ・ディキンスンが出版を諦め孤独に書きためて死後に発見され
た珠玉の詩篇の言葉、20世紀後半のフェミニズム思想を牽引したアドリエンヌ・
リッチが探索する差別・抑圧のない世界、結婚や出産についての葛藤を素材に芸術
作品を創作しながら30歳で自殺したシルヴィア・プラスの＜声＞を辿りながら、
2020年にノーベル文学賞を受賞したルイーズ・グリュックの「物語る詩」まで、ア
メリカの女性詩の特質を学びます。
授業は講義（教員の解説）を中心に進め、詩作品の英語の日本語訳の紹介もあり

ますので、独りで英語詩を読むのが難しい人も安心して受講できます。ジェンダー
分析やフェミニズム思想について学ぶこともできます。逆に、ジェンダーの観点で
はなく、詩という「言葉の芸術」を鑑賞する姿勢で受講することもできます。大事
なことは、解説を参考に、自分なりに詩作品と詩人について考えることです。20世
紀以降の詩人については、映画やインタヴュー映像を通して、生の人間として詩人
に触れてもらいたいと思っています。

授業内容

�．イントロダクション
�．アメリカ初の（女性）詩人──アン・ブラッドストリート
�．19世紀の天才詩人──エミリィ・ディキンスン①
�．エミリィ・ディキンスン②
�．エミリィ・ディキンスン③
�．20世紀の結婚と出産と詩作──シルヴィア・プラス①
�．シルヴィア・プラス②
	．シルヴィア・プラス③映画との比較

．20世紀のフェミニズムと詩──アドリエンヌ・リッチ①
10．21世紀の戦乱と詩人の挑戦──アドリエンヌ・リッチ②
11．物語る詩（連作詩）──ルイーズ・グリュック①
12．神話と女性──ルイーズ・グリュック②
13．21世紀のアメリカ（女性）詩──ルイーズ・グリュック③
14．レヴュー
*上記の予定表は、履修者の習熟度や関心によって多少変更されることがあります。

履修上の注意

授業は講義（教員の解説）を中心に進め、詩作品の英語の日本語訳の紹介もありま
すので、独りで英語詩を読むのが難しい人も安心して受講できます。ジェンダー分
析やフェミニズム思想について学ぶこともできます。逆に、ジェンダーの観点では
なく、詩という「言葉の芸術」を鑑賞する姿勢で受講することもできます。講義形
式ですが、皆さんの積極的な意見の発信を歓迎します。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の出席が一番大事です。授業中の詩作品の解説、詩人についての伝記的背景に
ついて復習し、自分なりの考察を発展させてください。事前に作品に目を通して
「自分の問い」を持って授業に臨むことを指示された場合には、ざっと目を通すだけ
でも予習をしてください。

教科書

必要なテクストは、授業中に提示します。また適宜、Oh-o！Meijiにアップロードし
ます。

参考書

諏訪部浩一・梶原照子他共著 『アメリカ文学入門』（三修社、2022年）第10刷
また授業中に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（数回のコメント用紙含む）40％、最終レポート60％。全授業回数
の三分の二以上の出席を成績評価の前提条件とします。

その他
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1041_14B11603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（アジア史） 会 田 大 輔

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では、前近代中国史（主に魏晋南北朝隋唐）に関わる漢文史料
や論文を講読し、卒業論文に取り組むうえで必要となる史料・論文の
読解・分析能力を養う。秋学期では、南北朝隋唐時代の文献史料・石
刻史料を読解していく。

【授業の到達目標】
（�）中国史の研究を行う上で必要な漢文読解能力を高める。
（�）史料の特性を理解し、分析ができる。

授業内容

第�回：授業内容の説明
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の文献史料の講読（�）
第�回：南北朝隋唐時代の石刻史料概要
第	回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
第
回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
第10回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
第11回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
第12回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
第13回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
第14回：南北朝隋唐時代の石刻史料の講読（�）
※授業内容は適宜必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

講読する史料や論文の予習は必須です。戸川芳郎監修『全訳漢辞海
第四版』（三省堂）または小川環樹他編『新字源 改訂新版』（角川書
店）を各自で用意して持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

担当者は必ずレジュメを準備してください。レジュメには書き下し
文・翻訳・用語解説が必要です。
また担当者以外も必ず予習すること。

教科書

特にありません。
必要な史料類は、プリントで配布します。

参考書

漢文読解については、加地伸行『漢文法基礎』（講談社学術文庫、
2010年）や西田太一郎『漢文の語法』（角川ソフィア文庫、2023年）
などの文法書を適宜参照してください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（予習・報告内容、授業態度など）100％。
なお、一度も担当報告を行わなかった場合は、成績評価の対象外とな
ります。

その他

研究テーマ（特に魏晋南北朝隋唐時代）の史料や研究などの収集・整
理などについて質問がある場合には、個別に対応しますので、授業前
後に相談してください。

1042_14F02002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米作家作品研究Ｂ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜歌としてのアメリカ詩＞
「アメリカ性」を体現した「アメリカ詩」を創出したのは19世紀中葉のウォルト・ホイットマ
ンと言えます。ホイットマンの詩はアメリカン・デモクラシーという主題だけでなく、その詩
形において革新的でした。イギリス詩の韻律に基づく伝統的な詩形から脱却し、口語自由詩形
を創出したのです。そして、ホイットマンの長編詩の多くが「〜の歌」("Song of〜")という表
題であり、代表作の「わたし自身の歌」 ("Song ofMyself")ではアメリカ的な自己「わたし」が
語り/歌い続けるスタイルを取りました。
2016年に歌手のボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞したことは、「歌」としての「詩」に

ついて一層考えさせられる出来事でした。詩の発祥はおそらく口承の芸術に基づいており、ギ
リシャ古典の抒情詩(lyric)がリラ(lyre)の伴奏で語る/歌うものだったように、古来、詩は声に
出して語り耳で聴くものでした。時代が下がって文字媒体で回覧されるようになり、とくに活
版印刷機の登場後に本が一般にも流通し、文学作品は目で読むものとなりました。ホイットマ
ンの口語自由詩形は「歌」としての詩に回帰しようとした、とも言えます。しかし、20世紀の
モダニズム期には前衛的な視覚芸術の影響のもとに言葉の視覚的イメージの探求が推し進めら
れ、さらにポストモダニズム期の前衛詩には音声化が不可能な詩作品が多く見られます。一方、
20世紀半ばのアレン・ギンズバーグの「吠える」("Howl")は文字通り、聴衆に吠えるように語
るポエトリー・リーディングのスタイルで、体制主義に抵抗する社会運動を牽引しました。
この授業では、「歌」としてのアメリカ詩の伝統について、ホイットマン、ギンズバーグ、
ディランを中心に考えていきます。講義（教員による解説）を中心に進め、詩作品の英語の日
本語訳も紹介しますので、独りで英語詩を読むのが難しい人も安心して受講できます。英詩の
歴史やアメリカのロマン主義、モダニズム、ポストモダニズムの概念や芸術についても学べま
す。自分の感受性で詩の言葉と歌を鑑賞する姿勢も歓迎します。ギンズバーグ自身の朗読や、
ディランの豊富な映像・聴覚資料を紹介しますが、歌としての「アメリカ詩」について考察す
る授業だということは念頭に置いてください。

授業内容

�．イントロダクション
�．ウォルト・ホイットマン①
�．英詩の伝統
�．ウォルト・ホイットマン②
�．ウォルト・ホイットマン③
�．モダニズム期の詩
�．アレン・ギンズバーグ①
	．アレン・ギンズバーグ②

．ポストモダニズム期の詩
10．ボブ・ディラン①
11．ボブ・ディラン②
12．ボブ・ディラン③
13．ボブ・ディラン④
14．レヴュー
＊上記の予定表は、履修者の習熟度や関心によって多少変更されます。

履修上の注意

講義（教員による解説）を中心に進め、詩作品の英語の日本語訳も紹介しますので、独りで英
語詩を読むのが難しい人も安心して受講できます。英詩の歴史やアメリカのロマン主義、モダ
ニズム、ポストモダニズムの概念や芸術についても学べます。自分の感受性で詩の言葉と歌を
鑑賞する姿勢も歓迎します。ギンズバーグ自身の朗読や、ディランの豊富な映像・聴覚資料を
紹介しますが、歌としての「アメリカ詩」について考察する授業だということは念頭に置いて
ください。講義形式ですが、皆さんの積極的な意見の発信を歓迎します。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の出席が一番大事です。詩作品の解説や詩人の伝記的な背景について復習し、自分なりの
考察を深めてください。事前に詩作品を読んで「自分の問い」を持って授業に臨むように指示
があった場合は、ざっとでも目を通す予習をしてください。

教科書

授業中に提示します。またOh-o！Meijiを通して適宜アップロードします。

参考書

諏訪部浩一・梶原照子他共著 『アメリカ文学入門』（三修社, 2022)第10刷
亀井俊介著 『魂の声──英詩を楽しむ』（南雲堂、2021）
その他、授業中に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（数回のコメント用紙含む）40％、最終レポート60％。全授業回数の三分の二
以上の出席を成績評価の前提条件とします。

その他
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1043_14B11501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（アジア史） 小松原 ゆ り

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

清代の漢文史料を読み、これまでに培った漢文史料の読解力を一層向
上させることを目標とします。
この授業では、敦崇『燕京歳時記』を読んでいきます。清末に書かれ
たこの作品は、清代の北京（燕京）における年中行事を中心に、名所
や季節の風俗・遊覧・食べ物などについて記された作品です。漢文を
読み解く力を身につけながら、時代背景や文化、舞台となる「北京」
という場所についても考察していきましょう。

授業内容

第�回：a. オリエンテーション b. 『燕京歳時記』について
第�回：『燕京歳時記』序文
第�回：『燕京歳時記』序文
第�回：『燕京歳時記』�・�月の風俗
第�回：『燕京歳時記』�・�月の風俗
第�回：『燕京歳時記』�・�月の風俗
第�回：『燕京歳時記』�・�月の風俗
第	回：これまでの内容の整理・確認第
回：『燕京歳時記』名所や

遊覧
第10回：『燕京歳時記』名所や遊覧
第11回：『燕京歳時記』名所や遊覧
第12回：『燕京歳時記』名所や遊覧
第13回：『燕京歳時記』名所や遊覧
第14回：a . まとめ b. テスト
※進度や受講者の興味・レベルによって内容が前後・変化する場合が
あります。

履修上の注意

毎回受講者全員がテキストの読み（書き下し・日本語訳）と関連事項
を調べてくること。毎回無作為にあてます。授業には必ず漢和辞典を
持参しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

時々予習・復習を兼ねた宿題を出し、関連事項や日本語への翻訳等を
まとめたレジュメを作成してもらう予定です。

教科書

教材はプリントを配布します。

参考書

・愛知大学中日大辞典編纂所編『中日大辞典』大修館書店
・三浦勝利著『漢文を読むための助字小字典』内山書店
・岡本隆司・吉澤誠一郎編『近代中国研究入門』東京大学出版会、
2012年
など。その他授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度：60％（出席、予習、授業内での積極性等を含む）、
学期末のまとめ試験：40％

その他

出席不良者には単位を認定しません。積極的な授業参加を求めます。
漢文を読み解く面白さを共に分かち合いましょう。

1044_14F01901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米作家作品研究Ａ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカ文学の短編を読みます。原文・日本語訳を併用しながら進めていきます。前期は
20世紀に活躍した作家を中心に、さまざまなテーマに基づく作品を扱います。後期は特に
ニューヨークを舞台にした作品を読みます（紀行文体の作品含む）。作品を読んでひっか
かる箇所、ハッとする箇所を意識しながら、文学を読む意義・意味、さらに自分にとって
良い作品とは何か、という基準についても考えます。アメリカ文学を読んだことがない、
英語で作品を読んだことがない、という受講者も歓迎します。

授業内容

作品は一週で読み切る場合と、複数の週にわたって読む場合があります。以下のようなス
ケジュールを予定していますが、必要に応じて読み進めるペースは修正していきます。ま
た、無理なく読み進めるために作家・作品を変更する可能性もあります。なお、Ann
Petryと John OʼHaraに関しては原文（英語）で読みますが、こちらで適宜説明・解説しま
す。

1.イントロダクション
2.O. Henry
『オー・ヘンリー傑作選』より
3.O. Henry
『オー・ヘンリー傑作選』より
4.Bernard Malamud
『喋る馬』より
5.Bernard Malamud
『喋る馬』より
6.Irwin Shaw
『ニューヨークは闇につつまれて』、『サマードレスの女たち』より
7.Irwin Shaw
『ニューヨークは闇につつまれて』、『サマードレスの女たち』より
8.レポートについて、批評とは何か
9.Ann Petry
Miss Muriel and Other Storiesより
10.Ann Petry
Miss Muriel and Other Storiesより
11.Ann Petry
Miss Muriel and Other Storiesより
12.John OʼHara
The New York Storiesより
13.John OʼHara
The New York Storiesより
14.John OʼHara
The New York Storiesより

履修上の注意

受講者数（規模）に応じて具体的な進め方を決定する予定です。この点は初回に確認しま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料（作品）に目を通しておいてください。

教科書

無し。必要な資料は配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢、山本洋平編、ミネルヴァ書房、2021
年）

課題に対するフィードバックの方法

受講者数（規模）に応じて異なりますが、授業で書いてもらったコメント等に関しては翌
週の冒頭で共有します。

成績評価の方法

出席30％、レポートを除く提出物30％、期末レポート40％

その他
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1045_14B11601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（アジア史） 小松原 ゆ り

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

清代の漢文史料を読み、これまでに培った漢文史料の読解力を一層向
上させることを目標とします。
この授業では、清代の上奏文のひとつ「奏摺」を読んでいきます。奏
摺は、臣下から皇帝に直接届けられた個人的な親展状で、皇帝の返信
（硃批）が記入されて返却されたことが特徴のひとつです。どのような
内容の奏摺を読むかは、受講者と相談して決めたいと思います。独特
の形式を持つ奏摺を読み解きながら、漢文力の向上のみならず、背景
の歴史も紐解いていきましょう。

授業内容

第�回：a. オリエンテーション b. 奏摺を読むための準備�
第�回：奏摺を読むための準備�
第�回：奏摺を読むための準備�、奏摺の講読
第�回：奏摺の講読
第�回：奏摺の講読
第�回：奏摺の講読
第�回：奏摺の講読
第	回：これまでの内容の整理・確認
第
回：奏摺の講読
第10回：奏摺の講読
第11回：奏摺の講読
第12回：奏摺の講読
第13回：奏摺の講読
第14回：a. まとめ b. テスト
※進度や受講者の興味やレベルによって内容が前後・変更することが
あります。

履修上の注意

毎回テキストの読み（書き下し・日本語訳）と関連事項を調べてくる
こと。毎回無作為に当てます。授業には漢和辞典を必ず持参しましょ
う。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必須です。また、時々予習・復習を兼ねた宿題を出し、関連事
項や日本語への翻訳等をまとめたレジュメを作成してもらう予定です。

教科書

教材はプリントを配布します。

参考書

・愛知大学中日大辞典編纂所編『中日大辞典』大修館書店
・三浦勝利著『漢文を読むための助字小字典』内山書店
・山腰敏寛編『中国歴史公文書読解辞典』汲古書院
・宮崎市定『雍正帝』（中公文庫）
など。その他授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

主体的な授業参加：60％（出席、予習状況、積極性などを含む）、学期
末のまとめ試験：40％

その他

出席不良者には単位を認定しません。積極的な授業参加を求めます。
漢文を読み解く面白さを共に分かち合いましょう。

1046_14F02001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米作家作品研究Ｂ 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカ文学の短編を読みます。原文・日本語訳を併用しながら進めていきます。前期は
20世紀に活躍した作家を中心に、さまざまなテーマに基づく作品を扱います。後期は特に
ニューヨークを舞台にした作品を読みます（紀行文体の作品含む）。作品を読んでひっか
かる箇所、ハッとする箇所を意識しながら、文学を読む意義・意味、さらに自分にとって
良い作品とは何か、という基準についても考えます。アメリカ文学を読んだことがない、
英語で作品を読んだことがない、という受講者も歓迎します。

授業内容

作品は一週で読み切る場合と、複数の週にわたって読む場合があります。以下のようなス
ケジュールを予定していますが、必要に応じて読み進めるペースは修正していきます。
EdithWharton, Stephen Crane, Horatio Algerに関しては原文（英語）で読みますが、こち
らで適宜説明・解説します。

�.イントロダクション
特定の場所で文学がうまれることの意義について
�.Edith Wharton
The New York Stories of Edith Whartonより
�.Edith Wharton
The New York Stories of Edith Whartonより
�.Edith Wharton
The New York Stories of Edith Whartonより
�.John Cheever
「巨大なラジオ」、「引っ越し日」、もしくは「泳ぐ人」
�.John Cheever
「巨大なラジオ」、「引っ越し日」、もしくは「泳ぐ人」
�.Horatio Alger
Selected Stories of Horatio Algerより
	.Horatio Alger
Selected Stories of Horatio Algerより

.レポートについて、批評とは何か
10.Stephen Crane
The New York City Sketchesより
11.Stephen Crane
The New York City Sketchesより
12.Washington Irving
『スケッチ・ブック』より
13.Washington Irving
『スケッチ・ブック』より
14.Washington Irving
『スケッチ・ブック』より

履修上の注意

受講者数（規模）に応じて具体的な進め方を決定する予定です。この点は初回で確認しま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に配布された資料（作品）に目を通しておいてください。

教科書

無し。必要な資料は配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢、山本洋平編、ミネルヴァ書房、2021
年）

課題に対するフィードバックの方法

受講者数（規模）に応じて異なりますが、授業で書いてもらったコメント等に関しては翌
週の冒頭で共有します。

成績評価の方法

出席30％、レポートを除く提出物30％、期末レポート40％

その他
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1047_14B11502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（アジア史） 平 野 豊

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

イスラーム史に関する平易な英語文献を講読する。授業の目的は、アルファベット
転写のアラビア語が頻出する英文に慣れること、イスラーム史を理解する上で必要
な術語や専門用語を身につけることである。各自が独力で英語文献を参照できるだ
けの要領と読解力を養い、�年次の卒業論文の作成に備えることが目標となる。

授業内容

本年度は A. Vambery (trans.), The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi
Ali Reis in India, Afghanistan, Central Asia and Persia during the years 1553-1556,
London (1899). を読む。原典 Mirat ul Memalik（『諸国の鏡』）は、オスマン帝国艦隊
の司令官セイディ・アリ・レイス（1498 -1563年）が、1558年にチャガタイ・トルコ
語でまとめたインド洋からの帰朝報告書である。インドにて著者の船が難破したた
め、往きは海路、還りは南アジアやアフガニスタン、中央アジア、イラン等を経由
した陸路の旅となった。16世紀の東方イスラーム世界ではムスリムの旅行記自体が
珍しく、特にトルコ語の旅行記としては最古の一つとされる。本書はその英訳だが、
原典の簡明直裁な文体を反映してか、極めて平易である上、全体の頁数も少ない。
一年かけての通読を目標としたい。

（�）受講者のコンフェッション：各自が興味・関心を持っているテーマについて順
番に発表。

（�）序説。インド洋方面艦隊の司令官に任じられた経緯。（pp.1-�）
（�）同上（pp.4-�）
（�）バスラでの出来事（pp.8-10）
（�）ホルムズ海峡での出来事（pp.11-13）
（�）同上（pp.14-16）
（�）インド洋で被った災難（pp.17-19）
（	）同上（pp.20-22）
（
）グジャラート州での出来事（pp.23-26）
（10）同上（pp.27-30）
（11）同上（pp.31-34）
（12）スィンド州で被った災難（pp.35-38）
（13）同上（pp.39-42）
（14）ヒンドゥスターンでの個人的経験（pp.43-46）
（15）同上（pp.47-49）

履修上の注意

特にイスラーム史に興味が無くても、卒業論文で英語文献を参照する予定の学生で
あれば歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に講読予定箇所を指定するので毎回必ず予習してくること。欠席予定者は、ク
ラスウェブに「授業予習レポート」を投稿することで出席扱いとする。

教科書

テキストはクラスウェブにPDF形式でアップロードする。

参考書

難読箇所のヒントや地図、参考画像等も、適宜クラスウェブにアップロードする。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

基本的には授業中の口頭発表の出来により評価する。もちろん事前の「授業予習レ
ポート」提出も大歓迎。総合的に評価します。（英文和訳80%＋授業貢献度20%）

その他

1048_14A11301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ａ 秋 山 義 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
アメリカン・モダニズム小説を探求する
モダニズム小説がはじまる20世紀前後にはふたつの流れがあった。ひとつは社会の構造に目をむけたリアリティを描いた小説
があった。社会構造の矛盾を告発するようなストーリーで、あたらしい社会の中でも封建的な習慣や古い道徳観が根強くの
こっているようすが展開する。アメリカ作家としてはじめてノーベル文学賞を受けたシンクレア・ルイス『本町通り』（1920）
がそれにあたる。中西部の田舎町が偏見や偽善にみちあふれる。そんな閉鎖的な社会の雰囲気が特徴的だ。自分の周囲の世界
に視線を向けている。20世紀に入って、もう一つの流れは自分の周囲から人間の内面に目を向ける傾向である。人間のこころ
や意識を描くには、従来のリアルな文章ではうまく書けなかったので、あたらしい文章表現の方法が考えられるようになった。
いかに書くのかというのがモダニズムのあたらしい試みであった。
たとえば、人間のこころの不可思議さを描くとなると作品では新たな技法を実験することも必要だった。そんな技法には当
時の精神分析のフロイトから影響をうけたりして、人間の意識のながれや独白的な台詞を書きつらねる実験もあった。人間は
とらえどころがなく、奇怪な姿もみられて人間の一貫性など関係ないのかと、疑問におもうこともある。主人公がほんとうは
なにを望んでいるのか、明確な姿がはっきりしないことも多い。こうした書くことの実験はかならずしもうまくいったわけで
はないが、モダニズムの小説家は、意欲的にあたらしい試みを行った。
どうして、あたらしい挑戦にむかったのだろうか。ひとつには人びとが共通に真実とみとめるものがなくなったからである。
モダニズムの小説家には戦争を体験した若い世代の作家もいた。若い情熱をもって、正義の理想のために戦争に参加したが、
戦争の悲惨さや無意味を思い知らされた。こういう芸術家を「失われた世代」と呼ばれているが、こういう作家たちは戦争の
深い挫折感や自分の喪失感が新たなる試みに向かわせた。かれらはカミングス、フィッツジェラルド、フォークナー、ヘミン
グウェイだった。直接的な戦争体験には関係しなかったが、トマス・ウルフも重要なモダニストである。その後、かれらは、
それぞれの方法で自己を確立させた。とくにフォークナーとヘミングウェイは長編小説を書き続け、現代人のあるべき姿を読
者にしめしている。授業では1900年前後から1940年代の作品を扱う。
到達目標
�．自分がこれまで蓄積してきた言語的な知識をつかって文学的、言語的な表象を実証的に考察して、それをかつ理論的に分
析する。原文を厳密かつ精確に読解して、できれば、先行研究を踏まえつつその内容を深く掘り下げて説明できるようにする。
�．その成果をまとめて、口頭発表によって公表できる。人文学の実証的な方法と理論的な思考力を身につけて、問題の本質
を熟慮し、その解決方法を提示して、実行する能力、そのために集団やグループワークで協同する能力を身につける。
�．世界を取り囲む文学研究の学習を通じて人文学と社会のかかわりについての問題意識を育む。問題の解決にあたり様々な
アプローチの可能性を柔軟に探る

授業内容

本授業のねらいと内容
�．Lecture: アメリカの小説、評論、社会現象を取り上げて、その物語の着眼点を紹介する。登場人物、時代背景、人間の掟
の在り方、その時代の人間関係の考え方、などを取り上げる。 その背景を整理して講義する。
�．Discussion: ひとによって異なる見方がある一方、物語の「発見力」を養成する。物語を読みながら、その空間に流れる構
造を取り出す。その構造には形がある。物語の世界を読み取る力を、「発見する力」のスキルを養成する。受講者は、解釈や感
想を論理的に文章化する。グループ・ディスカッションをおこない、自分の考えを相手に伝える。
�．Reading: 人間の生き方には合理的な面と不合理な面があることを知ること。法律や規則など理性的な側面だけでこの世界
が作られているのではなくて、言葉では説明のつかない不合理なちからが働いている。アメリカの多様な顔を彩る映像、評論、
音楽、小説などを読み解く試み。縦軸の歴史から人々の過去の営みを学び、横軸の平行線から空間に広がる人々の営みを通し
て映像、書物を集中的に読解する。
�．イントロダクション
�．ケイト・ショパン 「時間の物語」（1894）＊
�．オー・ヘンリー 「こころと手」（1902）＊
�．ウィラ・キャザー 「魔法の断崖」（1909）＊
�．アーネスト・ヘミングウェイ 「殺し屋たち」（1927）
�．シャーウッド・アンダーソン 「森の中の死」（1933）
�．ジョン・スタインベック 「プロミス」（1937）part �
	．ジョン・スタインベック 「プロミス」（1937）part �

．スコット・フィッツジェラルド 「遠すぎた出口」（1937）＊
10．W.C. ウィリアムズ 「力の利用」（1938）*
11．ウィリアム・フォークナー 「納屋を焼く」 part �(1939)
12．ウィリアム・フォークナー 「納屋を焼く」 part �(1939)
13．アメリカ音楽の歌、フォーク・ソング、カントリー、ブルーズを聞く
14．春学期のまとめ
＊の作品は、ハンドアウトを利用する。

履修上の注意

ハンドアウトとテキストを交互に利用するので、毎回の授業内容をあらかじめ予習することが大切であり、欠席が多いとクラ
ス参加が難しくなるので十分に注意してほしい。毎週、指定されたテクストを読んで、重要なパラグラフや文章を選択して、
その部分について各自が短いプレンゼンテーションを行う。このプレゼンが重要なクラス参加になるので、各自の用意が要求
されるので注意が必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にレジュメおよび配布資料を読んで、授業に臨むことが望まれる。

教科書

岩元巌・酒本雅之編『現代アメリカ短編集』（成美堂） 1300円 ISBN979-�-7919-0519-�
S Anderson : Death in the Woods / E Hemingway : The Killers /
J Steinbeck : The Promise / W Faulkner : Barn Burning

参考書

都甲 幸治 「教養としてのアメリカ短篇小説」 NHK

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出物30％ レポート50％ クラス参加とプレゼン20％ 授業への参加度（プレゼンテーションなど）については、積極的に
発言し、議論に貢献することができたかを、レポートでは論理的かつ独自の内容を含めたものを書くことができているのかを
評価する。

その他

この授業を受講完了するためには提出するものはすべて完了することが求められる。
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1049_14B11602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（アジア史） 平 野 豊

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

イスラーム史に関する平易な英語文献を講読する。授業の目的は、アルファベット
転写のアラビア語が頻出する英文に慣れること、イスラーム史を理解する上で必要
な術語や専門用語を身につけることである。各自が独力で英語文献を参照できるだ
けの要領と読解力を養い、�年次の卒業論文の作成に備えることが目標となる。

授業内容

本年度は A. Vambery (trans.), The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi
Ali Reis in India, Afghanistan, Central Asia and Persia during the years 1553-1556,
London (1899). を読む。原典 Mirat ul Memalik（『諸国の鏡』）は、オスマン帝国艦隊
の司令官セイディ・アリ・レイス（1498 -1563年）が、1558年にチャガタイ・トルコ
語でまとめたインド洋からの帰朝報告書である。インドにて著者の船が難破したた
め、往きは海路、還りは南アジアやアフガニスタン、中央アジア、イラン等を経由
した陸路の旅となった。16世紀の東方イスラーム世界ではムスリムの旅行記自体が
珍しく、特にトルコ語の旅行記としては最古の一つとされる。本書はその英訳だが、
原典の簡明直裁な文体を反映してか、極めて平易である上、全体の頁数も少ない。
一年かけての通読を目標としたい。

（�）コンフェッション
（�）バフタル・ゼミーン、すなわち、カブーリスターンでの経験（pp.63-65）
（�）バダフシャーンとハトランの様子（pp.66-68）
（�）トゥラン、すなわち、トランスオクサニアでの出来事（pp.69-71）
（�）同上（pp.72-74）
（�）同上（pp.75-78）
（�）ホラズムとキプチャク平原での経験（pp.79-82）
（	）ホラーサーンでの悲運（pp.83-86）
（
）同上（pp.87-90）
（10）イラーク・アジェムでの浮沈の経験（pp.91-94）
（11）同上（pp.95-98）
（12）同上（pp.99-102）
（13）冒険の終わり（pp.103-105）
（14）同上（pp.104-107）
（15）年間授業まとめ

履修上の注意

特にイスラーム史に興味が無くても、卒業論文で英語文献を参照する予定の学生
であれば歓迎する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に講読予定箇所を指定するので毎回必ず予習してくること。欠席予定者は、ク
ラスウェブに「授業予習レポート」を投稿することで出席扱いとする。

教科書

テキストはクラスウェブにPDF形式でアップロードする。

参考書

難読箇所のヒントや地図、参考画像等も、適宜クラスウェブにアップロードする。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

基本的には授業中の口頭発表の出来により評価する。もちろん事前の「授業予習レ
ポート」提出も大歓迎。総合的に評価します。（英文和訳80%＋授業貢献度20%）

その他

1050_14A11401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ｂ 秋 山 義 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アメリカの1960年代から2010年代の文学作品や映像、音楽作品を読みながら、
その社会の特徴や人々の考え方など考察する試みである。
1960年代の若い人々の運動や黒人運動などの「熱い」社会を見ながら、熱狂の60
年代から、冷めた70年代以降の個人的な世界を重視する社会の傾向などを中心に
議論することになるだろう。音楽の歌の中にあらわれたパーソナルな世界やアメ
リカの大自然の壮大さを語る詩人、スモールタウンに登場するベトナム戦争の後
遺症など文学作品やニューヨークの自己意識過剰な男女のロマンス劇を眺めて、
アメリカン・ロックの詩を読解する。様々な文化的な解釈や読解を通じて米国の
現代社会と文学を考察する。この時期のアメリカにはとんでもなく奇妙で不思議
な偶然にみちあふれていることが確かに感じられるであろう。

授業内容

�．授業の概要とイントロダクション
�．マルコムX「Message to the Grass Roots」
�．スティーヴン・ミルハウザー「Snowmen」
�．ゲーリー・スナイダー「荒野」
�．スチュアート・ダイベック「ペット・ミルク」
�．ジェーン・アン・フィリップス「レイミー」
�．レベッカ・ブラウン「わたしたちがやったこと」
	．レイモンド・カーバー「静けさ」

．シャーリー・ジャクソン「 The Lottery 」
10．米国ポップ・ミュージックの変遷（マイケル・ジャクソン、エアロ・スミス、
アリアナ・グランデ）

11．スチュアート・ダイベック「ファーウェル」
12．ポール・オースター「 オーギー・レンのクリスマス・ストーリー」
13．ケリー・リンク「大いなる離婚」
14．授業のまとめと発表

履修上の注意

春学期の米文学講読Aとの関連があるのでその授業内容に関連する内容が出てく
るので、秋学期だけの履修は少し注意が必要でもある。学生は重要なパラグラフ
やパッセージを抜き取りその部分のプレゼンテーションを行う。したがって授業
内容の準備が求められる。授業の後に、受講者にはレスポンスを提出するように
求められる。提出するペーパーなどもあるので、出席時には注意が必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

講師が指定した個所を注意して準備予習すること。事前にレジュメおよび配布資
料を熟読して、質問事項など用意して授業に臨むことが望まれる。授業終了後に、
レスポンスを提出するにあたり、事前の用意が求められる。

教科書

指定されたテキストテキスト新装版『柴田元幸ハイブ・リット』（アルク）とア
メリカ文学関係ハンドアウトを利用する。新装版を利用するので、ご注意くださ
い。

授業はハンドアウト中心に行う。毎週、クラスの前に事前に指定されたハンド
アウトを予習することが大切である。

参考書

都甲幸治 『教養としてのアメリカ短篇小説』NHK出版 2021年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

提出するもの 20％ レポート提出 50％ クラス参加＋プレゼンテーション
30％ 授業への参加度（プレゼンテーションなど）やレポートを総合的に評価す
る。授業への参加度については、積極的に発言し、どれだけ議論に貢献すること
ができたかを、レポートについては、論理的かつ独自の内容を含めて書くことが
できているのかを評価する。

その他
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1051_14B11504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ａ（アジア史） 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中国近現代史およびアジア史の研究に必要な初歩的な中国語の読解力を身につける。中国語
で書かれた論文（簡体字）を自分で読めるようになることを目指す。授業では、一文ずつ文
献を音読し、日本語に翻訳して意味を理解していく。また、関連する事項・歴史背景につい
て理解するとともに、それらを自分で調べるための方法なども紹介する。受講者のレベルに
合わせて内容や進度は調整する。

授業内容

�.『中国現代化史』を読むために（テキストの背景と授業の進め方）
�. 「中国現代化的啓動類型与反応性質」（�）
�. 「中国現代化的啓動類型与反応性質」（�）
�. 「中国現代化的歴史主題与運作背景」（�）
�. 「中国現代化的歴史主題与運作背景」（�）
�. 「政治変遷中権力聚散的歴史循環」（�）
�. 「政治変遷中権力聚散的歴史循環」（�）
	. 「社会経済的二元結構」（�）

. 「社会経済的二元結構」（�）
10. 「社会分層与現代化動力群体」（�）
11. 「社会分層与現代化動力群体」（�）
12. 「文化危機与思想衝突」（�）
13. 「文化危機与思想衝突」（�）
14. まとめ、確認テスト

履修上の注意

出席することは最低限の前提となるので、欠席が多い場合には単位は認定されない。中国語
初級（�〜2年生程度）のレベルを前提に授業を進める。未修者や水準が不足している者は
各自独学を進めてほしい。毎回、中国語の発音と内容理解にかかわる予習をしてくることが
必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの中国語の発音、関連事項を調べて日本語訳を作成する。各回の担当者は単語・関
連事項などの一覧、日本語への翻訳をまとめたレジュメを作成する。

教科書

許紀霖、陳達凱編『中国現代化史』第�巻、北京：生活・読書・新知三聯書店、1995年。授
業では、同書の「総論」（許紀霖、陳達凱著、�〜30頁）を講読する。テキストは初回の授
業で配布する。

参考書

・愛知大学中日大辞典編纂所編『中日大辞典』大修館書店。
・田中比呂志、飯島渉編『中国近現代史研究のスタンダード──卒業論文を書く』研文出
版、2005年。
・中村元哉、大澤肇、久保亨『現代中国の起源を探る──史料ハンドブック』東方書店、
2016年。
・光田剛編『現代中国入門』（ちくま新書）筑摩書房、2017年。
・吉澤誠一郎監修『論点・東洋史学──アジア・アフリカへの問い158』ミネルヴァ書房、
2022年。
・飯島渉、久保亨、村田雄二郎編『シリーズ20世紀中国史』（全�巻）、東京大学出版会、
2009年。
・久保亨、高田幸男、井上久士、土田哲夫『現代中国の歴史──両岸三地100年のあゆみ
（第�版）』東京大学出版会、2019年。
・中村元哉、森川裕貫、関智英、家永真幸『概説中華圏の戦後史』東京大学出版会、2022
年。
・丸川哲史『東アジア論』（ブックガイドシリーズ基本の30冊）人文書院、2010年。
・伊藤るり、坂元ひろ子、タニ・Ｅ・バーロウ編『モダンガールと植民地的近代──東アジ
アにおける帝国・資本・ジェンダー』岩波書店、2010年。
・山本信人編『アジア的空間の近代──知とパワーのグローバル・ヒストリー』慶應義塾大
学出版会、2020年。
・小野寺史郎『戦後日本の中国観──アジアと近代をめぐる葛藤』中央公論新社、2021年。
・小浜正子、落合恵美子編『東アジアは「儒教社会」か？──アジア家族の変容』京都大学
出版会、2022年。

その他、随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

主体的な授業参加 60％（予習の状況・授業内での発言）
学期末のまとめ試験 40％

その他

外国語の文献講読は、単に外国語の文章を日本語に直すことにとどまりません。それは異な
る文化との対話であり、新たな視点を見つける機会になるはずです。主体的な参加を望みま
す。

1052_14A12301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ｃ 寺 澤 由紀子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、洋書を�冊読み、その内容を理解するだけでなく分析する力を養うことを目指
す。テキストは、日系アメリカ人作家Julie OtsukaのThe Buddha in the Attic。この小説は、20世
紀初頭にアメリカで働く日本人移民男性に嫁ぐために海を渡った日本人女性たちの物語である。
夫となる男性の写真だけを頼りに未知の世界へ足を踏み入れた、「写真花嫁」と呼ばれるこの女
性たちがどのような人生を辿ったのかを、一人称複数での語りから読み解きながら、当時のア
メリカ社会の実情や、そこで暮らす日本人移民の生活といった歴史的背景も学んでいく。
＜達成目標＞
・ 文学作品において使用されている様々な英語表現について理解し、小説を精読する力を養
う
・ 英語を単語や文単位で断片的に理解するのではなく、まとまった文章全体の内容を理解す
るとともに、その大意をわかりやすくまとめる力を養う
・ 文学作品へのアプローチの仕方を身につけ、批評的に読み、考える力を養う
・ アメリカに渡った日本人移民およびその子孫が歩んできた歴史的、社会的背景を理解する

授業内容

第�回：Introduction
第�回：Japanese immigrants in the U.S. / epigraph
第�回："Come Japanese!" (�): pp. � ‒ 13 (up to l. �)
第�回："Come Japanese!" (�): pp. 13 ‒ 18 / "First Night"
第�回："Whites" (�): pp.23 ‒ 32 (up to the 6th line from the bottom)
第�回："Whites" (�): pp. 32 ‒ 42
第�回："Whites" (�): pp. 43 ‒ 54
第	回："Babies" / "The Children" (�): pp. 61 ‒ 66 (up to the 3rd line from the bottom)
第
回："The Children" (�): pp. 66 ‒ 79
第10回："Traitors" (�): pp. 80 ‒ 92 (up to the 8th line from the bottom)
第11回："Traitors" (�): pp. 92 ‒ 104
第12回："Last Day"
第13回："A Disappearance"
第14回：Review

授業では、最初に内容理解度確認のためのクイズを行い、その後は担当者によるプレゼン、そ
の発表内容についての質疑応答、提示された論点や重要箇所をもとにした議論、インストラク
ターによる補足・解説という形で進めていく予定。また、学期末にはレポート提出が必要とな
る。

履修上の注意

-課題は責任を持って行うこと。特別な理由があり課題を期限までに提出できない場合は事前連
絡をすること。無断での未提出が全課題数の�／�を超える場合、成績評価の対象とならない。
-やむを得ず欠席する場合は、責任を持ってその回の授業内容を確認し、次週までの課題もやっ
ておくこと。
-授業には辞書を必ず持参すること。
-遅刻�回で欠席�回の扱い。20分以上の遅刻は欠席とみなす。全授業数の�／�以上の出席が
成績評価の前提条件となる。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業で扱う範囲を熟読した上で授業に臨むこと。初回の授業で各回プレゼンの担当者を決
めるので、担当者は以下の点を含むレジュメを事前に用意すること。
(�) 担当範囲の要約
(�) 重要単語・固有名詞の解説
(�) 重要だと思う箇所の抜粋とその翻訳 及びその箇所についての論点の提示
(�) 担当箇所の背景についてのリサーチ内容
担当者以外も、(�)と、英語表現でわからなかった箇所があればその箇所を提示したものを事
前提出することが求められる。
授業後には、授業でのプレゼンテーションやディスカッションをふまえての自分の見解をまと
めて提出する。

教科書

Otsuka, Julie. The Buddha in the Attic. 2011. London : Penguin, 2013.

参考書

授業にて紹介する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業の取り組み・課題・クイズ：50％
発表：10％
レポート：40％

その他
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1053_14B11604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

文献講読Ｂ（アジア史） 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

中国近現代史およびアジア史の研究に必要な中国語の読解力の向上を目指す。中国語で書か
れた中華民国時期（繁体字）の文章を自分で読めるようになることを目指す。授業では、一
文ずつテキストを音読し、日本語に翻訳して意味を理解していく。また、関連する事項・歴
史背景について理解するとともに、それらを自分で調べるための方法を学ぶ。受講者のレベ
ルに合わせて内容や進度は調整する。

授業内容

�. 民国期の文章を読むために（テキストの背景と授業の進め方）
�. 『中国的一日』�:南京
�. 『中国的一日』�:上海
�. 『中国的一日』�:江蘇・浙江
�. 『中国的一日』�:江西・安徽
�. 『中国的一日』�:湖北・湖南
�. 『中国的一日』�:北平・天津
	. 『中国的一日』�:華北

. 『中国的一日』	:「失われた土地」
10. 『中国的一日』
:山東・河南
11. 『中国的一日』10:西北
12. 『中国的一日』11:華南
13. 『中国的一日』12:西南
14. まとめ、確認テスト

履修上の注意

出席することは最低限の前提となるので、欠席が多い場合には単位は認定されない。中国語
初級（�〜2年生程度）のレベルを前提に授業を進める。未修者や水準が不足している者は
各自独学を進めてほしい。毎回、中国語の発音と内容理解にかかわる予習をしてくることが
必要である。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの中国語の発音、関連事項を調べて日本語訳を作成する。各回の担当者は単語・関
連事項などの一覧、日本語への翻訳をまとめたレジュメを作成する。

教科書

茅盾編『中国的一日』生活書店、1936 年（民国叢書編輯委員会編『民国叢書』第 � 編第 92
巻、上海書店、1991 年に影印版を収録）。
同書は、1936 年の同じ一日に中国各地で起きた出来事の投稿を集成したもの。授業では、地
域ごとの記事を取り上げて読んでいく。なお、参考書に記す日本語の訳書は原書のごく一部
だけを収録したものであり、授業では同訳書未収録の記事から選んで読むことにする。対象
のテキストは初回に配布する。

参考書

・愛知大学中日大辞典編纂所編『中日大辞典』大修館書店。
・茅盾編（中島長文編訳）『中国の一日──1936 年 � 月 21 日』平凡社、1984 年。
・田中比呂志、飯島渉編『中国近現代史研究のスタンダード──卒業論文を書く』研文出
版、2005年。
・中村元哉、大澤肇、久保亨『現代中国の起源を探る──史料ハンドブック』東方書店、
2016年。
・光田剛編『現代中国入門』（ちくま新書）筑摩書房、2017年。
・吉澤誠一郎監修『論点・東洋史学──アジア・アフリカへの問い158』ミネルヴァ書房、
2022年。
・飯島渉、久保亨、村田雄二郎編『シリーズ20世紀中国史』（全�巻）、東京大学出版会、
2009年。
・久保亨、高田幸男、井上久士、土田哲夫『現代中国の歴史──両岸三地100年のあゆみ
（第�版）』東京大学出版会、2019年。
・中村元哉、森川裕貫、関智英、家永真幸『概説中華圏の戦後史』東京大学出版会、2022
年。
・丸川哲史『東アジア論』（ブックガイドシリーズ基本の30冊）人文書院、2010年。
・伊藤るり、坂元ひろ子、タニ・Ｅ・バーロウ編『モダンガールと植民地的近代──東アジ
アにおける帝国・資本・ジェンダー』岩波書店、2010年。
・山本信人編『アジア的空間の近代──知とパワーのグローバル・ヒストリー』慶應義塾大
学出版会、2020年。
・小野寺史郎『戦後日本の中国観──アジアと近代をめぐる葛藤』中央公論新社、2021年。
・小浜正子、落合恵美子編『東アジアは「儒教社会」か？──アジア家族の変容』京都大学
出版会、2022年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

主体的な授業参加 60%（予習/授業内での発言）
学期末のまとめ試験 40%

その他

外国語の文献講読は、単に外国語の文章を日本語に直すことにとどまりません。それは異な
る文化との対話であり、新たな視点を見つける機会になるはずです。主体的な参加を望みま
す。

1054_14A12302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ｃ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカのフェミニズム文学の先駆的名作と称される、Kate Chopin(1851-1904)
のThe Awakening (『目覚め』1899年)を読みましょう。ショパン(Chopin)は、アメ
リカ南部ルイジアナ州を舞台とした地方色を描く短編小説家として、好評を博し
ていましたが、『目覚め』を出版したことで、文壇から追放同然の目にあい、失意
のまま亡くなります。当時「セックス・フィクション」「汚い小説」という非難を
浴びた『目覚め』は、1960年代のフェミニズム運動の興隆とともに再評価される
のですが、はたして、『目覚め』の女主人公エドナの「目覚め」はどのようなもの
だったのか、一緒に考えてみましょう。20世紀後半に通じるフェミニズムの主題
を確認するだけでなく、テクストの細部に書き込まれた様々な主題を探っていき
ましょう。また、短編�˜�編も精読し、文章の内容・文体の両面に表れる作家の
特色を鑑賞する力を身に付けることを目指します。

授業内容

�．イントロダクション
�．短編 “Désiréeʼs Baby”
�．The Awakening , Chs.1〜�
�．Chs.5〜�
�．Chs.8〜10
�．Chs.11〜14
�．Chs.15〜17
	．Chs.18〜21

．Chs.22〜25
10．Chs.26〜30
11．Chs.31〜35
12．Chs.36〜39
13．短編 “The Storm”
14．a. 全体の議論
b. 試験

*履修者の習熟度や関心に合わせて、予定には多少の変更があります。

履修上の注意

翻訳は参考にして構いませんが、作品を深く鑑賞するために、原文を精読する地
道な努力が必要です。発表担当者(例：物語の要約、興味深い箇所を�−�点選び
日本語訳と短い自分の解釈)だけでなく、担当者以外も毎回予習をして授業に臨ん
で下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意 を参照。

教科書

Kate Chopin, The Awakening, A Norton Critical Edition, 3rd. ed. (New York : Norton,
2018).

またThe Awakening, A Norton Critical Edition, 2nd. ed. (New York : Norton, 1994)で
もよい。.

短編はコピー教材を配布します。

参考書

とくに定めませんが、授業中に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表担当・出席/コメント 50%、期末試験50％。原則として、全授業数の�分の�
以上の出席を成績評価の前提条件とします。

その他
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1055_14A12401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ｄ 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカのゴシック短編小説、中編小説を幅広く読みます。18世紀後半にイギリス
で流行した中世風の怪奇恐怖小説の一群が「ゴシック小説」の始まりですが、ヨー
ロッパ的な「幽霊譚」をアメリカの作家が取り入れて創作したときに、どのような
特色が表れたでしょうか。例えば、授業予定の後半で、近代リアリズム小説を確立
したと言われるHenry James(1843-1916)の中編小説『ねじの回転』(The Turn of the
Screw)（1898年）を読みますが、ジェイムズは流行の幽霊譚を土台にしながら、「視
点」の手法によって、何が真実なのか？の答えが出ない世界観を提示しました。『ね
じの回転』は、女家庭教師(ガヴァネス)の視点から幽霊譚が語られるため、本当に
幽霊はいたのか？それとも女家庭教師の幻想なのか？という問いを読者に投げかけ
ています。20世紀半ばのTruman Capoteの「ミリアム」("Miriam")(1945年)では、幽
霊とは、実在する超自然的な存在ではなく、自己の内面の投影なのではないか、と
いう現代的な心理描写の特色がさらに顕著になります。このような面白い謎につい
て、一緒に考えていきましょう。そして、文章の内容・文体の両面に表れる作家の
特色を鑑賞する力を身に付けることを目指します。

授業内容

�．イントロダクション
�．Edgar Allan Poe, "The Fall of the House of Usher"
�．Truman Capote, "Miriam"
�．Henry James, The Turn of the Screw,①
�．Henry James, The Turn of the Screw,②
�．Henry James, The Turn of the Screw,③
�．Henry James, The Turn of the Screw,④
	．Henry James, The Turn of the Screw,⑤

．Henry James, The Turn of the Screw,⑥
10．(Nathaniel Hawthorne, "Rappaccini's Daughter")
11．William Faulkner, "A Rose for Emily"
12．映画『回転』(The Turn of the Screw)
13．エッセイ発表
14．a. 全体の議論
b. 試験

*履修者の習熟度や関心に合わせて、予定には多少の変更があります。

履修上の注意

翻訳は参考にして構いませんが、作品を深く鑑賞するために、原文を精読する地道
な努力が必要です。発表担当者(主に、物語の要約、重要な箇所の日本語訳と語彙の
解説、短い自分の解釈)だけでなく、担当者以外も毎回予習をして授業に臨んで下さ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修上の注意 を参照。

教科書

①Henry James, The Turn of the Screw, Case Studies in Contemporary Criticism, 3rd.
ed. (Boston : Bedford/St. Martinʼs, 2010).
②ポー、カポーティ、フォークナー、（ホーソーン）の短編小説はOh-o！Meijiに
PDFで配布します。

参考書

とくに定めませんが、授業中に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表担当・出席/コメント 50%、期末試験50％。原則として、全授業数の�分の�以
上の出席を成績評価の前提条件とします。

その他

1056_14A12303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ｃ 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

第一次世界大戦後に活躍したアメリカの若い作家たち、たとえば、アーネスト・ヘミン
グウェイやスコット・フィッツジェラルドらは、世界へのゆるぎない信頼を失い、深い幻
滅を味わいながら、一条の光をもとめて大地を彷徨した「失われた世代」に属します。こ
の「ロストの感覚」とはいかなるものであったのか、実際に彼らが書いたテクストを精読
しながら、考えていきます。彼らが失ったものには、故郷の価値観もあれば、自我の根源
にある友愛の対象、人生の道程における愛の対象なども含まれますが、喪失をめぐる力学
はどのように彼らを小説執筆へと導き、彼らはどのように自己の体験を言葉に刻印して
いったのか、精緻なテクスト分析とともに考証していきます。愛といっても、家族愛、異
性愛、同性愛、同郷愛など多様ですし、ジェンダーや社会変容と深く関わり、友情も含ま
れてくるのかもしれません。愛の喪失と獲得という視点からさまざまな人間模様を思考し
ていきたいと考えています。「失われた世代」の作家や作品を視覚化した映画（たとえば、
『グレート・ギャツビー』や『武器よさらば』、『ミッドナイト・イン・パリ』）もとりあげ
て、映像から浮かび上がる文学の特性にも光を投じていきます。適宜、歴史的文化的資料
にあたり、時代の精神性を学びつつ、小説（映画）に描かれた人物の心情とふる舞いの意
味をつぶさに観察し分析することに力点をおきます。
授業目標は、小説の英語を熟読しながら、語彙・熟語のストックをため、構文把握力を

向上させること、同時に、人間とは何か、アメリカの文化・歴史と人間の営みの関係性に
ついて考察を深めることです。

授業内容

「失われた世代」の特色をつかむために、ヘミングウェイとフィッツジェラルドの短篇
小説を読む予定です。『グレート・ギャツビー』などの有名な作品も扱うかもしれません。
受講生は、事前に範囲の英文を読み、授業では、担当者の発表（要約・語注・考察）を踏
まえて、英文解釈と作品世界の考察を行います。
�. イントロダクション（「失われた世代」について）
�. Hemingway短篇精読�
�. Hemingway短篇精読�
�. Hemingway短篇精読�
�. Hemingway短篇精読�
�. Hemingway映画作品
�. 映画『ミッドナイト・イン・パリ』分析
	. Fitzgerald短篇精読�

. Fitzgerald短篇精読�
10. Fitzgerald短篇精読�
11. Fitzgerald短篇精読�
12. Fitzgerald短篇精読�
13. Fitzgerald映画作品
14. 映画『ミッドナイト・イン・パリ』分析

履修上の注意

授業前に予習をし、授業では解釈や考察を述べる機会もあるので、主体的かつ積極的な授
業参加が必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べておきましょう。授業後は、
範囲を再読し考察を深めてください。

教科書

プリントを配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢、山本洋平編 ミネルヴァ書房）
『ロスト・ジェネレーション─異郷からの帰還』マルカム・カウリー著、みすず書房、
2008年。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度・出席（30％）、発表・提出物（20％）、レポート（50％）。

その他
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1057_14A12402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学講読Ｄ 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

アメリカ南部作家の短篇小説を精読します。扱う作家は、20世紀アメリカ文学
を代表する作家ウィリアム・フォークナー、村上春樹訳でふたたび脚光をあびて
いるトルーマン・カポーティ、カーソン・マッカラーズを予定しています。英文
を精読し読解力を高めながら、人種的な覚醒にひそむ不安と悲哀、人間の孤独と
不安の綾なす幻想的な世界、移動する人間の追憶と過去、愛をめぐる女性の生き
方と悲しみなどを考察していきます。南部文学を視覚化した映画（たとえば、『欲
望という名の電車』や『ヘルプ』）もとりあげて、映像から浮かび上がる文学の特
性にも光を投じていきます。
作品の精読を通して英文解釈力を向上させつつ、アメリカ南部の歴史と文化お

よび人間の心理や行動への理解を深めることを目標とします。

授業内容

アメリカ南部文学の特徴的なテーマ─人種・記憶・過去・愛など─をおさえつ
つ、フォークナー、カポーティ、マッカラーズの短篇を精読する予定です。『ティ
ファニーで朝食を』や『欲望という名の電車』などの有名な作品の一場面も扱う
可能性があります。受講生は、事前に範囲の英文を読み、授業では、担当者の発
表（要約・語注・考察）を踏まえて、英文解釈と作品世界の考察を行います。学
期末に試験を実施します。
�. イントロダクション（「サザン・ルネサンス」について）
�. Faulkner短篇精読�
�. Faulkner短篇精読�
�. Faulkner短篇精読�
�. 南部文学映画作品
�. Capote短篇精読�
�. Capote短篇精読�
	. Capote短篇精読�

. 南部文学映画作品
10. McCullers短篇精読�
11. McCullers短篇精読�
12. McCullers短篇精読�
13. McCullers短篇精読�
14. 南部文学映画作品

履修上の注意

授業では解釈や考察を述べる機会もあるので、主体的かつ積極的な授業参加が必
要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として受講者全員、課題範囲を読み、単語・熟語を調べておきましょう。授
業後は、範囲を再読し考察を深めてください。

教科書

プリントを配布します。

参考書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢、山本洋平編 ミネルヴァ書房
出版）
『講義 アメリカ文学史[全三巻]』（渡辺利雄著 研究社出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度・出席（30％）、発表・提出物（20％）、レポート（50％）。

その他
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1058_14A10201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学史Ａ 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アメリカという矛盾と葛藤に満ちた土壌に、なぜ文学は生まれ紡がれ
てきたのか。アメリカ文学の全体的な流れ─春学期は「ピューリタン
文学」「アメリカン・ルネサンス」「リアリズム」「モダニズム前夜」
まで─を確認しつつ、時代背景、社会状況、文学者の伝記的背景の紹
介とともに、各々の作品（原文テクスト）を読み解釈し、アメリカ文
学のエッセンスを把握することを目標とする。

授業内容

アメリカ文学の本質的特徴を把握できるよう、文学思潮、文学概念、
作品の提示する人間と文化の問題、文学者の個性と魅力を概説してい
く。適宜、視覚資料なども活用する。

第�回：はじめに、アメリカ文学の源流
第�回：ピューリタン文学・啓蒙主義
第�回：ロマン主義
第�回：超越主義（�）
第�回：超越主義（�）
第�回：アメリカン・ルネサンス（�）
第�回：アメリカン・ルネサンス（�）
第	回：アメリカン・ルネサンス（�）
第
回：アメリカン・ルネサンス（�）
第10回：地方色文学（�）
第11回：地方色文学（�）
第12回：リアリズム
第13回：自然主義
第14回：モダニズム前夜

履修上の注意

現代日本でアメリカという存在を抜きにして生活することは困難な状
況にあります。アメリカの特質を照らす文学を読み、歴史と文化のた
だなかを生きる人間とは何か、考えてほしいと思います。他者理解は
自己の探求です。

準備学習（予習・復習等）の内容

各項目の説明文と原文（英文）を読んで授業に臨みましょう。授業後
は、再度、原文を読みながら作品と作者の特徴を確認してください。

教科書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢・山本洋平共編著
ミネルヴァ書房出版）

参考書

『講義 アメリカ文学史 入門』『講義 アメリカ文学史[全三巻]』『講義
アメリカ文学史 補遺版』（渡辺利雄著 研究社出版）
『アメリカ文学史』（平石貴樹著 松柏社出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席・授業への参加度30% 定期試験70%

その他

1059_14A10501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

米文学史Ｂ 竹 内 理 矢

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

アメリカという矛盾と葛藤に満ちた土壌に、なぜ文学は生まれ紡がれ
てきたのか。アメリカ文学の全体的な流れ─秋学期は「モダニズム」
「失われた世代」「サザン・ルネサンス」「黒人/ユダヤ系文学」「ポスト
モダニズム」まで─を確認しつつ、時代背景、社会状況、文学者の伝
記的背景の紹介とともに、各々の作品（原文テクスト）を読み解釈し、
アメリカ文学のエッセンスを把握することを目標とする。

授業内容

アメリカ文学の本質的特徴を把握できるよう、文学思潮、文学概念、
作品の提示する人間と文化の問題、文学者の個性と魅力を概説してい
く。作品それ自体に文学（人間）の本質が示されている以上、英文テ
クストを精読する時間を多く設ける。適宜、視覚資料も用いる。

第�回：イントロダクション、秋学期の展望
第�回：モダニズム（�）
第�回：モダニズム（�）
第�回：失われた世代（�）
第�回：失われた世代（�）
第�回：サザン・ルネサンス（�）
第�回：サザン・ルネサンス（�）
第	回：サザン・ルネサンス（�）
第
回：1930年代社会派小説
第10回：黒人文学
第11回：黒人女性文学
第12回：ユダヤ系文学
第13回：ポストモダニズム
第14回：現代文学

履修上の注意

現代日本でアメリカという存在を抜きにして生活することは困難な状
況にあります。アメリカの特質を照らす文学を読み、歴史と文化のた
だなかを生きる人間とは何か、考えてほしいと思います。他者理解は
自己の探求です。

準備学習（予習・復習等）の内容

各項目の説明文と原文（英文）を読んで授業に臨みましょう。授業後
は、再度、原文を読みながら作品と作者の特徴を確認してください。

教科書

『深まりゆくアメリカ文学─源流と展開』（竹内理矢・山本洋平共編著
ミネルヴァ書房出版）

参考書

『講義 アメリカ文学史 入門』『講義 アメリカ文学史[全三巻]』『講義 ア
メリカ文学史 補遺版』（渡辺利雄著 研究社出版）
『アメリカ文学史』（平石貴樹著 松柏社出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席・授業への参加度30% 定期試験70%

その他
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1060_14F12601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

編集・企画 相 良 剛

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

書籍・雑誌の編集・企画とはどういうことをするのか学びます。

授業内容

出版といういとなみの中で，編集と企画とは何を目指し，どういうこ
とをするのか，小課題とレポートで具体的な作業も交えながら，授業
を進めます。

第�回：編集・企画という言葉について
第�回：出版の中での編集と企画とは
第�回：編集の概観
第�回：原稿チェック�

第�回：原稿チェック�

第�回：企画その�─企画とは
第�回：企画その�─実際の企画をみる�

第	回：企画その�─実際の企画をみる�

第
回：企画その�─実際の企画をみる�

第10回：編集者の仕事�─女性誌
第11回：編集者の仕事�─児童書
第12回：編集者の仕事�─文芸
第13回：編集者の仕事�─コミック
第14回：まとめ

履修上の注意

編集や企画は抽象的なものではありません。具体的な作業をともなう
「小課題」（�回程度）と「レポート」（�回）を課します。積極的な
取り組みを求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

配布資料に授業前・授業後に目をとおし，じゅうぶんに理解するこ
と。

教科書

とくに指定しません。授業中にプリントを配布します。

参考書

授業のなかで適宜，提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度…40%，「小課題」と「レポート」…60%

その他

より総合的に書籍と雑誌について学びたい諸君は，「DTP」(担当者不
問）ならびに春学期開講の「出版印刷研究」もあわせて受講すること
を勧めます。

1061_14F13301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

放送論 米 倉 律

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

映像・音声メディアである放送は、数百〜数千万の人々に同時に視聴さ
れるマス・メディアとして巨大産業へと発展し、日本の政治・社会・文化
に大きな影響を与えてきた。その一方で放送は今、デジタル化や「放送・
通信の融合」、インターネット、ソーシャル・メディア、携帯情報端末の
普及といったメディア環境の急激な変化の中で、大きな転換期を迎えても
いる。
本授業では、メディアとは何か・放送とは何かという基礎論から出発し
つつ、「送り手＝（放送局、制作者）」、「受け手＝（視聴者）」、「コンテン
ツ（＝番組）」のそれぞれの観点から放送のあり方について多角的に検討
し、放送のあるべき姿や将来像、課題等を探る。
放送をとりまく現代的状況、メディア環境の変化が放送にもたらしてい
る影響などについて理論的、および実践的に理解・習得することを到達目
標とする。

授業内容

第�回：aのみ：イントロダクション
第�回：制度・装置産業としての放送
第�回：放送産業の構造と実相①：公共放送の組織と事業運営
第�回：放送産業の構造と実相②：公共放送の放送事業の特徴と課題
第�回：放送産業の構造と実相③：民放のネットワークとビジネスモデル
第�回：放送産業の構造と実相④：民放の番組制作の特徴と課題
第�回：ドキュメンタリー研究①：ドキュメンタリーの誕生と発展
第	回：ドキュメンタリー研究②：ドキュメンタリーの変容
第
回：ドラマ研究①：テレビドラマの誕生と発展
第10回：ドラマ研究②：ホームドラマの系譜学
第11回：放送と集合的記憶①：戦争記憶と	月ジャーナリズム
第12回：放送と集合的記憶②：日本の戦争加害をめぐる表象
第13回：放送と集合的記憶③：加害の後景化と「継承」
第14回：a.総括 b.授業内試験（レポート）

履修上の注意

授業内容の理解を深めるためにも、普段からテレビを批判的・分析的に視
聴する習慣を身に付けておくことが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、教科書、参考書、関連文献などについて目を通しておくこと。ま
た、復習として、授業での配布資料、ノートなどを読み返すこと。
予習には60〜100分、復習には80分要する。

教科書

『新 放送論』島崎哲彦・米倉律編（学文社）2018年

参考書

『図説 日本のメディア』藤竹暁・竹下俊郎（NHK出版）2018年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度（30％）、授業内レポート（70％）

その他
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1062_14F12002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

翻訳研究 引 田 直 巳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

翻訳原論を講じるよりむしろ実践としての翻訳教室を目指す。

授業内容

マスコミ業界に関心のある学生、翻訳家志望、作家志望、ライター志望
の生徒向け。
さまざまな英文テキストを実際に訳出してもらい、日本語の文章力を磨
く。
したがって、ある程度の英文解釈能力は必携。それ以上に、日本語とし
て読ませる能力が必要とされる。
前半は基本的な文法における翻訳テクニックのノウハウを講じる。後半
は、コミックス、ポップミュージックの歌詞、絵本、映画字幕、短編な
どさまざまなテキストを学生の訳文を授業内で添削しながら講じる。
また、出版界、ことに翻訳業界の仕組み(裏話)も折に触れて語る予定。

第一回 イントロダクション 翻訳出版事情
第二回 翻訳文法� 名詞
第三回 翻訳文法� 所有格
第四回 翻訳文法� 主語
第五回 翻訳文法� 人称代名詞
第六回 翻訳文法� 関係代名詞
第七回 翻訳文法� 前置詞＋関係代名詞
第八回 翻訳文法� 形容詞・副詞
第九回 翻訳文法	 比較形
第十回 翻訳文法
 受動態
第十一回 翻訳文法10 仮定法
第十二回 翻訳文法11 話法
第十三回 翻訳文法12 省略法
第十四回 翻訳文法13 接続詞

履修上の注意

英文読解力がない学生には辛い授業となる。同時に受験英語、直訳、単
なる英文和訳も、この授業では低い評価しか得られない。日本語の文章
能力70に対する英語の文法理解力30といった割合で評価する。

準備学習（予習・復習等）の内容

とにかく本を読むこと。名文の日本語はもちろんのこと、翻訳書にも数
多くふれておくこと。

教科書

毎回テキスト・コピーを配布する。

参考書

授業内で随時推薦する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への貢献度 30％ 課題・宿題 30％ レポート(翻訳)40％

その他

英和辞典は必携。学生には授業内で出題する英文を訳して答えてもら
う。
ただし、そんなにむずかしい英文ではない。
日本語の作文能力を問うための、やさしい英文である。
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1063_14G04001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

マイノリティ論 昔 農 英 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

現代社会におけるマジョリティとマイノリティとの関係性は、近代社
会の成立とともに構築されてきた。本授業では、こうしたマジョリ
ティ／マイノリティ関係の構築過程をもとにして、主として少数民族、
移民問題の理解を深める。まずはエスニシティや民族概念を、それと
関連する概念である人種概念と比較検討しながら説明する。また国際
人口移動がどのように生じるのか、その歴史的・構造的側面の理解を
深める。さらに、日本社会における移民マイノリティ集団に注目する
とともに、さまざまな属性を有するマイノリティ集団への差別・抑圧
問題がどのように生じているのかを概括的に明らかにする。

授業内容

第�回 授業の概要と計画
第�回 近代社会とナショナリズム
第�回 エスニシティ・人種・民族①
第�回 エスニシティ・人種・民族②
第�回 エスニシティ・人種・民族③
第�回 国際人口移動の動態
第�回 アジールの問題
第	回 地中海における移民問題①
第
回 地中海における移民問題②
第10回 多文化社会日本における移民問題①：外国人労働者
第11回 多文化社会日本における移民問題②：定住支援
第12回 多文化社会日本における移民問題③：国際結婚
第13回 多文化社会日本における移民問題④：ハーフ
第14回 全体のまとめ

履修上の注意

履修にあたって、前提となる知識の有無は問わないが、民族問題や移
民・難民問題、排外主義問題などの国際社会学的テーマに関心を持っ
ている人の受講が望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で提示した資料をよく理解することはもちろんのこと、授業中に
取り上げた基本文献を熟読し、予習・復習を怠らないようにしてほし
い。

教科書

特定の教科書は定めない。授業用の資料をオーメイジを通じて配布す
る予定である。

参考書

下記以外の参考文献は、授業中に適宜紹介する。
宮島喬・佐藤成基編、2014年『国際社会学』有斐閣。関根政美、1994
年『エスニシティの政治社会学』名古屋大学出版会。昔農英明、2014
年『「移民国家ドイツ」の難民庇護政策』慶應義塾大学出版会。S・
カースルズ・M・J・ミラー、2011年『国際移民の時代 第�版』名古
屋大学出版会。

課題に対するフィードバックの方法

課題を設定した次回の授業内でコメントを行う。

成績評価の方法

授業内に行う、レポートの提出（計�回）にて評価を行う予定である。
詳しくは授業内で説明する。

その他
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1064_14F51501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

民俗学Ａ 小 池 淳 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

テーマ；歴史研究の方法としての民俗学
日本の民俗学は人類学的な広がりを持ちながら、広義の歴史研究として展
開してきた。従って、かつての社会史や近現代生活史、風俗史と類似し、ま
た関係が深い。この授業ではそうした蓄積をもとに、民俗を歴史のなかに位
置づけるための基礎的な検討を進めていく。特に年中行事や信仰といった領
域の調査研究成果を確認しながら、それらの歴史世界との関連や適用を模索
する。
到達目標としては日本民俗学の基礎的概念を理解した上で歴史研究に参画す
る姿勢を身につけることとする。

授業内容

�）受講のルール、「民俗」とは何か
�）「日本」とは
�）民俗学のなりたち（地誌・国学・郷土史と郷土研究、柳田國男・折口信
夫）

�）山の神とは何か
�）田の神とは何か
�）海の神とは何か（エビス・龍神・船霊）
�）家の神とは何か（その� 火の神）
	）家の神とは何か（その� 厠神ほか）

）家の神とは何か（その� 神棚と仏壇ほか）
10）来訪神と常在神（その�）
11）来訪神と常在神（その�）
12）流行神と御霊
13）民俗信仰のかたちと記録
14）まとめ〜民俗と宗教史

履修上の注意

基礎的な概念や術語については丁寧に解説する。また授業中に教科書を参照
したり、該当ページの指示で具体的な説明に代える場合があるので、必ず、
購入し、持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習として、教科書『季節のなかの神々』を通読しておくことが望ま
しい。また参考書も入手するか、環境を整えて、参照できるようにしておく
こと。復習としては授業で取り上げた事例について、教科書を再読するとと
もに、参考書や授業中に提示する参考文献を閲読し、自分の言葉で説明でき
るか、確認をすること。予復習にそれぞれ100分程度を予定されたい。

教科書

小池淳一著『季節のなかの神々─歳時民俗考─』（春秋社、2015年）

参考書

柳田國男『年中行事覚書』（講談社学術文庫、1977年）、小池淳一著『伝承歳
時記』（飯塚書店、2006年）など。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に解説を加える場合がある。

成績評価の方法

期末の適切な時期に授業時間内にレポートを作成してもらい、その内容で評
価する。その際は、ノート・教科書等の参照は可とするが、インターネット
等の参照は認めない。

その他

授業に出席するだけでは単位取得は難しい。生活世界のなかの伝承的な要素
から歴史をどのように認識し、理解するか、という問題意識を常に持ちなが
ら受講し、史資料を読解する姿勢が必要である。講義中は私語厳禁。他の受
講生の学習環境維持のために退室を求める場合があることをあらかじめ、承
知されたい。
なお、対面形式での授業実施が困難となった場合には提示する資料に大幅な
変更を加える予定。

1065_14F51601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

民俗学Ｂ 小 池 淳 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

テーマ；歴史研究の方法としての民俗学Ⅱ
日本の民俗学は人類学的な広がりを持ちながら、広義の歴史研究とし
て展開してきた。従って、かつての社会史や近現代生活史、風俗史と類
似し、また関係が深い。この授業ではそうした蓄積をもとに、民俗を歴
史のなかに位置づけるための基礎的な検討を進めていく。民俗学Ｂで
は、特に口承文芸、説話とその伝承や記録に関する調査研究成果を確認
しながら、それらの歴史世界との関連や位置づけを模索する。
到達目標としては日本民俗学の基礎的概念を理解した上で歴史研究に
参画する姿勢を身につけることとする。

授業内容

�）「口承文芸」とは何か─その視点と射程─
�）伝説の意味（その� 弘法大師）
�）伝説の意味（その� 源義経）
�）伝説の意味（その� 歴史認識）
�）昔話の機能（その� 固有信仰と話型）
�）昔話の機能（その� 語りの組み立て）
�）昔話の機能（その� 語りの文化史）
	）世間話と都市伝説（その� 経験とことば）

）世間話と都市伝説（その� 「くだん」と「こんな晩））
10）〜11）説話の位相と文字文化
12）〜13）説話の機能と宗教
14）まとめ〜伝承と説話史

履修上の注意

基礎的な概念や術語については丁寧に解説する。授業では受講者に個別
具体的な史資料をプリントで配布する。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習として、教科書『季節のなかの神々』を通読しておくことが
望ましい。また参考書も入手するか、環境を整えて、参照できるように
しておくこと。復習としては授業で取り上げた事例について、授業中に
配布するプリントを再読するとともに、参考書や授業中に提示する参考
文献を閲読し、自分の言葉で説明できるか、確認をすること。予復習に
それぞれ100分程度を予定されたい。

教科書

小池淳一著『季節のなかの神々─歳時民俗考─』（春秋社、2015年）

参考書

柳田國男『口承文芸史考』（講談社学術文庫、1976年）、小池淳一著『伝
承歳時記』（飯塚書店、2006年）など。

課題に対するフィードバックの方法

授業内で解説する場合がある。

成績評価の方法

授業中、不定期にミニレポートを複数回実施する。その記述内容で評価
する。民俗学Aとは評価方法が異なるので注意されたい。

その他

授業に出席するだけでは単位取得は難しい。生活世界のなかの伝承的な
要素から歴史をどのように認識し、理解するか、という問題意識を常に
持ちながら受講し、史資料を読解する姿勢が必要である。講義中は私語
厳禁。他の受講生の学習環境維持のために退室を求める場合があること
をあらかじめ、承知されたい。
なお、対面形式での授業実施が困難となった場合には提示する資料に大
幅な変更を加える予定。
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1066_14F12301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

メディア研究 辻 泉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

今日、インターネットやスマートフォンなどに代表される新たなメディアの普及が進み、メ
ディアに対する社会的関心は、ますます高まっている。この講義では、これらの新しいメディ
アから、これまでの古いメディアにいたるまで、メディアに関するさまざまな現象を社会学的
に考えていくことを目的としている。
我々が日々接するメディアに関心を向けることからスタートして（"現在"）、そうしたメディ
アやそれにまつわる主な研究の歴史を振り返りつつ（"過去"）、これからのメディアについても
考えていきたい（"未来"）。
特に、メディアを「なんとなく使う」、あるいはメディアに「使われてしまう」のではなく、
各自が主体的にメディアを「使いこなせるようになること」を最終目標としたい。
そのためには、①どんなメディアにも「功罪」があることに気づくこと、②そしてそれがこ
れまでの社会にどのように影響してきたのかを知ること、が重要である。そしてその上で、③
これからどうすればよいのか、という点について、自分自身の考え方を展開できるようになっ
てほしい。

※なお2023年度は、対面授業を基本として行うが、一部で、数回ほどメディア授業（オンデマ
ンド配信）となる予定である。当該の回の授業について、配布資料や動画をOh-o! Meijiにて配
信するので、忘れずに確認し、指示がある場合はそれに従うこと。

授業内容

第�回 初回アンケート
第�回 詳細なイントロダクション
第�回 現在編（�）：メディアの功罪を考える（※メディア授業＝オンデマンド配信の予定）
第�回 現在編（�）：メディアをめぐる管理と自由と「社会的ジレンマ」
第�回 現在編（�）：スマホ・ケータイの現在
第�回 現在編（�）：インターネットの現在
第�回 過去編（�）：ソシオ・メディア論の射程
第	回 過去編（�）：スマホ・ケータイの誕生（※メディア授業＝オンデマンド配信の予定）
第
回 過去編（�）：インターネットの誕生
第10回 過去編（�）：ラジオの誕生
第11回 未来編（�）：未来像を複眼視する
第12回 未来編（�）：メディア・コミュニケーションの未来
第13回 未来編（�）：デジタル文化の未来（※メディア授業＝オンデマンド配信の予定）
第14回 まとめ・試験

※ただし受講生数やその他の状況を加味して、若干の変更を加えることがありうる。
※メディア授業＝オンデマンド配信についても、実施される回が変更になることもあるので、
各種の連絡に注意すること。

履修上の注意

講義中の私語やスマホ・携帯電話の使用などは、他の学生の迷惑になるので厳禁。また講義で
は資料の提示や板書などを多用するが、スマホなどを用いてのその撮影も厳禁。

※上記の注意は、教室での対面授業の場合のものであり、メディア授業の注意点は、別途伝達
する予定。

準備学習（予習・復習等）の内容

日ごろから、各種のメディアコンテンツ（テレビ番組や映画、雑誌、ラジオ、あるいは各種
のインターネットサイトなど）を視聴・利用し、大いに「遊んで」おくことが望ましい。それ
以外の、多岐にわたるメディアやポピュラー文化の世界に精通しておくことも大いに結構であ
る。堅苦しい学習だけが学問ではない。徹底的に「遊んで」おいたうえで、それを客観視する
のもまた学問である。
なお講義後には、当該の回のノートを見返したり、テキストその他の書籍などで関連する内

容をチェックしておくと、より理解が深まるだろう。

教科書

『メディア社会論』辻 泉・南田勝也・土橋臣吾編（有斐閣）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業後にコメント・質問を受け付け、次回授業時の冒頭で適宜紹介する（Oh-o! Meijiを
利用予定）

成績評価の方法

中間レポート（45％）および期末試験（55％）の結果で評価する。

ただし、毎回の講義では、Oh-o! Meijiを用いてコメント・質問を提出してもらい理解度を確認
するが、特に優れたものについては、講義内で紹介し、適宜加点する予定である。

その他

毎回の講義でコメント・質問を受け受けて、次回の授業時に適宜紹介し、優れたものについて
加点することについては好評であるため継続して行う。積極的な記入・提出を歓迎する。

1067_14F12201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

メディア史 阪 本 博 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

この講義では、近現代日本のメディア史を解説する。
具体的には、活字メディア（とくに雑誌）を軸に、ラジオ・映画・テレビといった他の

マスメディアとの相関関係から、近現代メディアの歴史をたどるとともに、その社会的な
背景の歴史的変遷を把握する。この過程では、菊池寛原作『東京行進曲』（日活、1929年）
をはじめとする映画等の複数の映像資料を視聴しながら、わかりやすく解説をしていく。
このようにして、「人間とは何か」という問題に多角的にとりくむという明治大学文学部
の教育理念にのっとり、近現代日本社会の変動とともにメディアそしてその受け手であっ
た大衆のすがたをとらえていきたい。
近現代日本におけるマスメディアの歴史とその背景にあるマクロな社会変動を把握でき

ることを、到達目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション（1949年に公開された松竹映画『悲しき口笛』をとおしてメ
ディア史へのアプローチをこころみる）

第�回 1950年代の大衆娯楽雑誌『平凡』(�)
『平凡』を軸としたラジオ・映画とのメディアミックス

第�回 1950年代の大衆娯楽雑誌『平凡』(�)
『平凡』を軸としたメディアミックスと戦時中のプロパガンダとの関係性

第�回 皇太子ご成婚とマス・コミュニケーションの再編(�)
ミッチー・ブームと松下圭一「大衆天皇制論」（『中央公論』1959年�月号）

第�回 皇太子ご成婚とマス・コミュニケーションの再編(�)
「タレント」・「タレント文化人」の登場

第�回 『平凡』の読者層をめぐって
教養主義と大衆文化との断絶

第�回 加藤秀俊「中間文化論」を読む(�)
週刊誌ブームをめぐって

第	回 加藤秀俊「中間文化論」を読む(�)
「中間文化論」の今日的意義

第
回 「ライフスタイルマガジン」の登場(�)
『平凡パンチ』の創刊（1964年）

第10回 「ライフスタイルマガジン」の登場(�)
『anan』創刊（1970年）以降の雑誌の状況

第11回 近代日本のマスメディアの概説
第12回 「中間文化」の拡大と評論家・大宅壮一(�)

大宅壮一のライフヒストリー
第13回 「中間文化」の拡大と評論家・大宅壮一(�)

大宅壮一と「雑誌」というメディア、大宅壮一文庫
第14回 aのみ：これまでのまとめ

履修上の注意

受講者には、毎回リアクションペーパーへの記入を求める。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、テキストやレジュメの指定箇所を事前に読み、わからないことばは調べて
おくこと。復習としては、テキスト・レジュメ等の再読をとおして、授業で扱った内容の
定着につとめること。

教科書

『『平凡』の時代──1950年代の大衆娯楽雑誌と若者たち』阪本博志（昭和堂）2008年
「中間文化論」加藤秀俊（授業中に配布）

参考書

『週刊誌──その新しい知識形態』週刊誌研究会（三一新書）1958年
『戦後政治の歴史と思想』松下圭一（ちくま学芸文庫）1994年
『大宅壮一の「戦後」』阪本博志（人文書院）2019年

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパーに寄せられた要望や質問に対して、翌週の授業で紹介・回答をおこ
なう。

成績評価の方法

平常点（授業中の提出物）20%、期末試験80%

その他

2022年度授業改善アンケートにおいて、授業の進むスピードが「ちょうど良い」が78%、
授業の難易度が「ちょうど良い」が60％、良い授業だと思うかについて「とても良い授業
だと思う」が30％「おおむね良い授業だと思う」が59%であった。評価していただいた点
を踏まえ、今年度さらに満足していただけるよう心がけたい。
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1068_14F56001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

弥生時代の考古学Ａ 石 川 日出志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本列島を舞台とする歴史のなかで、弥生時代とはいったいどのような時代と
理解するべきなのかを考える。国家形成史にもっぱら照準を合わせた教科書的・図
式的理解ではなく、各自が公正かつ独自の弥生時代像を描くことが可能となるよう、
様々な資料・データと見解を紹介・解説する。
春学期の「弥生時代の考古学Ａ」は、いわば「弥生時代概論」であり、弥生時

代に関する基本的な事項を取り上げて、弥生時代がどのような社会であるのかを論
じる。

授業内容

第�回 導入，単元�：弥生時代観形成の歩み（�）： 「弥生時代」の発見─19世
紀末─

第�回 単元�：弥生時代観形成の歩み（�）： 弥生時代人渡来人説の登場─20世
紀初頭─

第�回 単元�：弥生時代観形成の歩み（�）： 弥生時代農耕社会説の登場─20世
紀前半─

第�回 単元�：弥生時代観形成の歩み（�）： 杉原荘介の弥生時代研究─20世紀
中頃〜後半─

第�回 単元�：弥生時代観形成の歩み（�）： 戦後の弥生時代研究
第�回 単元�：弥生時代年代論（�）： 相対年代─弥生土器の型式学・様式論─
第�回 単元�：弥生時代年代論（�）： 弥生時代の数値年代（�）─大陸系青銅

器による暦年代論─
第	回 単元�：弥生時代年代論（�）： 弥生時代の数値年代（�）─放射性炭素

年代法による年代論─
第
回 単元�：農耕社会の成立（�）： 稲作の起源と日本列島における稲作の開

始と普及
第10回 単元�：農耕社会の成立（�）： 環濠集落の出現と展開
第11回 単元�： 農耕社会の成立（�）： 石器時代から鉄器時代へ
第12回 単元�：弥生時代社会と周辺（�）： 集落と墓地に現れた社会の階層化
第13回 単元�：弥生時代社会と周辺（�）： （倭／倭国／邪馬台国
第14回 まとめ
＊期末の試験期間中に筆記試験を行う。

履修上の注意

初回に詳しい実施計画・基本参考文献を提示するので、それにもとづいて予習・
復習を励行すること。
なお，毎回復習として，事後簡易レポートを作成してOh-o! Meiji クラスウェブへ
提出すること。簡易レポートの書式は事前に提示する。
質問は講義後に受けるが、簡易レポートに記せば、その要点を次週解説する。出欠
は簡易レポートの提出による。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業計画を提示し，全体および個別課題に関する文献も冒頭及び毎回提示する
ので，予習・復習を行うこと。

教科書

教科書は使用せず、毎回講義進行メモと資料プリント数枚を配布して進める。配
布資料を綴じるＡ�判フラットファイル（背幅1cm強）を各自用意して綴じ込み、毎
回持参すること。

参考書

授業計画を提示し，全体および個別課題に関する文献も冒頭及び毎回提示する
ので，予習・復習を行うこと。

課題に対するフィードバックの方法

毎回提出される簡易レポートにより，要点の整理を求め，出された疑問点や質問
には次回授業で回答する方式をとる。

成績評価の方法

成績評価は、期末の筆記試験の成績に基づいて行う。

その他

1069_14F56101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

弥生時代の考古学Ｂ 石 川 日出志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

日本列島を舞台とする歴史のなかで、弥生時代とはいったいどのような
時代と理解するべきなのかを考える。国家形成史にもっぱら照準を合わせた教
科書的・図式的理解ではなく、各自が公正かつ独自の弥生時代像を描くことが
可能となるよう、様々な資料・データと見解を紹介・解説する。
秋学期の「弥生時代の考古学Ｂ」は、いわば「弥生時代各論」であり、前

半は遺物や遺構に関する議論や課題、後半は弥生時代の関東に関する諸課題を
紹介・解説する。

授業内容

第�回：導入，単元�：土器と時代区分（�）： 弥生土器の始まりをめぐる議
論

第�回：単元�：土器と時代区分（�）： 弥生土器の終わり＝古墳時代のはじ
まりをめぐる議論

第�回：単元�：青銅器と弥生社会（�）： 弥生時代青銅器とその源流
第�回：単元�：青銅器と弥生社会（�）： 武器形青銅祭器をめぐる議論
第�回：単元�：青銅器と弥生社会（�）： 銅鐸をめぐる議論
第�回：単元�：弥生時代の関東（�）： 縄文から弥生へ
第�回：単元�：弥生時代の関東（�）： 再葬という墓制（前期〜中期前半）
第	回：単元�：弥生時代の関東（�）： 本格的農耕社会の形成（中期中頃〜

後半）
第
回：単元�：弥生時代の関東（ �）： 地域社会の発展（中期後半）
第10回：単元�：弥生時代の関東（�）： 弥生町遺跡と登呂遺跡（後期）
第11回：単元�：弥生時代の関東（�）： 後期の集落と住居
第12回：単元�：弥生時代の関東（�）： 古墳出現前夜の関東地方
第13回：単元�：最新の調査研究成果
第14回：まとめ
＊期末の試験期間中に筆記試験を行う。

履修上の注意

講義内容を理解するためには、春学期の「弥生時代の考古学Ａ」を履修し
ていることが望ましい。
初回に詳しい実施計画・基本参考文献を提示するので、それにもとづいて予習・
復習を励行すること。
なお，毎回復習として，事後簡易レポートを作成してOh-o! Meiji クラスウェブ
へ提出すること。簡易レポートの書式は初回に提示する。
質問は講義後に受けるが、簡易レポートに記せば、その要点を次週解説する。
出欠は簡易レポートの提出による。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業計画を提示し，全体および個別課題に関する文献も冒頭及び毎回提示
するので，予習・復習を行うこと。

教科書

教科書は使用せず、毎回講義進行メモと資料プリント数枚を配布して進め
る。配布資料を綴じるＡ�判フラットファイル（背幅1cm強）を各自用意して綴
じ込み、毎回持参すること。

参考書

毎回のテーマに即した主な参考文献を紹介する。参考文献は、講義内容を
確認するものから、さらに発展させるものまで掲示する。

課題に対するフィードバックの方法

毎回提出される簡易レポートにより，要点の整理を求め，出された疑問点
や質問には次回授業で回答する方式をとる。

成績評価の方法

成績評価は、期末の筆記試験の成績に基づいて行う。

その他
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1070_14C02001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ライフサイクルと人間Ⅰ 小 粥 宏 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業では、ヒトの一生を通したライフサイクルの視点から、生涯
にわたって変化する心と身体の問題に触れていく。
各発達段階における課題を取り上げる中で、自己への気づきを促し、
人の発達や成長を促す要因に対する理解を深めることを到達目標とす
る。

授業内容

第�回 ライフサイクル論の概説
第�回 胎児期：胎児の不思議な力を知る
第�回 乳児期〜幼児期：アタッチメントとコミュニケーション
第�〜�回 児童期〜思春期：自己概念と自己受容
第�〜�回 青年期：アイデンティティの形成
第	〜
回 成人期：大人への移行
第10〜11回 成人期：中年期の危機
第12〜13回 老年期：喪失がもたらす心の問題とサクセスフル・エイ
ジング
第14回 ａまとめ bテスト

履修上の注意

発達心理学に関連する授業を履修していることが望ましい。履修して
いない場合は、履修前に、発達心理学に関連する書籍を読んでおくこ
とが望まれる。
授業中に実施するワークや紹介動画を用いて，積極的に自己理解を深
める態度が求められる。
受講生の傾向によって、授業内容は随時変更することを理解したうえ
で、受講を決めてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

参考図書や紹介動画を視聴して、さまざまな角度から発達段階におけ
る課題の理解を深めてほしい

教科書

特に指定しない

参考書

授業中に紹介する

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内アンケート及び授業への貢献度（20％）と期末試験（80％）に
より総合的に評価する

その他

1071_14C02101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ライフサイクルと人間Ⅱ 平 山 満 紀

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

秋学期は社会学的な視角からの考察である。受胎から死後に到る（誕生から死までではな
いことが本授業の特徴。ただし死後については「生者が死後をどう考えるかの想念」を考察
する。），人生の諸段階を，特にこの数十年間の社会変動の中でどう変化してきたかを見なが
ら，現代日本のあり方の特徴を反省的に掴んでいく。一方で，これまで社会学では重視され
なかった，年齢やライフイベントにともなう身体の変化を（性的発達，妊娠・出産・産後，
更年期，老いなど）野口整体の身体観察などの成果もとりいれて，詳しくみていく。現代日
本では，若者の生殖力の未成熟，女性の月経回数の増加，男女の不妊の増加，また長寿化や
健康年齢の上昇など、従来になかった身体現象に着目する。
到達目標は，人生の各段階についての，現代日本社会の特徴をつかみ，それを場合によっ
ては作り替えながら，それぞれの人が持てる生命力を十全に発揮できる方途を見つける，基
本的な知識と発想を身につけることである。

授業内容

第�回 ライフサイクル・ライフコースとは。社会学的視角と心理学的視角。社会と寿命。
人生の諸段階のさまざまな考え方，あり方。

第�回 受胎，胎児期，乳幼児期：さまざまな社会の胎児，乳幼児育児。現代日本の受胎の
変化。現代日本の乳幼児育児の特徴。

第�回 子ども期（�）：＜子ども＞の誕生。さまざまな社会の子ども観，子どもをかこむ
生活環境や人間関係。

第�回 子ども期（�）：子どもと学校。子どもと労働。子どもと遊び。現代日本の子ども
の身体力の低下。

第�回 思春期：性的発達と身体の発達，社会性の発達。思春期の暴力性。思春期と孤独。
現代日本の性的発達の変化。

第�回 青年期：＜青年期＞の誕生。＜青年期＞の現代的変容。アイデンティティの現代的
変容。大人になるということ。

第�回 未婚化，晩婚化。生涯独身のライフコース。
第	回 母性社会日本（�）：高度経済成長期の「日本の母」とそのもたらしたもの。
第
回 母性社会日本（�）：高度経済成長期後の日本の母とそのもたらすもの。社会的ひ

きこもり。
第10回 親になること 親にならないこと：生殖性。出産と心身の変化。現代日本の生殖性

の変化。
第11回 中年期：＜中年＞の発見。現代日本の「アラフォー」達。
第12回 ライフコースを大きく軌道転換するできごと，心身の病について。
第13回 老年期：更年期の心身の変化。老年期の心身の変化。枯れる文化と枯れない文化。

現代日本の「アラ還」達。
第14回 死：死への準備。現代日本の孤独死，無縁死。死後についての考え方とその変化。

葬送と墓制。ライフコース全体を見通して。

履修上の注意

日本の現代史（およそ1950年代〜2010年代）の知識が基盤にないと、時代的変化の説明が理
解しにくい。ところが、高校までの日本史では、特に1980年代〜2010年代の、近い過去を取
り上げないため、学んだことがなく、知識不足の学生が多いのが現状である。現代史、昭和
史、平成史などの基礎知識を得る本、記録動画などを自分でも心がけて学ぶことを求めた
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

特定のライフコースの人の生き方を取材したドキュメンタリー動画を見たり、特定のライフ
コースにある人の書いた手記を読み、レポートを書くなど、授業中に指示する。

教科書

平山の執筆した私家版テキストを使用する。Oh-o!Meijiから各自ダウンロードのこと。

参考書

『母性社会の行方』平山満紀，紀伊國屋書店
『ライフコースの社会学』井上俊ほか編，岩波書店
『アイデンティティ』E・H・エリクソン，金沢文庫
『幼児期と社会�，�』E・H・エリクソン，みすず書房
『社会的ひきこもり』斎藤環，PHP新書
『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか』山田昌弘,光文社新書
『夫婦幻想─子あり、子なし、子の成長後』奥田祥子,ちくま新書
『超ソロ社会 「独身大国・日本」の衝撃』荒川和久,PHP新書 ほか随時紹介

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

毎回の授業の終わりに，リアクションペーパーに，課題を提示して，または自由な内容
で，小文を書いてもらう。
定期試験はおこなわず、そのかわりに、小テストを学期中に�回おこなう。小テストは持ち
込み不可で，授業の内容の理解度を問うもの。毎回の小文の評価40%程度，小テスト�回合
わせて60%程度の比重で総合し，成績評価とする。

その他
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1072_14H20201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ラテンアメリカ文化論 所 康 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

世界でもっともコントラスト（光と影、明暗の差異）の強烈な大陸、それがラ
テンアメリカ・カリブ海地域である。だが、日本からとおく離れているため、こ
の地域の社会・文化・生活について、私たちが知る機会はおおくない。
この授業では、グローバル化が進む現代において、文化の対等性と多様性を理
解するため、映像教材をそのつど取りあげながら、解説をおこなう。なお、この
講義は、この地域の知識がない（すくない）初学者むけである。

授業内容

第�回：ａ のみ：イントロダクション（地域全体の特徴）
第�回：国を知る（各国の概観）
第�回：地域の歴史（「失われた文明 インカ・マヤ」の視聴と解説① 収奪の起

源）
第�回：地域の歴史（「失われた文明 インカ・マヤ」の視聴と解説② 人種の起

源）
第�回：社会の歴史（奴隷制プランテーションに関する映像の視聴と解説① 奴

隷貿易とはなにか？）
第�回：社会の歴史（奴隷制プランテーションに関する映像の視聴と解説② 多

民族・多文化の起源）
第�回：貧困の文化（映画「黒いオルフェ」の視聴と解説 カーニバル・下層民

衆文化）
第	回：貧困の文化（映画「ジャマイカ 楽園の真実」の視聴と解説① 支配者は

「誰」か？）
第
回：貧困の文化（映画「ジャマイカ 楽園の真実」の視聴と解説② カリブ海

の苦悩）
第10回：移民の文化（映画「闇の列車、光の旅」視聴と解説① 国際労働力移動）
第11回：移民の文化（映画「闇の列車、光の旅」視聴と解説② 移民・貿易・麻

薬）
第12回：ピクサー映画「リメンバー・ミー」から考える『死者の日』
第13回：映画「モーターサイクル・ダイヤリーズ」から考えるキューバ革命
第14回：全体のまとめ

履修上の注意

毎回、15分程度の小テスト課題（リアクションペーパーの記入）を、授業内に
実施する。
なお、この課題提出が規定数に満たない場合、成績評価の対象にならない。

準備学習（予習・復習等）の内容

履修生はこの地域のニュースに日頃から接しておくこと。

教科書

そのつど資料を配布する。

参考書

所康弘他編『日本の国際協力 中南米編 環境保全と貧困克服を目指して』ミネ
ルヴァ書房、2021年。
所康弘『米州の貿易・開発と地域統合』法律文化社、2017年。
所康弘『北米地域統合と途上国経済』西田書店、2009年。
オリヴィエ・ダベーヌ他（太田佐絵子訳）『地図で見るラテンアメリカハンド
ブック』原書房、2017年。

課題に対するフィードバックの方法

リアクションペーパー課題に対する講評を授業内に行う。

成績評価の方法

毎授業内に実施するリアクションペーパーへの記入（40％）、中間レポート
（10％）、期末レポート（50％）、で評価する。
なお、�回以上欠席（いかなる理由であれ、リアクションペーパーの提出なし
が�回以上）の場合、成績評価の対象にならない。

その他
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1073_14H15301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ラテン語ⅠA 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ラテン語の初級文法を学びます。

ラテン語は名詞や形容詞の格変化、そして動詞の活用の「複雑さ」によって、少し
むずかしい言語のように思うかもしれませんが、格変化や活用の規則性に気づくと、
「複雑さ」が解消していって、実に見事に構築された文法規則を持つ言語であること
がわかります。

また、ラテン語は「死語」と思われているかもしれませんが、ネット上ではラテン
語によるラジオ放送を聴くことができます。（https://www.vaticannews.va/en/
podcast/vatican-radio-news-in-latin.html） ラテン語は今日でも使われている言語
なのです。

授業内容

14回分の授業内容は以下の通りです。ただし、授業の進捗状況によって変わること
があります。

（第�回）ラテン語のしくみについて解説
（第�回）直説法現在 第�変化名詞
（第�回）直説法未完了 第�変化名詞
（第�回）直説法未来 第�変化名詞
（第�回）sum動詞の派生形 形容詞
（第�回）直説法完了 第�変化名詞
（第�回）直説法過去完了
（第	回）直説法未来完了 特殊な形の名詞
（第
回）第�変化名詞
（第10回）第�変化名詞 直説法現在受動態
（第11回）直説法未完了受動態 直説法未来受動態
（第12回）形容詞の比較級・最上級
（第13回）直説法完了受動態 直説法過去完了受動態 直説法未来完了受動態
（第14回）命令法現在 代名詞

履修上の注意

各回の授業内容は盛りだくさんなので、最初は大変と感じるかもしれません。しか
し変格や活用の規則性を覚えると、暗記が楽になりますから、あきらめないで出席
してください。

教科書には単語集が付いていますが、必ずしも説明が十分ではありません。そこで、
語義や動詞の構文を深く調べるときには『Lexicon Latino-Japonicum (羅和辞典 改
訂版）』 水谷智洋編（研究社）を参照してください。また、和泉図書館に羅英・羅
仏・羅独などが開架されていますので，十分に活用してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

学習した文法項目の復習を必ずしてください。これを怠ると、授業内容が分からな
くなります。また、教科書には練習問題が用意されていますので、文法項目を確認
しながら丁寧に練習問題に取り組んでください。

教科書

『標準ラテン文法』 中山恒夫著 (白水社)

参考書

『ラテン広文典』 泉井久之助著 (白水社)
『新ラテン文法』 松平千秋，国原吉之助著 (東洋出版)
『古典ラテン語文典』 中山恒夫著 (白水社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加への積極性と練習問題の解答提出（単語調べの丁寧さ、訳の正確さ）
（70％）、テスト（30％)

その他

1074_14H15401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ラテン語ⅠB 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ラテン語IAで名詞や形容詞の格変化、そして動詞の活用を学びました。これ
で格変化や活用の基本的なルールがだいぶ理解できたことでしょう。

ラテン語IBでは、実際に文章を読む上で欠かせない関係代名詞や分詞、それ
に接続法などを学びます。

ラテン語の初級文法をマスターして、ラテン語の世界に踏み込みましょう。

授業内容

14回分の授業内容を列挙します。ただし、授業の進捗状況に応じて変化する
ことがあります。

第�回 指示代名詞 指示形容詞
第�回 人称代名詞 所有代名詞 所有形容詞
第�回 関係代名詞 第�変化名詞 第�変化名詞
第�回 疑問代名詞 疑問形容詞
第�回 数詞 不定法
第�回 デポネンス動詞
第�回 目的分詞
第	回 接続法現在 接続法未完了
第
回 接続法完了 接続法過去完了
第10回 Gerundium Gerundivum
第11回 不規則動詞
第12回 不完全動詞
第13回 非人称動詞 分詞構文
第14回 間接疑問文 従属文

履修上の注意

ラテン語ⅠAの修了者のみ履修してください。

単語の意味を調べるときには、教科書付録の「単語集」の他に、『Lexicon
Latino-Japonicum(羅和辞典 改訂版）』 水谷智洋編（研究社）を参照して
ください。また、和泉図書館に羅英・羅仏・羅独などが開架されていますの
で，十分に活用してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回の文法内容を記憶に定着させるために、復習に十分な時間をかけてくだ
さい。
練習問題の難度も上がってきますから、文の構造に注意しつつ、単語の意味
を丁寧に調べてください。

教科書

『標準ラテン文法』 中山恒夫著 (白水社)

参考書

『ラテン広文典』 泉井久之助著 (白水社)
『新ラテン文法』 松平千秋，国原吉之助著 (東洋出版)
『古典ラテン語文典』 中山恒夫著 (白水社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への積極的参加（練習問題の解答作成・丁寧な単語調べ・訳の正確さ）
（70％）、テスト（30％）

その他
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1075_14H15501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ラテン語ⅡA 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

ラテン語IABの授業で学習した基本的な文法事項を確認しながら，中
級者向けの比較的易しい短文集を丁寧に読んでいきます。これによっ
てラテン語の文章読解に慣れて、より長い文章を読むための基礎的能
力を習得します。

授業内容

以下に14回分の授業内容を列挙します。ただし、授業の進捗状況に応
じて変化します。

（第�回）初級文法の総復習
（第�回）De Gallicis divis.
（第�回）De Romae origine.
（第�回）De Cambysis filii Cyri expeditione.
（第�回）De patronis.
（第�回）De priscis Romanis.
（第�回）De primis bibliothecis.
（第	回）Pythagoras Crotonienses ad usum frugalitatis revocat.
（第
回）Sapiens opes contemnit.
（第10回）Fames optimum condimentum.
（第11回）De gloria Augusti bellica.
（第12回）Trajanus.
（第13回）De Athenarum initiis.
（第14回）Asinus et Lyra.

履修上の注意

ラテン語IABを修了している学生のみ履修してください。

辞書は『Lexicon Latino-Japonicum(羅和辞典 改訂版）』 水谷智洋
編（研究社）、または『古典ラテン辞典』國原吉之助著（大学書林）
を参考にしてください。また、中央図書館に羅英・羅仏・羅独・羅伊
などが開架されていますので，十分に活用してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

文章の内容理解に十分な時間をかけてください。辞書で単語の意味を
調べるときには、語義のすべてに目を通してください。動詞を調べる
ときには、どのような構文を取るのか、前置詞や不定詞を従えるのか
などを丁寧に確認してください。

教科書

『ラテン語読本』 松本悦治著 (駿河台出版社)

参考書

『ラテン広文典』 泉井久之助著 (白水社)
『新ラテン文法』 松平千秋，国原吉之助著 (東洋出版)
『古典ラテン語文典』 中山恒夫著 (白水社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の積極性、丁寧な単語調べ・読解の正確さ（70％）、レポー
ト（30％）

その他

1076_14H15601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ラテン語ⅡB 小 島 久 和

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2〜4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

ラテン語IABで学習したラテン語の基礎的文法事項を確認しながら，
短文集を読み進めます。文章の内容は春学期のものより難しくなって
いますので、単語を一つ一つ確認しながら，ラテン語の読解能力を高
めていきます。

授業内容

以下に14回分の授業内容を列挙します。ただし、授業の進捗状況に応
じて変化します。

（第�回）De Draconis et Solonis legibus contra latrones.
（第�回）Pisistratus.
（第�回）Miltiades Lemno potitur.
（第�回）De Britannia.
（第�回）Euripides.
（第�回）Euripides.
（第�回）Cyri regis sepulcrum.
（第	回）Scythes Alexandri ambitionem accusat.
（第
回）Casus miraculum efficit.
（第10回）Demetrius Poliorcetes et tabula Protogenis pictoris.
（第11回）De prima victoria navali Romanorum.
（第12回）Hannibal Cretae avaritiam Gortyniorum fallit.
（第13回）De M. Catonis laudibus.
（第14回）Pomponius Atticus.

履修上の注意

ラテン語IABを修了している学生のみ履修してください。

辞書は『Lexicon Latino-Japonicum(羅和辞典 改訂版）』 水谷智洋
編 （研究社）、または『古典ラテン辞典』國原吉之助著（大学書林）
を参考にしてください。また、中央図書館に羅英・羅仏・羅独・羅伊
などが開架されていますので，十分に活用してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習に十分時間をかけて、文章の内容をしっかり把握してください。
動詞を調べるときには、意味だけでなく、動詞の取る構文を丁寧に確
認してください

教科書

『ラテン語読本』 松本悦治著 (駿河台出版社)

参考書

『ラテン広文典』 泉井久之助著 (白水社)
『新ラテン文法』 松平千秋，国原吉之助著 (東洋出版)
『古典ラテン語文典』 中山恒夫著 (白水社)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業参加の積極性・丁寧な単語調べ・読解の正確さ（70％）、レポー
ト（30％）

その他
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1077_14H14701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

留学準備講座A 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

日本の水際対策も緩和されました。本科目では海外留学に興味のある
学生及び留学準備の段階にある学生を中心に、本学で取組める留学の
諸制度を学生それぞれの専門性の追求と結び付けていくトレーニング
をすることにより、留学を学びの機会としてより実りのあるものにす
る準備ができるようにすることを目標とする。

授業内容

1.まじめに留学の話
2.留学の種類
3.自己分析（留学で何をする？）
4.言語の違い・表現の違い
5.留学先で専門性を追求する
6.交換留学における「学ぶ」ということ
7.留学先での授業履修（体験談とディスカッション）
8.海外での業務・ボランティア
9.留学先での日常生活・課外活動
10.授業で学ぶこと／授業外で学ぶこと
11.専門と趣味についてのリフレクション（自己分析）
12.留学と就職・キャリア準備
13.プラニング・資金準備
14.まとめ・ディスカッション

履修上の注意

通年の参加が望ましいが、�学期だけでも可。

準備学習（予習・復習等）の内容

Oh-o! Meijiに掲載されている課題を毎週授業前までに予習しておく
こと。また、授業は課題を基礎に、日本語と英語を随時使い分けなが
ら講義とディスカッションを組合せて進める。

教科書

Oh-o! Meiji上で随時提供する。

参考書

Oh-o! Meiji上で随時提供する。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meijiやメール、および、教室で提供します。

成績評価の方法

授業への貢献度（50%）、小テスト（50%）から総合的に評価する。

その他

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを
介してどこからでも履修ができます。対面・ライブ配信は木曜日の�

限目です。教室はOh-o! Meijiを確認してください。

1078_14H14801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

留学準備講座B 山 田 亨

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

本科目では「留学準備講座A」を踏まえながら、日本における異文化
交流の歴史と意義や、国際社会における文化交流の歴史・意義を学ぶ
ことで、留学に対する留学の意味を再考するとともに、制度や法律を
「活用する」という視点を学ぶことを目標とする。

授業内容

1.文化交流とは
2.文化交流として留学を考える
3.政治外交と文化外交
4.グローバル化の中における留学
5.制度を「活用」する（自己分析）
6.海外の教育制度と留学準備�：英語圏
7.海外の教育制度と留学準備�：欧米（英語圏以外）
8.海外の教育制度と留学準備�：東アジア
9.海外の教育制度と留学準備�：東南・南アジア
10.医療状況と留学先での医療概念について
11.危機管理と危険予知：「安全」の概念と現地文化�：欧米
12.危機管理と危険予知：「安全」の概念と現地文化�：アジア
13.水・食・インフラ
14.まとめ・ディスカッション

履修上の注意

留学準備講座Aを履修していることが望ましいが、�学期だけでも
可。

準備学習（予習・復習等）の内容

Oh-o! Meijiに掲載されている課題を毎週授業前までに予習しておく
こと。また、授業は課題を基礎に、日本語と英語を随時使い分けなが
ら講義とディスカッションを組合せて進める。

教科書

Oh-o! Meiji上で随時提供する。

参考書

Oh-o! Meiji上で随時提供する。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meijiやメール、および、教室で提供します。

成績評価の方法

授業への貢献度（50%）、小テスト（50%）から総合的に評価する。

その他

＊この授業は「対面・オンライン併用授業」です。対面でもZoomを
介してどこからでも履修ができます。対面・ライブ配信は木曜日の�

限目です。教室はOh-o! Meijiを確認してください。
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1079_14H00501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

倫理学概論Ａ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

嘘から始める倫理学入門（購読篇）
この授業では、嘘をつくという人間の行為を題材に、倫理学的な思考の基本を学び
ます。私たちは、嘘をつかれれば腹が立ったり悲しかったりしますし、逆に、自分
が嘘をついた場合にも後悔したり苦しい思いをすることがあります。「嘘をつくこと
は悪い」ということは誰もが知っていることであり、嘘をつくと法的に罪を問われ
ることさえあります（選挙立候補者の経歴詐称や食品メーカーの産地偽装など）。で
は、嘘をつくことはあらゆる場合で絶対に悪いのでしょうか。悪意がなくむしろ善
意からの嘘というべきものならば、悪いとは言えず、むしろ、人間関係には必要な
ものだと言いたくなるかもしれません。しかし、そのような嘘を私たちは必要とし
ており、なしで済ますことはできないというのは本当なのでしょうか。現に、思っ
てもいないことを言うことはしたくないという人もいます。そのような人たちは、
正直であるとか誠実であると言われることがありますが、正直さとか誠実さとはど
のような性格（徳）のことなのでしょうか。
この講義の目標は、三つのテキストを読みながら、以上のような問いを探求する
こととを通じて、倫理学的な物の考え方に習熟し、倫理学的に考えるための基礎的
な知識を得ることです。

キーワード：道徳規則、功利主義VS義務論、善意の嘘、誠実さ、徳

授業内容

� この授業の狙いとやり方の説明
� テキスト(�)を読む（J. レイチェルズ「絶対的道徳規則はあるのか」、『現実をみ
つめる道徳哲学』第
章）

� レポート(�)を書き、提出する
� テキスト(�)の解説
� レポート(�)へのレスポンス
� テキスト(�)を読む（S. ボク「悪意のないうそ」、『嘘の人間学』第�章）
� レポート(�)を書き、提出する
	 テキスト(�)の解説

 レポート(�)へのレスポンス
10 テキスト(�)を読む（O. F. ボルノー「誠実」、『徳の現象学』第10章）
11 レポート(�)を書き、提出する
12 テキスト(�)の解説
13 レポート(�)へのレスポンス
14 春学期の振り返りと秋学期への展望

履修上の注意

この授業は、(�)受講生が各自でテキストを読む→質問を受け付ける、(�)受講生
がテキストについて定められたテーマについてレポートを書き、提出する、(�)授
業担当者がテキストを解説する、(�)授業担当者からレポートに対してレスポンス
する、というサイクルで行われます。第一回目に細かく説明しますが、毎回の授業
が前回の内容を前提していることがわかると思います。それゆえ、出席は取りませ
んが、目安として、出席が�/�を下回ると単位を取ることは相当困難になると思わ
れます。

準備学習（予習・復習等）の内容

�,�, 11回目に提出物があります。これらの日は授業時間外にも一定の時間をかける
必要があるでしょう。

教科書

なし

参考書

レイチェルズ, J.『現実をみつめる道徳哲学：安楽死からフェミニズムまで』、晃洋書
房、2003年
ボク, S.『嘘の人間学』、TBSブリタリカ、1982年
ボルノー, O. F. 『徳の現象学：徳の本質と変遷』、白水社、1983年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

レポート(�) 30%
レポート(�) 35%
レポート(�) 35%

その他

1080_14H00601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

倫理学概論Ｂ 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

嘘から始める倫理学入門（講義篇）
この授業では、嘘をつくという人間の行為に関して、嘘をつくとは何をすることか、
それはなぜ悪いのか、悪いとわかっていてもなぜしてしまうのかという三つの問い
を取り上げ、哲学・倫理学の議論を検討します。倫理学において、嘘をつくことは、
道徳的な悪の典型として長い間取り上げられてきました。しかし、そもそも嘘をつ
くとは何をすることでしょうか。例えば、皮肉や冗談は、真ではないことをまるで
真であるかのように語る点で嘘に似ています。しかし、嘘とは異なり、悪だとは考
えられていません。ではどこが違うのでしょうか。また、なぜ嘘をつくことは悪い
と言えるのでしょうか。人を助けるためであっても、嘘をつくことはやはり悪いこ
とでしょうか。あるいは、嘘をつくことは悪いと誰もがわかっているのに、誰もが
嘘をついたことがあるのはなぜなのでしょうか。この講義の目標は、以上のような
問いの探求を通じて、倫理学的な物の考え方に習熟し、倫理学的に考えるための基
礎的な知識を得ることです。

キーワード：言語行為、帰結主義VS義務論、行為論、心の哲学

授業内容

� この授業の狙いとやり方の説明
� 問いを生み出すエクササイズ、講義（テーマ：嘘をつくとは何をすることか）
� 講義の続き、質問受付
� 第一回レポートの作成（講義内容を用いて�で生んだ問いに自ら答える）
� 第二回レポートへのレスポンス
� 問いを生み出すエクササイズ、講義（テーマ：なぜ嘘をつくのは悪いのか）
� 講義の続き、質問受付
	 第二回レポートの作成（講義内容を用いて�で生んだ問いに自ら答える）

 第二回レポートへのレスポンス
10 問いを生み出すエクササイズ、講義（テーマ：なぜ悪いとわかっていても嘘をつ
くのか）

11 講義の続き、質問受付
12 第三回レポートの作成（講義内容を用いて
で生んだ問いに自ら答える）
13 第三回レポートへのレスポンス
14 全体のまとめ

履修上の注意

この授業は、(�)受講生が各自で自ら問いを生む→講義を聞く、(�)講義内容を復
習する→講義内容を用いて自分で生んだ問いに答えるレポートを書く、(�)レポー
トへのレスポンスを聞く、というサイクルで行われます。第一回目に細かく説明し
ますが、毎回の授業が前回の内容を前提していることがわかると思います。それゆ
え、出席は取りませんが、目安として、出席が�/�を下回ると単位を取ることは相
当困難になると思われます。基本的に毎回出席して各回の課題に取り組むという姿
勢で臨む必要があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�, 	 , 12回目に提出物があります。これらの日は授業時間外にも一定の時間をかけ
る必要があるでしょう。

教科書

なし

参考書

アンスコム, E. 「現代道徳哲学」（『現代倫理学基本論文集III 規範倫理学編�』（勁草
書房）所収）、2021年
カント, I. 『人倫の形而上学の基礎づけ』（カント『プロレゴーメナ 人倫の形而上学
の基礎づけ』（中央公論新社）所収）、2005年
ソール, M. 『言葉はいかに人を欺くか：嘘、ミスリード、犬笛を読み解く』（慶應義
塾大学出版会）、2021年
ほか

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

第一回レポート 30%
第一回レポート 35%
第一回レポート 35%

その他
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1081_14H00701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

倫理学特論Ａ 佐 藤 邦 政

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

倫理学は、正義と不正、善と悪などについて検討する道徳哲学である。本授業は、認識に
特有の不正義、すなわち、認識的不正義(epistemic injustice)について多角的に検討すること
を目的とする。認識的不正義は、ミランダ・フリッカーが『認識的不正義』(OUP, 2007)に
おいて示して以降、現在では、様々な研究者によって活発な議論がなされている。認識的不
正義とは、ごく大まかには、社会的アイデンティティに対する偏見的ステレオタイプが原因
で、偏見の目で見られる社会的グループに属する人々、社会的に力の弱い集団（たとえば、
日本における在日コリアン）、あるいは、マイノリティ（たとえば、性的マイノリティや障
害者）の人々などが、知識の生産、獲得、伝達、拡散といった実践を妨げられる不正義のこ
とである。このような認識的不正義は、不当な認識的な害を与えるだけではなく、法律、政
治、教育など多様な社会的な側面での不利益を生じさせる。では、認識的不正義は、具体的
にどのようなものであり、どのような種類があるのか。不正義を犯す主体は何であり（個
人、対人関係、社会構造）、その害はいかなるものなのか。その責任とはどのようなものな
のか。他の種類の不正義との関係にどのようなものなのか。いかにして不正義を是正するこ
とが可能なのか。西洋の倫理学で長く論じられてきた分配的正義や不正義とはどのような関
係にあるのか。本講義では、以上のような問いについて検討する。
本授業の到達目標は、学生が、認識的不正義の研究背景（フェミニスト哲学、徳・悪徳認
識論、社会認識論、関連する倫理学理論）についての基本を理解したうえで、認識的不正義
についての以上の問いを自分自身で考えていけるようになることである。

授業内容

�回 認識的不正義の背景：証言の認識論、フェミニスト認識論、規範倫理学
�回 証言的不正義の不正のあり方：信用性判断は分配的不正義ではないのか
�回 証言的不正義の害：被害者の受ける害とはいかなるものなのか
�回 加害者の責任：意図的な無視のほかに、潜在的ステレオタイプの発揮はいかに責任が

問われうるのか
�回 証言的不正義と不運：加害責任を問えない過失としての不正義はありうるのか
�回 証言的正義の徳：いかにして個人が不正義に立ち向かうことができるのか
�回 証言的正義への批判とありうる見通し：正義とは別の目標はありうるのか─変容の価

値
	回 別の一次的害としての不正義：ウィリアムズの主体形成論と変容的不正義

回 様々な認識的不正義：無知の形態、沈黙化、窒息化、先制的な不正義
10回 解釈的不正義の不正のあり方：解釈的不正義は、行為者型なのか、社会構造型なのか
11回 認識的不正義の加害者不在の問題：解釈資源の不足だけが問題なのか
12回 解釈的不正義とスタンドポイント理論：マイノリティの社会的位置づけは認識的にい

かなる意義があるのか
13回 解釈的正義の徳：不正義の是正のための集団の分断は悪なのか
14回 講義全体のふりかえり、質問受付、最終レポートに向けた学生の構想発表

履修上の注意

特になし。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習としては、『認識的不正義』について、毎回の授業で該当箇所を示すので、次回
の講義に臨む前に読んでおく。また、資料を配布するので、その資料を読んでおく。（毎回
30分以上）。
事後学習としては、毎講義で配布される資料を読みなおし、基本的な概念や考え方を整理

し、自分の考えを進める（毎回80分以上）。
最終レポート課題は、講義の中で扱われる主題から好きなものを選び、みずからテーマを

設定し、自分の考えを説得的に述べることである。その準備のため、講義中に示した話題を
もとに、みずからの考えをまとめる（60分×14回以上）。
事前・事後学習のために、Eメールでの質問など受け付けます。

教科書

佐藤邦政監修・飯塚理恵 (2023). 『認識的不正義：権力は知ることの倫理にどのようにかか
わるのか』. 勁草書房.

参考書

課題に対するフィードバックの方法

毎授業、冒頭において口頭で伝える。

成績評価の方法

本講義の評価は次の三つの要素から成る。(�)毎授業時の提出物としての小レポート提出
(�)1200〜1600字程度の最終レポート (�)授業中の討論などへの参加度
成績評価の配分は、小レポートが30％、最終レポートが40％、参加度30％となる。

最終試験はない。

その他

新型コロナウィルスの感染状況によっては、オンラインで実施することがある。詳細は、明
治大学ウェブサイトの「新型コロナウィルス感染拡大防止のための明治大学活動制限指針」
を参照してください。

1082_14H00801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

倫理学特論Ｂ 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

功利主義や義務論とは異なる徳倫理学の考えに基づいて、中国の思
想、とりわけ儒教を読み直そうとする研究が一つの潮流になってい
る。本講義では、こうした諸研究を紹介しつつ、儒教を中心とする中
国思想の可能性を探求していく。また、近代日本において倫理学を発
展させた大西祝と和辻哲郎の儒教解釈についても、紹介する。倫理学
についての様々な考え方を習得するとともに、中国の思想の倫理学的
な特徴を把握することが目標となる。

授業内容

第�回 徳倫理学とは
第�回 A. マッキンタイアの儒学評価
第�回 A. マッキンタイアへの応答
第�回 M. サンデルと儒家思想
第�回 M. サンデルと道家思想
第�回 論語の読まれ方�
第�回 論語の読まれ方�
第	回 墨家と帰結主義
第
回 F. ジュリアンと孟子�
第10回 F. ジュリアンと孟子�
第11回 王陽明における悪の問題
第12回 大西祝と儒家思想
第13回 和辻哲郎と儒家思想
第14回 徳倫理学と儒家思想

履修上の注意

特になし。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は特に求めないが、扱う中国の文献について、事前にインター
ネットなどを通じて基礎的な情報を知っておくことが望ましい。復習
としては、毎回授業のために参考にした研究を紹介するので、そちら
に目を通して、授業の理解を深めてほしい。

教科書

資料をOh-o! Meijiを通してPDFで配布する。

参考書

A. マッキンタイア『美徳なき時代』、みすず書房、2021（新装版）
M. サンデル・P. ダンブロージョ編『サンデル教授、中国哲学に出会
う』、早川書房、2019
F. ジュリアン『道徳を基礎づける：孟子vs. カント、ルソー、ニー
チェ』、講談社学術文庫、2017

課題に対するフィードバックの方法

前回の課題についての講評を授業冒頭に行う。

成績評価の方法

毎回授業の終わり15分で、授業についての課題に取り組み、時間内
に提出してもらう。この課題の評価の合計が全体の80％。また学期末
に簡単なレポートを提出してもらうが、このレポートの評価が全体の
20％。

その他

基本的に対面で行うが、新型コロナウィルスの感染状況によってオン
デマンド型で実施する回もありうる。詳細は、明治大学ウェブサイト
の「新型コロナウィルス感染拡大防止のための明治大学活動制限指
針」を参照してください。
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1083_14C03103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 岡 安 孝 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

思春期・青年期における教育臨床上の諸問題（学校不適応，仲間関係等の社会的
行動，攻撃行動，うつや不安などの病理的問題など）について，認知行動療法的観
点から検討していく。そのような問題についての基礎的な文献講読を行いながら，
自らの力で研究テーマを設定し，それを遂行していくための基本的な能力を培い，
卒業論文の作成につなげていくことを目的とする。

授業内容

各回の授業は，下記の研究領域および隣接領域に関する文献講読およびその内容
に基づく発表とディスカッションを中心として進めていく。
子どもや青年が日常生活の中で経験する人間関係上のストレスや学業上のストレ
スは，うつ病，不安障害，学校不適応，いじめ・非行など，さまざまな心の病理と
密接に関連している。そのような諸問題について，以下のように治療と予防という
�つの観点から考察する。
（�）治療的観点
うつ病や不安障害などの治療において大きな効果が示されている認知行動療法の
さまざまな技法とその効果や意義について理解を深める。
（�）予防的観点
心や身体の疾患を予防するだけでなく，QOL（人生の質）を高めることを目的と
した健康心理学の基本的な考え方について理解を深める。
特に，QOLに大きく影響を及ぼすと考えられている児童期から思春期の子どもに
対して，将来の社会的不適応を予防するために，コミュニケーション能力や問題解
決能力を高めるような支援のあり方に重点をおきたい。
以上のような学習を通して，（�）他者への支援方法だけでなく，自分自身のQOL

を高めるための方法について考察を深めること，（�）卒業論文に向けて各自のテー
マを具体的に設定することを最終的な目標とする。

授業計画は以下の通りである。

第�回 年間の授業の進め方および発表方法についての説明
第�回 問題の設定方法や文献の検索方法，文献の購読やまとめ方に関する解説
第�回 臨床心理学領域における治療的観点に関する最新の研究テーマの解説
第�回 臨床心理学領域における予防的観点に関する最新の研究テーマの解説
第�回 臨床心理学における支援方法に関する解説
第�回〜第13回 各学生の発表とディスカッション
第14回 発表についての総評

履修上の注意

卒業研究につながる重要な内容を含むので，受講者には積極的に授業に参加する
ことを期待している。なお，発表には原則としてパワーポイントの資料を用いるこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表を行うにあたり，事前に十分な数の文献を購読し，その内容をまとめ，パワー
ポイントの資料を作成しておくことが求められる。

教科書

特定のテキストは使用しない。

参考書

さまざまな学会の会誌掲載論文を参考にして発表資料をまとめることになるが，具
体的な参考資料については適宜アドバイスする。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，発表内容およびディスカッションへの参加によって評価する（発表60％，
ディスカッションの内容40%）。

その他

特になし。

1084_14C03203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 岡 安 孝 弘

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

春学期の「臨床心理学演習Ａ」と同様，思春期・青年期における教

育臨床上の諸問題についての基礎的な文献講読を行いながら，卒業論

文の研究計画を具体的に立案していくことを目的とする。

授業内容

春学期の「臨床心理学Ａ」の内容をさらに発展させて，卒業研究の

計画立案に必要な文献講読およびその内容に基づく発表とディスカッ

ションを中心として進めていく。

第�回 臨床心理学研究で用いられるデータ分析法と結果の見方の解

説

第�回〜第�回 文献講読に基づく発表とディスカッション

第	回〜第13回 各自の研究テーマの設定と研究計画の立案

第14回 卒業論文の作成に関する留意事項の説明

履修上の注意

卒業研究につながる重要な内容を含むので，受講者には積極的に授

業に参加することを期待している。なお，発表には原則としてパワー

ポイントの資料を用いること。

準備学習（予習・復習等）の内容

卒業研究のための準備として，各自の問題意識に基づいて，十分な数

の文献を購読しておくことが求められる。また，発表のために，パ

ワーポイントの資料を用意しておくことが必要である。

教科書

特定のテキストは使用しない。

参考書

さまざまな学会の会誌掲載論文を参考にして発表資料をまとめること

になるが，具体的な参考資料については適宜アドバイスする。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，発表内容およびディスカッションへの参加によって評価する

（発表内容60％，ディスカッションの内容40%）。

その他

特になし。
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1085_14C03107

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 加 藤 尚 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
学術論文の読み方、研究結果を臨床実践で活用する方法、各研究の限界や課題点の
見つけ方を、講義、グループ発表、ディスカッションを通して学ぶ。グループ発表
については、以下の�）から�）のテーマの中から各自関心のあるものを選び、
テーマごとにグループを作る。そして、テーマに関連する学術論文を読む。さらに、
研究のサマリーと研究の限界および課題点を発表し、全体でのディスカッションに
よって理解を深める。
�）精神疾患を持つ方々に対する心理臨床実践
�）医療領域における心理職の役割・専門性・成長モデル
�）心理臨床実践における専門職連携・協働とその教育方法
�）自傷・自殺予防
�）メンタルヘルスリテラシー教育

＜到達目標＞
研究デザインや方法の違いが理解できるようになること、自身の関心のあるテーマ
を選びそのテーマに関連する学術論文が読めるようになること、そのテーマに対す
る興味・関心を高め専門的知識を蓄積すること、そして、今後必要とされる新たな
研究のアイデアを挙げられるようになることを目指す。

授業内容

第�回 イントロダクション（年間スケジュールの共有など）
第�回 学術論文の読み方、活かし方①観察研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方②介入研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方③尺度開発研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方④質的研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方⑤系統的レビューとメタアナリシス
第�回 国内外の文献の検索方法、論文サマリーの作り方
第	回 グループ発表とディスカッション
第
回 グループ発表とディスカッション
第10回 グループ発表とディスカッション
第11回 グループ発表とディスカッション
第12回 グループ発表とディスカッション
第13回 グループ発表とディスカッション
第14回 春学期のふりかえり

履修上の注意

研究と臨床実践のつながりを意識しながら、好奇心を持って学習を深めてほしい。
また、ディスカッションの時間は、自由に様々な意見を積極的に出してほしい。な
お、やむを得ず遅刻あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝えること。

準備学習（予習・復習等）の内容

グループ発表では、事前に該当論文が全員へ配布される。そのため、授業参加者は
該当論文を一読したうえで発表を聞くことを原則とする。発表担当者は、発表当日
までに該当論文を丁寧に読み込み、研究のサマリーと研究の限界および課題点をま
とめたパワーポイントを作成する。そして発表当日は、パワーポイントを用いてプ
レゼンテーションを行う。発表後は、ディスカッションで挙がった指摘を整理し、
今後の研究計画を立案する際に役立てる。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

必要に応じて参考となる書籍などを紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。

成績評価の方法

授業での発表内容（50%）、ディスカッションへの参加態度・積極性（20%）、各回で
実施する授業内レポート（10%）、学期末レポート（20%）

その他

特記事項なし

1086_14C03207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 加 藤 尚 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

臨床心理学の基本的な発想・思考方法の習得と，基本的な研究方法

について学ぶ。特に，養育関係，子ども虐待などの子育てにおける諸

問題，コミュニティをベースにした心理臨床活動の検討を通して，こ

れらのことを学んでいく予定である。本講義の成果をふまえ，自分な

りの研究課題の発見と，研究の立案・計画を行い，卒業論文へとつな

げていく予定である。

授業内容

秋学期に開講されるこの演習では、卒業論文執筆を視野にいれ、各自

が関心を持つテーマについて発表し、研究内容と計画を検討してい

く。

第�回〜14回：各自が関心を持つテーマの研究論文を探し，内容をま

とめて発表する。取り上げる研究論文は，学会誌など一定の質と形式

が担保されたものを題材とする。その上で、卒業論文の構想をまと

め、テーマ，内容，研究方法，今後の予定など，具体的な項目につい

て話し合う。

履修上の注意

卒業研究につながる科目であるため，受講者には積極的に授業に参

加することを期待している。

準備学習（予習・復習等）の内容

発表にあたっては，当該テーマに関する文献，論文を精読すること。

復習として，他者の発表など授業で扱った内容に関する基本文献も精

読すること。

教科書

「施設心理士という仕事」加藤尚子編著 ネルヴァ書房

「虐待から子どもを守る」加藤尚子著 小学館

参考書

必要な参考文献については，適宜指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，発表内容と授業への参加態度、レポートによって評価する

（発表およびディスカッションの内容50%，レポート50％）。

その他
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1087_14C03106

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 川 島 義 高

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
学術論文の読み方、研究結果を臨床実践で活用する方法、各研究の限界や課題点の
見つけ方を、講義、グループ発表、ディスカッションを通して学ぶ。グループ発表
については、以下の�）から�）のテーマの中から各自関心のあるものを選び、
テーマごとにグループを作る。そして、テーマに関連する学術論文を読む。さらに、
研究のサマリーと研究の限界および課題点を発表し、全体でのディスカッションに
よって理解を深める。
�）精神疾患を持つ方々に対する心理臨床実践
�）医療領域における心理職の役割・専門性・成長モデル
�）心理臨床実践における専門職連携・協働とその教育方法
�）自傷・自殺予防
�）メンタルヘルスリテラシー教育

＜到達目標＞
研究デザインや方法の違いが理解できるようになること、自身の関心のあるテーマ
を選びそのテーマに関連する学術論文が読めるようになること、そのテーマに対す
る興味・関心を高め専門的知識を蓄積すること、そして、今後必要とされる新たな
研究のアイデアを挙げられるようになることを目指す。

授業内容

第�回 イントロダクション（年間スケジュールの共有など）
第�回 学術論文の読み方、活かし方①観察研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方②介入研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方③尺度開発研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方④質的研究
第�回 学術論文の読み方、活かし方⑤系統的レビューとメタアナリシス
第�回 国内外の文献の検索方法、論文サマリーの作り方
第	回 グループ発表とディスカッション
第
回 グループ発表とディスカッション
第10回 グループ発表とディスカッション
第11回 グループ発表とディスカッション
第12回 グループ発表とディスカッション
第13回 グループ発表とディスカッション
第14回 春学期のふりかえり

履修上の注意

研究と臨床実践のつながりを意識しながら、好奇心を持って学習を深めてほしい。
また、ディスカッションの時間は、自由に様々な意見を積極的に出してほしい。な
お、やむを得ず遅刻あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝えること。

準備学習（予習・復習等）の内容

グループ発表では、事前に該当論文が全員へ配布される。そのため、授業参加者は
該当論文を一読したうえで発表を聞くことを原則とする。発表担当者は、発表当日
までに該当論文を丁寧に読み込み、研究のサマリーと研究の限界および課題点をま
とめたパワーポイントを作成する。そして発表当日は、パワーポイントを用いてプ
レゼンテーションを行う。発表後は、ディスカッションで挙がった指摘を整理し、
今後の研究計画を立案する際に役立てる。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

必要に応じて参考となる書籍などを紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。

成績評価の方法

授業での発表内容（50%）、ディスカッションへの参加態度・積極性（20%）、各回で
実施する授業内レポート（10%）、学期末レポート（20%）

その他

特記事項なし

1088_14C03206

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 川 島 義 高

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
春学期と同様に、以下の�）から�）のテーマの中から各自関心のあるものを選び、
卒業論文の執筆を見据えた研究計画書を作成する。具体的には、研究計画書の書き
方を講義を通して学び、その後、各自が関連文献の検索、研究計画書の「背景」・
「目的」・「方法」の執筆を進める。そして、個人発表と全体ディスカッションを通し
て推敲を重ねる。
�）精神疾患を持つ方々に対する心理臨床実践
�）医療領域における心理職の役割・専門性・成長モデル
�）心理臨床実践における専門職連携・協働とその教育方法
�）自傷・自殺予防
�）メンタルヘルスリテラシー教育

＜到達目標＞
臨床心理学に関連した研究を行う際の基盤となる姿勢、倫理、方法論、専門的知識
を身に付け、卒業論文の研究計画書の作成を目指す。また、授業内での個人発表と
ディスカッションを通して、プレゼンテーションやディスカッションのスキルを磨
く。

授業内容

第�回 イントロダクション（研究計画書の書き方、研究を行う際の心構えなど）
第�回 個人発表とディスカッション
第�回 個人発表とディスカッション
第�回 個人発表とディスカッション
第�回 個人発表とディスカッション
第�回 個人発表とディスカッション
第�回 個人発表とディスカッション
第	回 個人発表とディスカッション
第
回 個人発表とディスカッション
第10回 個人発表とディスカッション
第11回 個人発表とディスカッション
第12回 個人発表とディスカッション
第13回 個人発表とディスカッション
第14回 �年間のふりかえり

履修上の注意

研究と臨床実践のつながりを意識しながら、好奇心を持って学習を深めてほしい。
また、ディスカッションの時間は、自由に様々な意見を積極的に出してほしい。な
お、やむを得ず遅刻あるいは欠席をする場合は、事前に必ず担当教員へ伝えること。

準備学習（予習・復習等）の内容

個人発表の担当者は、発表当日までに卒業論文の研究計画書で引用する論文を複数
選び丁寧に読み込む。そして、各論文を引用しながら研究計画書の「背景」、「目
的」、「方法」を検討し、パワーポイントにまとめる。そして発表当日は、パワーポ
イントを用いてプレゼンテーションを行う。発表後は、ディスカッションで挙がっ
た指摘を整理し、研究計画書の推敲に役立てる。

教科書

特に指定しない。
必要に応じてプリントを配布する。

参考書

必要に応じて参考となる書籍などを紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題が出された次の回の授業冒頭にてフィードバックを行う。

成績評価の方法

授業での発表内容（50%）、ディスカッションへの参加態度・積極性（20%）、各回で
実施する授業内レポート（10%）、学期末レポート（20%）

その他

特記事項なし
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1089_14C03104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 佐々木 掌 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

担当教員が指定したジェンダーやセクシュアリティに関する臨床心理
学とその関連領域の主に英文の文献や論文の講読を行い，心理学英語
に馴染み，研究法を理解することを目的とする。卒業論文に向け，心
理学の方法論（論文の書き方やデータの分析法など）を習得していっ
てほしい。

授業内容

第�回：イントロダクション：担当者の決定
第�回：論文や文献の検索の仕方
第�回：論文の読み方①
第�回：論文の読み方②
第�回：論文の読み方③
第�回：発表とディスカッション
第�回：発表とディスカッション
第	回：発表とディスカッション
第
回：発表とディスカッション
第10回：発表とディスカッション
第11回：発表とディスカッション
第12回：発表とディスカッション
第13回：発表とディスカッション
第14回：まとめ

履修上の注意

グループでの発表か個人発表かは，初回の話し合いで決定する。非発
表担当者も，各自批判的疑問を携えて授業に臨む必要があるため，全
員参加型の授業となる。
欠席は認めないが，事情があり欠席せざるを得ない場合は，前もって
Eメールなどで連絡を入れること。

準備学習（予習・復習等）の内容

文献や論文を精読するためには，その周辺の文献を多く読みこなして
おく必要がある。各自関心のある英語論文をA�版�〜�枚で要約す
ることを夏休みの課題とする。

教科書

特になし。

参考書

適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

①授業内での発表の内容，②非発表の際の批判的疑問の内容，③授業
での発言内容により評価する（①50％，②25%，③25％）。

その他

1090_14C03204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 佐々木 掌 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

各受講生が自らの卒業論文に向けて，テーマを絞り，そのテーマの問いを明
らかにするためにはどのような方法論が妥当なのかを考え，そして，これま
でどのような研究が実施されてきたのかを発表する授業である。非発表者全
員に発表内容に対する批判点を挙げてもらうので，修正を繰り返し，より洗
練された内容に改善していってほしい。

授業内容

第�回：イントロダクション：担当者の決定
第�回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第�回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第�回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第�回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第�回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第�回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第	回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第
回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第10回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第11回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第12回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第13回：各自の卒業論文の「問題」・「方法」部分の発表とディスカッション
第14回：まとめ

履修上の注意

卒論に向けた各自の発表に対し，非発表者は必ず批判的意見を発さなければ
ならない。
欠席は認めないが，事情があり欠席せざるを得ない場合は，前もってEメー
ルなどで連絡を入れること。

準備学習（予習・復習等）の内容

先行研究をどれだけ隈なく調べきっているかが卒業論文の質を左右する。英
文誌を含んで先行研究にあたってほしい。

教科書

特になし。

参考書

適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

①授業内での発表の内容，②授業での発言内容により評価する（①50％，②
50％）。

その他
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1091_14C03102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 高 瀬 由 嗣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

臨床心理学領域の基礎的な文献の講読を行ない，研究の発想と方法を

学ぶ。さらに，この学習の成果を踏まえて，自らの力で研究の立案・

計画を行うことを体験し，卒業論文へとつなげる。

授業内容

第�〜14回：心理アセスメント，心理療法，臨床心理学の研究法など

を学ぶうえできわめて重要な文献を紹介する。ここでは，国内のみな

らず海外の文献も広く紹介する予定である。紹介されたそれぞれの文

献には担当者が割り当てられる。その担当者が中心となって内容を精

読した後，発表ならびに参加者全員でディスカッションを行う。な

お，発表に際しては，発表担当者の他に指定討論者をもうけて，活発

なディスカッションを行なうことを目指す。

履修上の注意

文献の検索から，発表，研究の立案・計画に至るまで，積極的な姿勢

で臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業に臨むにあたって，�年次，�年次に学んだ心理学の基礎知

識をよく復習しておくことが大切である。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業時間内に随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学修態度・ディスカッションの姿勢（50％），発表内容（30％），レ

ポート（20％）に基づき総合的な評価を行なう。

その他

1092_14C03202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 高 瀬 由 嗣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

臨床心理学領域の基礎的な文献の講読を行ない，研究の発想と方法を

学ぶ。さらに，この学習の成果を踏まえて，自らの力で研究の立案・

計画を行うことを体験し，卒業論文へとつなげる。

授業内容

第�〜9回：各自が関心を持つ領域の研究論文を，学生自らが探し出

し，まとめて発表する。ここでは最低でも�編以上の研究論文の発表

が義務づけられる。なお，発表に先立って，文献検索の方法や図書館

の効果的な活用法についてのレクチャーおよびトレーニングを実施す

る。

第10〜14回：各自の関心領域が定まったら，それを卒業論文につなげ

るための作業が必要となる。そこでこの期間においては，具体的な研

究の立案・計画を行う。ここでは，すべてのメンバーに実際に研究計

画書を提出してもらい，そのテーマ（研究の目的）の設定から，文献

の収集方法，具体的な計画の立て方，研究を進めるにあたっての留意

点，倫理的な配慮までを総合的にディスカッションする。

履修上の注意

文献の検索から，発表，研究の立案・計画に至るまで，積極的な姿勢

で臨むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

秋学期が終わるまでに，卒業論文のための「研究計画書」を提出して

もらう。各自，自らの研究テーマを確立するために，関連文献をしっ

かりと読みこむことが大切である。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業時間内に随時紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学修態度・ディスカッションの姿勢（50％），発表内容（30％），レ

ポート（20％）に基づき総合的な評価を行なう。

その他
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1093_14C03105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 竹 松 志 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

数多くの専門文献の分析や実際の体験学習などを通して，臨床心理学についての学
習をより深く実践的に進めていくことにより，将来臨床心理士や公認心理師などの
専門援助職を志向する学生はもちろん，家庭や職場・地域社会などにおいて「カウ
ンセリングマインド」を持って関わり，活躍できる人材の育成を目指したい。少人
数教育の利点を生かし，「ともに学びあう」スタイルで行なっていきたい。
特に「教育」「子ども」「思春期・青年期」「イメージ」「親・友人・異性などとの対
人関係」「人権」などに関する内容を取り上げる予定である。

授業内容

詳しくは，初回に集まったメンバーで話し合って決めたいが，現在のところ，以下
のようないくつかの展開を考えている。

（�）臨床心理学を専門的に学ぶうえで、是非読んでおきたい古典から最新トピッ
クまでの重要文献を選び、毎週レポーターを決めて発表・ディスカッションする。
（�）専門誌に発表された学術論文や出版物などから学生各人が題材を探し出し，
レジュメを作成・配布しながらゼミで発表を担当する。他のメンバーも、事前に対
象文献を通読して意見をレポート用紙にまとめておき，当日のディスカッションに
積極的に参加する。
（�）学生各人が�年次に自分が取り組んでいきたい卒論テーマを念頭において模
索しながら、自由研究を発表する。
（�）箱庭やコラージュ、描画など，イメージ作品の制作・検討を�作品ずつじっ
くり行なう。
（�）学校や教育相談所、クリニックなどのうち，教育を中心とする臨床現場を見
学する。特に学校現場においては、できるだけ短期間でも教室の中に入りボラン
ティア活動をすることを奨励したい。
（�）教員が課題図書として貸し出す「臨床心理学を学ぶにあたり読むべき良書
（単行本）」を�冊ずつ読み、感想レポートを提出する作業を、ほぼ隔週毎に通年継
続する。

以上のような学習過程を経るなかで，最終的には卒業論文に取り上げたい各人の
テーマの発見へとつなげることを目指す。
第�回：イントロダクション
第�回〜第13回：受講生による発表およびディスカッションなど
第14回：まとめ

履修上の注意

少人数で行なう演習課目なので、グループ構成員として各人が担う自分の責任を強
く自覚しながら，積極的かつ主体的に臨んできてほしい。基本的に「全授業への貢
献」が履修の絶対条件である。
なお、教員から届くメールなどの連絡に対して「必ず返信」すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分に割り当てられた発表時だけでなく、他のゼミ構成員の発表元文献も事前に配
布されるので、全員が予め通読して意見をレポート用紙にまとめて、授業当日有意
義なディスカッションができるように準備をすることが求められるなど、「毎回の予
習・復習」が必須作業になる。

教科書

特に指定しない。

参考書

講義時に随時紹介するので，受講生は積極的に目を通し，発展的に関連文献へと
学習を進めていってほしい。なお，松井豊「改訂新版 心理学論文の書き方-卒業論文
や修士論文を書くために 」（河出書房新社）、河野哲也「レポート・論文の書き方入
門」（慶応義塾大学出版会）などを参考に，普段からレジュメやレポートの書き方の
基本をしっかり習得することを意識してほしい。特に、�年次の卒論作成に向けて、
統計についても着々と自己学習を進めること。

課題に対するフィードバックの方法

口頭および加筆などの形で、必要に応じてフィードバックを行う

成績評価の方法

「発表やレポート評価」を70％、「授業に臨む姿勢」を30％として、総合的に評価
する。

その他

1094_14C03205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 竹 松 志 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

数多くの専門文献の分析や実際の体験学習などを通して，臨床心理学についての
学習をより深く実践的に進めていくことにより，将来臨床心理士や公認心理師など
専門援助職を志向する学生はもちろん，家庭や職場・地域社会などにおいて「カウ
ンセリングマインド」を持って関わり，活躍できる人材の育成を目指したい。少人
数教育の利点を生かし，「ともに学びあう」スタイルで行なっていきたい。
特に「教育」「子ども」「思春期・青年期」「イメージ」「親・友人・異性などとの対
人関係」「人権」などに関する内容を取り上げる予定である。

授業内容

本演習は、春学期の「臨床心理学演習Ａ」に引き続き、以下のようないくつかの展
開を考えているが、特に�年次の卒業論文制作に向けた準備を中心に進めていく予
定である。

（�）�年次の卒論テーマの模索のために、夏休みの課題として収集した20〜30編
程度の専門誌に発表された学術論文のなかから、�編を選び出し、レジュメを作成・
配布しながらゼミで発表をする。他のメンバーも、事前に対象文献を通読しておき、
当日のディスカッションに積極的に参加する。
（�）箱庭やコラージュなど，イメージ作品の制作・検討を�作品ずつじっくり行
なう。
（�）学校や教育相談所、クリニックなどのうち，教育を中心とする臨床現場を見
学する。特に学校現場においては、短期間でも実際の教室のなかに入りボランティ
ア活動をすることを奨励したい。
（�）教員が課題図書として貸し出す「臨床心理学を学ぶにあたり読むべき良書
（単行本）」を�冊ずつ読み、感想レポートを提出する作業を、ほぼ隔週毎に通年継
続する。
（�）毎年11月下旬頃に開催されるゼミ�年生の「卒論事前発表会」にオブザー
バーとして参加し、次年度の参考にする。

以上のような学習過程を経るなかで，最終的には卒業論文に取り上げたい各人の
テーマの発見へとつなげることを目指す。
第�回：イントロダクション
第�回〜第13回：受講生による卒論に向けた準備発表およびディスカッション
第14回：総まとめ・これからの卒論作成に向けてのミニレクチャー

履修上の注意

少人数で行なう演習課目なので、グループ構成員として各人が担う自分の責任を
強く自覚しながら，積極的かつ主体的に臨んできてほしい。基本的に「全授業への
貢献」が履修の絶対条件である。
なお、教員から届くメールなどの連絡に対して「必ず返信」すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

自分に割り当てられた発表時だけでなく、他のゼミ構成員の発表元文献も事前に
配布されるので、全員が予め通読して意見をレポート用紙にまとめて、授業当日有
意義なディスカッションができるように準備をすることが求められるなど、「毎回の
予習・復習」が必須作業になる。

教科書

特に指定しない。

参考書

講義時に随時紹介するので，受講生は積極的に目を通し，発展的に関連文献へと
学習を進めていってほしい。なお，松井豊「改訂新版 心理学論文の書き方--卒業論
文や修士論文を書くために」河出書房新社、河野哲也「レポート・論文の書き方入
門」（慶応義塾大学出版会）などを参考に，普段からレジュメやレポートの書き方の
基本をしっかり習得することを意識してほしい。
特に、�年次の卒論作成に向けて、統計についても自己学習を着々と進めること。

課題に対するフィードバックの方法

口頭および加筆などの形で、必要に応じてフィードバックを行う。

成績評価の方法

「発表やレポート評価」を70％、「授業に臨む姿勢」を30％として，総合的に評価
する。

その他
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1095_14C03101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ａ 濱 田 祥 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

児童期，思春期の臨床心理学に関する問題についての知識を習得し，

理解を深める。

発表者がレジュメを作成し，その発表を踏まえて受講生でディスカッ

ションを行う。レジュメを作成し，発表すること，ディスカッション

に参加することを通して専門的な学習を進める上での基礎力を育成す

ることを目標とする。

授業内容

児童期，思春期の臨床心理学に関するテーマについて、発表者が学術

論文、書籍等の文献を調べ、その内容をまとめ，レジュメを作成す

る。

テーマは児童期，思春期の臨床心理学的な問題を予定している。授業

では発表をもとにディスカッションを行う。

第�回：授業の進め方についての説明，担当の決定

第�回〜第14回：発表・ディスカッション

履修上の注意

演習形式の授業であるので，ディスカッション，発表には主体的かつ

積極的に取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期の間，一人の学生が複数回の発表を担当する。

発表のために，グループでの話し合い，個人で資料を読み，レジュメ

としてまとめるなどのの準備を行う必要がある。

教科書

特に指定しない。

参考書

授業中に適宜，紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業，ディスカッションへの参加態度（50％）及び最終レポート

（50％）によって総合的に評価する。

その他

1096_14C03201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学演習Ｂ 濱 田 祥 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

児童期，思春期の心理的問題について理解を深める。また，自身の関

心のあるテーマを見つけ，研究課題を設定し，研究計画を立てること

を目標とする。大きなねらいは以下の�点である。(�)臨床心理学の

論文の読み方及び構成を習得すること，(�)臨床心理学研究への関心

を養うこと，(�)自身の卒業論文の研究テーマを見つけ，研究の立

案・計画を行い，次年度の卒業論文執筆へとつなげていくこと。

具体的には，自身の研究テーマを設定し，研究計画を立て，調査等の

実施に向け，準備を進める。

授業内容

第�回・第�回：文献検索の方法，引用の仕方とレポートの書き方な

ど，卒業論文作成時に必要となる基本的な技法について学ぶ。

第�回〜第14回：自身の関心のあるテーマについての研究論文の発表

と自身の研究計画の発表を行う。

履修上の注意

卒業論文につながる重要な内容を含むので，受講者には授業中のディ

スカッション等に積極的に参加することを期待している。他の受講生

の発表の際にも，ディスカッションの内容を自分の研究に活かせるよ

う，主体的に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

秋学期において、複数回の発表を行う。

発表の際には自身の関心のあるテーマに関連した先行研究を読んだ上

で，自身の研究課題を設定し，教員，受講生とディスカッションを行

う。

発表の際には必ずレジュメを準備すること。

教科書

特に指定しない。

参考書

『心理学研究の基礎』原岡一馬著 ナカニシヤ出版 2002年

『心理学の卒業研究ワークブック 発想から論文完成までの10ステー

ジ』小塩真司・宅香菜子著 金子書房 2015年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は授業への参加態度と発表内容及び最終レポートによって評価す

る（発表及びディスカッションへの参加態度，内容：50％，期末レ

ポート：50％）。

その他

─ 572─



1097_14G06201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学概論Ⅰ 佐々木 掌 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

臨床心理学とは，何らかの問題を持つ人々に対して心理学的知識や技法を用
いて援助するために，その技法や理論を研究する学問体系である。古典的に
は個人の変容に焦点が当てられてきたが，現在では個人を取り囲む人々の変
容にも領域を広げ，「問題」を援助する実践が行われてきている。本授業は，
臨床心理学の基本的な成り立ちと理論を押さえ，その上で架空事例を用いな
がらさまざまなアセスメント法や心理療法による臨床心理学的介入について
理解を深め，また架空事例を論理的且つ共感的に理解できるようになること
を目的とする。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：臨床心理学の成り立ち①
第�回：臨床心理学の成り立ち②
第�回：臨床心理学と研究
第�回：臨床心理学と心理アセスメント
第�回：臨床心理学の代表的な理論と心理療法①精神分析
第�回：臨床心理学の代表的な理論と心理療法②認知行動療法
第	回：臨床心理学の代表的な理論と心理療法③ヒューマニスティック・ア

プローチ
第
回：臨床心理学の代表的な理論と心理療法④システミック・アプローチ
第10回：臨床心理学の代表的な理論と心理療法⑤コミュニティ・アプローチ
第11回：「性の健康」と臨床心理学
第12回：「性の多様性」と臨床心理学�
第13回：「性の多様性」と臨床心理学�
第14回：a：試験 b：解説・まとめ

履修上の注意

本授業は、「対面授業」を基本としますが、適宜「オンデマンド授業」も行い
ます。どの回がオンデマンド授業となるかは、授業内でアナウンスをします。
初回は「対面授業」です。

臨床心理学の領域に足を踏み入れる際の留意点としては，①曖昧さ耐性を持
つこと，②客観性を保つこと，が挙げられる。安易な“答えのようなもの”に飛
びつかず，常に主観に偏っていないかセルフモニタリングすることが求めら
れる。そのためには，毎回授業で得た知識に対して批判的思考ができるよう，
関連書籍などに目を通しておく必要がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として，授業中に紹介した文献や配布資料，関連書籍を読むこと。

教科書

テキストとしては馬場礼子(編集)「臨床心理学概説 (放送大学教材)」を用い
るものの、道しるべとしての使い方をするため、購入の必要はない。基本的
には配布資料を使用して講義する。

参考書

適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内でのリアクションペーパー及び期末試験の成績により評価する。

その他

1098_14G06301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床心理学概論Ⅱ 濱 田 祥 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

児童期，思春期の心の発達，心理的問題について理解を深める。子ど
もの内的世界を理解し，子どもの臨床心理学に関する基礎的な知識を
身につける。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：臨床心理学の基礎理論
第�回：子どもの心の特徴と発達の臨床理論①乳幼児期（�）
第�回：子どもの心の特徴と発達の臨床理論②乳幼児期（�）
第�回：子どもの心の特徴と発達の臨床理論③児童期
第�回：子どもの心の特徴と発達の臨床理論④思春期・青年期
第�回：発達障害について①（自閉スペクトラム症）
第	回：発達障害について②（注意欠如・多動性障害）
第
回：発達障害について③（学習障害）
第10回：子どもの心の問題①
第11回：子どもの心の問題②
第12回：子どもの心の問題③
第13回：子どもの心理療法①
第14回：子どもの心理療法②

履修上の注意

授業で学んだ内容について，各自で調べるなどし，学習を深めるこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として，教科書の該当箇所及び授業中に紹介した文献を読むこ
と。

教科書

『支援のための心理学 エビデンスに基づく援助活動の実際 』 高岸
幸弘・黒山竜太編著 北樹出版 2022年
この他，授業中に適宜資料を配布する。

参考書

『乳幼児精神医学入門』本城秀次著 みすず書房 2011年
『再び「青年期」について』笠原嘉著 みすず書房 2011年
『心理臨床における遊び その意味と活用』弘中正美編著 遠見書房
2016年

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の小レポート及び期末試験の成績により評価する（授業中の小
レポート20％，期末試験80％）。

その他

授業でパワーポイントを使用する回には、事前にパワーポイントの資
料をOh-o!Meijiにアップロードする。
その資料を各自プリントアウトしたり、ダウンロードしたりして持参
した上で授業に臨むこと。
その他、必要な資料を授業の際に配布することがある。
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1099_14G09001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

臨床哲学 池 田 喬

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「臨床哲学」は「ベッドサイドの哲学」とも呼ばれ、最近二〇年間で定着してきた比
較的新しい哲学です。この授業では、ケアの現場を中心に、私たちが生きるこの社
会で問いが生じる現場に寄り添って思考する技法を学びます。到達目標は、実生活
の具体的経験について哲学的に対話・思考し、その結果を自分で言語化する力を身
につけることです。
この授業では、臨床哲学の試みについての代表的書籍を手がかりに、自己と他者、

身体と心、生と死などの哲学的テーマを具体的な体験に即して考えます。受講者に
は、（�）具体的な経験を取り上げ、（�）そのテーマに関して教室の内外で対話し、
（�）その対話内容を授業での議論内容をもとに哲学的に掘り下げること、が求めら
れます。

授業内容

第�回：イントロダクション：講義の目的、方法、手順
第�回：発表の担当日決め、サンプル発表（第�章“試み”としての哲学）、質問シー

トの使い方
第�回：読解とディスカッション：第�章 だれの前で、という問題
第�回：読解とディスカッション：第�章 遇うということ
第�回：読解とディスカッション：第�章 迎え入れるということ
第�回：読解とディスカッション：第�章 苦痛の苦痛
第�回：読解とディスカッション：第�章 “ふれる”と“さわる”

第	回：読解とディスカッション：第�章 享けるということ
第
回：読解とディスカッション：第	章 ホモ・パティエンス
第10回：ブックレビューを書く
第11回：レポート・エントリーとレポート作成についての説明
第12回：レポート・エントリーへのコメント
第13回：レポートへの相互レスポンス
第14回：まとめ：出席回数の確認

履修上の注意

受講者に何よりも求められるのは、他人の言葉を傾聴すること、ただ聞くだけでは
なく感想を伝えたり質問をしたり（応答）すること、自分の考えを丁寧に人に伝え
ること、これらのための努力です。受講者は必ず一回発表することが求められ、そ
の発表をもとにした話し合いをします。また、課題としてインタビューに基づいた
レポートが課され、教室外で特定のテーマについて対話することが求られます。ま
た、インタビューレポートは、他の受講生からのレスポンスをもらい、さらにその
感想や質問に応答するところまでやって完了します。こうした活動に積極的に関わ
れることが条件になります。同時に、教科書や参考文献に挙げた書物の読解もしま
すので、忍耐強い読書の姿勢も必要です。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として、教科書の該当箇所を毎回読んでくることが必要です（それを前提に話
し合い（問答）をします）。

教科書

鷲田清一『「聴く」ことの力：臨床哲学試論』（ちくま学芸文庫）

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

発表（配布資料＋他の発表者への質問）=30
ブックレビュー＝20
インタビューレポート=30
インタビューレポートへのレスポンス=10
レスポンスへのレスポンス=10

その他

単位取得には�分の�以上の出席が必要です。
第�回目に授業をやり方を説明し、第�回目に発表の担当日を決定します。第�回
目以降からはじめて出席することは妥当な理由を示せない限り認めません。

1100_14G08301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

歴史と哲学 峰 尾 公 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
私たちはふだん「歴史」という言葉を何気なく使用していますが、そ
もそも「歴史」とは一体何なのでしょうか。西洋哲学のなかで「歴史」
が明確に問題となりはじめたのは17〜18世紀のことであり、「歴史学」
と呼ばる学問が確立されたのも19世紀に入ってようやくのことでした。
本講義では、このように西洋近現代に確立され、発展してきた「歴史
哲学」や「歴史学」について概観しながら、個々の発展段階における
重要な人物や思想について紹介していきます。

【到達目標】
「歴史哲学」や「歴史学」について基礎的な知識を獲得する。

授業内容

第�回：授業内容の説明、導入
第�回：歴史哲学の誕生（ヴォルテール、カント）
第�回：歴史哲学の進展（ヘルダー、フィヒテ、ヘーゲル）
第�回：歴史学の誕生（ランケ、ドロイゼン）
第�回：歴史学の進展（ブルクハルト、ニーチェ）
第�回：歴史的な生（ディルタイ、ジンメル）
第�回：歴史科学の基礎づけ（ヴィンデルバント、リッカート）
第	回：歴史性と歴史学（ハイデガー）
第
回：歴史の終焉（コジェーヴ）
第10回：歴史と物語論（カー、ホワイト、ダントー、リクール）
第11回：狂気・監獄・性の歴史（フーコー）
第12回：歴史の概念（ベンヤミン）
第13回：総括
第14回：授業内試験

履修上の注意

とくに哲学史の知識は必要ありませんし、これまで一度も哲学につい
て学んだことがないという学生も歓迎しますが、授業内容としては少
し専門性が高く感じられるかもしれません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に配布するレジュメ・資料を振り返り、わからない部分につい
ては質問すること。前回の授業について復習して次回の授業に臨むこ
と。

教科書

なし

参考書

関連する重要文献については適宜授業内で紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

最終授業日に期末試験を実施し、後日Oh-o! Meiji上に解答を掲示する。

成績評価の方法

期末試験100%。詳しくは初回授業で説明する。

その他

・受講希望者は初回授業に必ず出席すること。
・状況によっては、クラスウェブを用いたオンデマンド形式の授業に
なる可能性もある。その旨を理解したうえで受講するかどうか決める
こと。
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1101_14F56601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

歴史時代の考古学Ａ 追 川 吉 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

歴史時代の考古学（歴史考古学）とは、文献の有無による時代区分
の一つ、歴史時代を対象とした考古学研究に対する便宜的な呼称であ
る。
考古学は物質的資料に基づく歴史研究であるから、どの時代を研究
対象とするのであれ研究方法は共通する。しかし歴史考古学では、文
献・絵図といった史料や建築史など、諸分野との学際的な研究が不可
欠な点に特色がある。
本科目では歴史考古学の研究成果から、その研究のあり方を学ぶ。

授業内容

第�回 考古学における「歴史時代」研究
第�回 歴史考古学のあゆみ（�）
第�回 歴史考古学のあゆみ（�）
第�回 歴史考古学の分析資料
第�回 考古学からみる中世の江戸（�）
第�回 考古学からみる中世の江戸（�）
第�回 家康入国前後の江戸
第	回 江戸城の整備
第
回 江戸の都市開発と公儀普請
第10回 大名屋敷の出現
第11回 江戸の景観と大名屋敷の変遷
第12回 屋敷の囲みと表長屋
第13回 表長屋の出現と都市基盤
第14回 a:大名屋敷の空間構成 b:試験

履修上の注意

歴史考古学の特色の一つは、考古学と他分野の学問との学際的な研
究である。従って受講生も専攻にかかわらず、各自のテーマとする研
究分野との関わりという点を常に意識して授業に臨んでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に配布する講義資料で学習内容を振り返り、不明な部分があ
れば次回授業時までに質問事項としてまとめておくこと。

教科書

特に定めない。授業時に講義資料を配付する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題へのフィードバックはOh-o! Meijiシステムのコメント機
能を利用して行う。したがって課題の提出は同システムを介すること
とし、それ以外の方法（教室やメールでの提出）には応じない。また
提出期限を過ぎての提出も不可とする。

成績評価の方法

期末試験（60%）、授業への参加度（40%）で評価する。

その他

1102_14F56701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

歴史時代の考古学Ｂ 追 川 吉 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 2 駿河台

授業の概要・到達目標

歴史時代の考古学（歴史考古学）とは、文献の有無による時代区分
の一つ、歴史時代を対象とした考古学研究に対する便宜的な呼称であ
る。
考古学は物質的資料に基づく歴史研究であるから、どの時代を研究

対象とするのであれ研究方法は共通する。しかし歴史考古学では、文
献・絵図といった史料や建築史など、諸分野との学際的な研究が不可
欠な点に特色がある。
本科目では歴史考古学の研究成果から、その研究のあり方を学ぶ。

授業内容

第�回 大名屋敷の宴会儀礼
第�回 御殿空間の営み
第�回 詰人空間の営み（�）
第�回 詰人空間の営み（�）
第�回 大名屋敷の諸活動
第�回 大名屋敷の多様性
第�回 旗本屋敷・御家人屋敷のあり方
第	回 町屋のあり方
第
回 江戸の寺社地と遊興地
第10回 近世都市の多様性
第11回 幕末の江戸と大名屋敷
第12回 近・現代の考古学（�）
第13回 近・現代の考古学（�）
第14回 a:歴史考古学の課題 b:試験

履修上の注意

歴史考古学の特色の一つは、考古学と他分野の学問との学際的な研
究である。従って受講生も専攻にかかわらず、各自のテーマとする研
究分野との関わりという点を常に意識して授業に臨んでほしい。
歴史時代の考古学（Ｂ）の講義は、歴史時代の考古学（A）の受講

を前提として進めていく。従って受講するにあたっては歴史時代の考
古学（A）を履修していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に配布する講義資料で学習内容を振り返り、不明な部分があ
れば次回授業時までに質問事項としてまとめておくこと。

教科書

特に定めない。授業時に講義資料を配付する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題へのフィードバックはOh-o! Meijiシステムのコメント機
能を利用して行う。したがって課題の提出は同システムを介すること
とし、それ以外の方法（教室やメールでの提出）には応じない。また
提出期限を過ぎての提出も不可とする。

成績評価の方法

試験（60%）、授業への参加度（40%）で評価する。

その他
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1103_14H03301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア文学史Ａ 中 澤 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ロシア文学のはじまりから19世紀半ばまでのロシア文学を概観します。なお、
「文学史」の「概観」ではありますが、その後の各受講者の学習や研究に役立てて
もらうためにも、ロシア文学のテクストをじかに手に取ることが必須となります。
したがって、開講期間中にはいくつかのロシア文学作品をじっさいに読んでもら
うことになりますので、受講者はそのつもりで臨んでください。この授業を受講
したあとには、各受講者がそれぞれの興味にしたがってさらに自由にロシア文学
作品を読みすすめていくことを目標としましょう。

授業内容

第�回 授業の概要と計画、参考文献紹介
第�回 ロシア文学のはじまり
第�回 10〜12世紀（キエフ・ロシアの文学）、13世紀前半
第�回 『イーゴリ遠征物語』を読む
第�回 13世紀後半〜15世紀
第�回 16〜17世紀：イヴァン�世、アヴァクーム、シメオン・ポロツキイ
第�回 18世紀（�）：ピョートル大帝の改革
第	回 18世紀（�）：カンテミール、トレジアコフスキイ、ロモノソフ、スマロ

コフ
第
回 18世紀（�）：エカテリーナ�世、デルジャーヴィン、ノヴィコフ、フォ

ンヴィージン、ヘラスコフ
第10回 18世紀（�）：ラジーシチェフ、カラムジン
第11回 19世紀（�）：プーシキン
第12回 プーシキン『エヴゲーニイ・オネーギン』を読む
第13回 19世紀（�）：ゴーゴリ、レールモントフ、チュッチェフ
第14回 『外套』を読む

履修上の注意

受講者のなかから、授業内で具体的な作品について発表してくれる人を募りま
す。学期の初めに担当作品と発表者を決定しますので、第�回目の授業には出席
するようにしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

翻訳で読める作品リストをあらかじめ配布しますので、発表担当者はそこから
任意の作品�点を選び、それについて報告してもらいます（ただし古典的作品で
あればそのリストのなかからでなくてもかまいませんが、下記の理由により、な
るべく事前にどの作品について報告するのか申告してもらうことが望ましいかと
思われます）。とはいうものの、なるべく各発表担当者の希望にはしたがいたいと
思っていますので、ある回によっては発表者による報告がないこともあり得るか
と思います。
具体的な流れとしては、「（前半50分）教員による講義→（後半50分）発表担当

者による報告および討論」となるようにしたいと思っています。
また、できるだけ活発な議論をおこなっていくためにも、報告される予定の諸
作品を各受講者もあらかじめ読んでくることをめざしましょう。

教科書

プリントを配布します。

参考書

『はじめて学ぶロシア文学史』藤沼貴/水野忠夫/井桁貞義編著（ミネルヴァ書
房）
『新版ロシア文学案内』藤沼貴・小野理子・安岡治子著（岩波書店）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末のレポート（50%）、授業への参加意欲や積極性などを考慮に入れた平常
点（50%）で総合的に評価します。

その他

1104_14H03401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア文学史Ｂ 中 澤 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

春学期の内容にひきつづき、19世紀半ばから20世紀初めまでのロシア文学の大ま
かな流れを見ていきます。また、秋学期でとりあげられる作家やロシア文学作品は
直接的に日本文学にも大きな影響を与えるようになってきますので、随時それらに
ついても言及していきたいと思っています。
なお、「文学史」の「概観」ではありますが、その後の各受講者の学習や研究に役
立ててもらうためにも、ロシア文学のテクストをじかに手に取ることが必須となり
ます。したがって、開講期間中にはいくつかのロシア文学作品をじっさいに読んで
もらうことになりますので、受講者はそのつもりで臨んでください。この授業を受
講したあとには、各受講者がそれぞれの興味にしたがってさらに自由にロシア文学
作品を読みすすめていくことを目標としましょう。

授業内容

第�回 授業の概要と計画、参考文献紹介
第�回 19世紀（�）：ベリンスキイ、ゲルツェン、アクサーコフ、ゴンチャロフな

ど
第�回 19世紀（�）：トゥルゲーネフ
第�回 19世紀（�）：チェルヌィシェフスキイ、ネクラーソフ、オストロフスキイ

など
第�回 19世紀（�）：ドストエフスキイ
第�回 『罪と罰』を読む
第�回 19世紀（�）：トルストイ
第	回 『アンナ・カレーニナ』を読む
第
回 20世紀（�）：チェーホフ
第10回 『桜の園』を読む
第11回 20世紀（�）：アンドレーエフ、アルツィバーシェフ、ゴーリキイなど
第12回 20世紀（�）：ソログープ、ブリューソフ、ブローク、ベールイなど
第13回 20世紀（�）：フレーブニコフ、マヤコフスキイ、パステルナークなど
第14回 20世紀（�）：ザミャーチン、バーベリ、ブルガーコフなど

履修上の注意

受講者のなかから、授業内で具体的な作品について発表してくれる人を募ります。
学期の初めに担当作品と発表者を決定しますので、第�回目の授業には出席するよ
うにしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

翻訳で読める作品リストをあらかじめ配布しますので、発表担当者はそこから任
意の作品�点を選び、それについて報告してもらいます（ただし古典的作品であれ
ばそのリストのなかからでなくてもかまいませんが、下記の理由により、なるべく
事前にどの作品について報告するのか申告してもらうことが望ましいかと思われま
す）。とはいうものの、なるべく各発表担当者の希望にはしたがいたいと思っていま
すので、ある回によっては発表者による報告がないこともあり得るかと思います。
具体的な流れとしては、「（前半50分）教員による講義→（後半50分）発表担当者
による報告および討論」となるようにしたいと思っています。
また、できるだけ活発な議論をおこなっていくためにも、報告される予定の諸作
品を各受講者もあらかじめ読んでくることをめざしましょう。

教科書

プリントを配布します。

参考書

『はじめて学ぶロシア文学史』藤沼貴/水野忠夫/井桁貞義編著（ミネルヴァ書房）
『新版ロシア文学案内』藤沼貴・小野理子・安岡治子著（岩波書店）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末のレポート（50%）、授業への参加意欲や積極性などを考慮に入れた平常点
（50%）で総合的に評価します。

その他
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1105_14H00901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

論理学概論Ａ 秋 吉 亮 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

現代論理学を初歩から解説する．論理学は「かつ」や「ならば」などの文を結びつける
結合子（命題結合子）や「すべて」や「ある」といった量化子に焦点をあてて，「妥当な
推論とは何か」を取り扱う学問である．本講義は命題論理の意味論・証明論に慣れること
を目指す．
論理学は歴史的に哲学にとって重要な分野であり，現代哲学（とくに言語哲学や科学哲

学など）においても重要なツールである．時間があればこれらの分野への応用なども紹介
する．
自然言語で書かれた推論を自ら形式化し，その正しさを判定できることを第一の到達目

標とする．また，こうした論理学の技能習得のみならず，どうして現在の論理学が枠組み
が誕生したのかに関する背景の理解も目標とする．

授業内容

第一回 イントロダクション（目的と概要）

第二回 日本語文の記号化と形式言語（命題結合子「かつ」「または」）

第三回 日本語文の記号化と形式言語（命題結合子「ならば」「でない」）

第四回 真理表（「かつ」「または」「ならば」「でない」）

第五回 トートロジー

第六回 推論の妥当性

第七回 命題論理の証明論（証明図の導入）

第八回 命題論理の証明論（「ならば」の除去則，「かつ」の導入・除去則）

第九回 命題論理の証明論（「ならば」の導入則，「でない」の導入・除去則）

第十回 命題論理の証明論（「または」の導入・除去則）

第十一回 命題論理の証明論（爆発則）

第十二回 命題論理の証明論（背理法）

第十三回 命題のあつまりの整合性，論理体系の完全性

第十四回 まとめ

履修上の注意

初歩の初歩から解説するため，論理学に関する知識は仮定しない．

授業は講義だけではなく演習を含むと思ってほしい．授業は講義形式で進めるが，解説
動画を聞いただけではわからず，自分の手を動かすことによって初めて論理学は身につく
と考えてほしい．練習問題やその解答を毎回配布しながら，受講生のつまずきやすいポイ
ントを適宜解説するので，授業への積極的な参加を期待する．

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として，プリントの該当箇所に軽く目を通しておくこと．復習として，授業内で
扱った練習問題を自ら解き直すことで，期末レポートに備えること．

教科書

プリントを配布する．

参考書

納富信留, 檜垣立哉, 柏端達也 (編)， 『よくわかる哲学・思想』，ミネルヴァ書房，2019
年．
野矢茂樹著，『新版 論理トレーニング』，産業図書，2006 年．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

各回の授業への貢献が20%，期末レポートが80%．

その他

アンケートでフィードバックが有用であったという意見が出たため，今年度もこれを必
要に応じて継続する．

1106_14H01001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

論理学概論Ｂ 秋 吉 亮 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

「論理学概論A」に引き続き現代論理学の基礎，とくに，「すべて」や「ある」といった
量化子を取り扱う述語論理を解説する．ここでも「妥当な推論とは何か」を主要な問いと
して取り扱い，述語論理の意味論・証明論に慣れることを目指す．「論理学概論A」と同
様，時間があれば現代哲学（とくに言語哲学や科学哲学など）への応用なども紹介する．
自然言語で書かれた推論を自ら形式化し，その正しさを判定できることを第一の到達目
標とする．また，こうした論理学の技能習得のみならず，どうして現在の論理学が枠組み
が誕生したのかに関する背景の理解も目標とする．
授業は対面形式で進めて，必要に応じてスライド／練習問題解答／詳細なテキスト／解

説動画を配布しつつ，アンケートなどによって質問を受け付ける．

授業内容

第一回 イントロダクション（目的と概要）

第二回 日本語文の記号化と形式言語（命題結合子の復習）

第三回 日本語文の記号化と形式言語（「すべて」「ある」といった量化子）

第四回 日本語文の記号化と形式言語（多重量化を伴う文の形式化）

第五回 述語論理のモデル（充足可能性）

第六回 述語論理のモデル（反例モデル）

第七回 述語論理で表現できる推論の妥当性

第八回 述語論理の証明論（命題論理の復習）

第九回 述語論理の証明論（全称量化子の導入・除去則）

第十回 述語論理の証明論（存在量化子の導入・除去則 ）

第十一回 述語論理の証明論（爆発則）

第十二回 述語論理の証明論（背理法）

第十三回 命題のあつまりの整合性，論理体系の完全性

第十四回 a まとめ b 期末試験

履修上の注意

論理学概論Aを受講しているか，命題論理の基礎について理解していること．

授業は講義だけではなく演習を含むと思ってほしい．授業は講義形式で進めるが，解説
動画を聞いただけではわからず，自分の手を動かすことによって初めて論理学は身につく
と考えてほしい．練習問題やその解答を毎回配布しながら，受講生のつまずきやすいポイ
ントを適宜解説するので，授業への積極的な参加を期待する．

準備学習（予習・復習等）の内容

予習として，プリントの該当箇所に軽く目を通しておくこと．復習として，授業内で
扱った練習問題を自ら解き直すことで，期末レポートに備えること．

教科書

プリントを配布する．

参考書

納富信留, 檜垣立哉, 柏端達也 (編)， 『よくわかる哲学・思想』，ミネルヴァ書房，2019
年．
野矢茂樹著，『新版 論理トレーニング』，産業図書，2006 年．

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

各回の授業への貢献が20%，期末レポートが80%．

その他

アンケートでフィードバックが有用であったという意見が出たため，今年度もこれを継
続する．
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1107_14E00201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 二 宮 雅 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が必要と気づい
た生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この概念に基づくライフスタ
イルにおいては、健康は充実した人生を送るための一要素とされている。本授業は、ウェ
ルネスライフの実現に必要とされるウェルネス�領域（環境、身体、精神、情緒、価値
観）について、講義、グループワークやプレゼンテーションなどを通して理解していこう
とするものである。

授業内容

ウェルネスライフ論のテーマの�つであるウエルネス(Wellness)は、アメリカの医学者
ハルバート・ダンにより1961年に提唱された概念です。現在、世界保健機構（WHO）は
「健康」について、Health is a state of complete physical, mental and social well-being and
not merely the absence of disease or infirmity（健康は、単に病気あるいは虚弱でないとい
うだけでなく、肉体的、精神的、社会的に良好な状態である）と定義しています。ダンは
この定義をさらに深く考え、よりよい状態にするために、自ら気づき改善し、QOL（生活
の質）を追求する積極的な健康 を提唱しました。この授業では、こうしたウェルネスの
観点から現代社会の健康について理解することをテーマとしています。
また、この授業のもう�つのテーマであるライフは、人生や生活を意味しますが、これ
は「生」に関する事柄です。私たちは毎日をただ生きているのではなく、さまざまな環境
に「半ば無意識的」に身体を適合させて生活しています。従って、この授業のもう�つ大
きなテーマは、この無意識さへのアプローチにあります。
このような�つの視点から構成されるウェルネスライフ論は、従来の健康学習ではな
く、自らの生活を構成するさまざまな環境に目を向け、現代社会に生きる人間として、そ
うした環境とどのように付き合っていくのかを、自らの視点で再考することを目的として
います。
� イントロダクション（ウェルネスとは）
� 美と身体の価値観
� 糖尿病と身体的価値観
� 痩身願望と健康
� 病の起源
� 食のテクノロジー
� 薬物と身体、社会
	 ロコモティブ・シンドローム

 ストレス社会
10 健康経営
11 ソーシャル・キャピタルと健康
12 ウェルネスの概念と新しい健康観
13 現代社会と健康問題
14 a 試験

b 振り返り

履修上の注意

学生主体の授業運営を目指すため、積極的な授業参加を期待しています。また、授業が
�時間目ですので、遅刻等のないよう注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

「出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ」、第�章『健康、予防医学、身体の管理─
新たな健康のパターナリズム』（二宮雅也）、ナカニシヤ出版を、全体復習に参照して下さ
い。

教科書

特になし。授業時に資料等を配布します。

参考書

特になし。授業時に資料等を配布します。

課題に対するフィードバックの方法

授業の冒頭で前週の課題やリアクションペーパーについて解説、評価する。

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢,40点）、授業中の提出物（30点）、筆記試験（30点）か

ら総合評価する。

その他

なし。

1108_14E00202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 野 坂 俊 弥

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1109_14E00203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1110_14E00204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 マックグラス ケリー

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

Develop an understanding of the wellness concept and build lifestyle habits
to increase happiness. Describe and discuss the elements that make up the
dimensions of the wellness model. Build English communication skills.
Research and present ways to promote wellness as a form of public health.

授業内容

Week �: Introduction to the wellness dimensions and Mindfulness Training
Week �: Mindfulness Training, SAPP Habits and mind mapping of the
Physical Dimension
Week �: Wellness ‒ Discussion of the Physical Dimension
Week �: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Social Dimension
Week �: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Intellectual
Dimension
Week �: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Emotional
Dimensions
Week�:Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Spiritual Dimension
Week 	: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Occupational
Dimension
Week 
: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Financial
Dimension
Week 10: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Environmental
Dimension
Week 11: Review the the wellness dimensions and habits for happiness.
Introduce guidelines for student project.
Week 12: Examination
Week 13: Discussion of public health promotion and wellness resources.
Continue preparation of student project.
Week 14: Personal Wellness Reflection - Summation Assessment (Submit
Student Project)

履修上の注意

None

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are required to do the weekly readings outside of class and
complete assigned questions in the reflection form in-class.

教科書

No textbook is required.

参考書

Resources will be provided weekly as handouts in class.

課題に対するフィードバックの方法

Homework sheets are graded with accompanying feedback on a weekly
basis.

成績評価の方法

Class Participation & Discussion ‒ 30%, Homework Assignments ‒ 30%,
Examination/Reflection‒ 40%

その他

Not applicable
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1111_14E00205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が必要と
気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この概念に基
づくライフスタイルにおいては、健康は充実した人生を送るための一要素とされ
ている。本授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされるウェルネス�領域
（環境、身体、精神、情緒、価値観）について、講義、グループワークやプレゼン
テーションなどを通して理解していこうとするものである。

＜到達目標＞
�．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネス�領域について説明することができ
る。
�．グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイトと積極的にコ
ミュニケーションをとることができる。

授業内容

授業構成：出欠確認、講義、ワークシート、グループワーク、プレゼンテーショ
ン、リアクションペーパー。
概要は以下の通り。

○講義：ウェルネス�領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について。各領
域におけるキーワードは以下の通り。
・環境：環境汚染と健康障害、ロハスと健康、保養と健康
・身体：肥満・痩身と健康、生活習慣の見直し（運動、栄養、休養）
・精神：タイプＡ行動様式と健康
・情緒：ストレスマネジメント
・価値：ライフプランニング、生きがい、デスエデュケーション

○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ単位
でプレゼンテーションを行う。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自分の
考えを文章にまとめる。

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の意見
を聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に参加する
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容
・復習として、授業中で取り扱った内容を振り返り、まとめておくこと。
・次回の授業内容に関して、情報を集めておくこと。
・各内容について、授業中に指示する。

教科書

使用しない。パワーポイント等プレゼンテーションソフトにて教材を提示する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、20点）、授業中の提出物（30点）、筆記試験（50
点）から総合評価する。

その他

なし

1112_14E00206

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
ウェルネスとは，充実した人生を送るために毎日の生活を見直し，改善が必
要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この
概念に基づくライフスタイルにおいては，健康は充実した人生を送るための
一要素とされている。本授業は，ウェルネスライフの実現に必要とされる
ウェルネスの各領域（環境，身体，精神，情緒，価値観）について，講義，
グループワークやプレゼンテーションなどを通して理解していこうとするも
のである。

＜到達目標＞
�．ウェルネスの概念を理解し，ウェルネスの各領域について説明すること
ができる。
�．グループワークやプレゼンテーションを通して，クラスメイトと積極的
にコミュニケーションをとることができる。

授業内容

第�週：授業概要説明，自己紹介
第�週：ウェルネスとは，人生観、生きがい（精神）
第�週：生活習慣の見直し：運動、食事、飲酒、喫煙（身体）
第�週：生活習慣の見直し：運動、食事、飲酒、喫煙（身体）
第�週：行動変容の理論と実践（身体）
第�週：メンタルヘルス，ストレス（情緒）
第�週：メンタルヘルス，ストレス（情緒）
第	週：ストレスマネジメント・コーピング（情緒）
第
週：ストレスマネジメント・コーピング（情緒）
第10週：社会的環境（環境）
第11週：グループディスカッション・プレゼンテーション（価値）
第12週：グループディスカッション・プレゼンテーション（価値）
第13週：グループディスカッション・プレゼンテーション（価値）
第14週：まとめ，ウェルネスライフとは

履修上の注意

本授業は，グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の意
見を聞いたりする必要があるので，受身の姿勢ではなく，積極的に授業に参
加すること。
第�週の授業には，必ず出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受るためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢，40点），授業中の提出物（30点），筆記試験
（30点）から総合評価する。

その他

なし
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1113_14E00207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 森 田 ゆ い

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

<授業概要>
ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が必
要と気づいた生活習慣の 改善をしていこうという全人的健康観である。この
概念に基づくライフスタイルにおいては、健康は充 実した人生を送るための
一要素とされている。本授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされる
ウェ ルネスの各領域(環境、身体、精神、情緒、価値観)について、講義、グ
ループワークやプレゼンテー ションなどを通して理解していこうとするもの
である。
<到達目標>
1.ウェルネスの概念を理解し、ウェルネスの各領域について説明することがで
きる。 2.グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイトと積
極的にコミュニケーションをと
ることができる。

授業内容

＜授業内容＞
第�週：授業概要説明、グループ分け、自己紹介
第�週：ウェルネスとは
第�週：身体とウェルネス（生活習慣の見直し：食事、栄養、運動）
第�週：身体とウェルネス（健康とは）
第�週：身体とウェルネス（行動変容の理論と実践）
第�週：環境とウェルネス（環境問題、喫煙）
第�週：精神とウェルネス（メンタルヘルス）
第	週：精神とウェルネス（ストレスとは）
第
週：情緒とウェルネス（ストレスマネジメント） 

第10週：価値とウェルネス（生きがい、クオリティオブライフ）
第11週：価値とウェルネス（ウェルネスライフとは）
第12週：ウェルネスライフとは（グループ別プレゼンテーション�） 

第13週：ウェルネスライフとは（グループ別プレゼンテーション�）
第14週：まとめ

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり、他の受講生
の意見を聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業
に参加すること。 

第�回の授業には必ず出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の際にお伝えします。

教科書

使用しません。必要に応じて資料を配布します。

参考書

必要に応じて授業で案内致します。

課題に対するフィードバックの方法

提出物には原則的に翌週に総括をお伝えします。
プレゼンテーションには全員で評価を行い、その結果を公表します。

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点(授業への取り組み姿勢，40 点)，授業中の提出物(30 点)，筆記試験
(30 点)から総合評価す る。

その他

1114_14E00208

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 濁 川 孝 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見
直し、改善が必要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康
観である。この概念に基づくライフスタイルにおいては、健康は充実した人
生を送るための一要素とされている。本授業は、ウェルネスライフの実現に
必要とされるウェルネス各領域について、講義、グループワークやプレゼン
テーションなどを通して理解していこうとするものである。
＜到達目標＞ �．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネス�領域について
説明することができる。�．グループワークやプレゼンテーションを通して、
クラスメイトと積極的にコミュニケーションをとることができる。

授業内容

＜授業内容＞
授業構成：出欠確認、講義、ワークシート、グループワーク、プレゼンテー
ション、リアクションペーパー。概要は以下の通り。
○講義：ウェルネス各領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について。
各領域におけるキーワードは以下の通り。
・環境：環境汚染と健康障害、ロハスと健康、原発問題、星野道夫のいた

自然環境
・身体：生活習慣の見直し（運動、栄養、休養）、星野道夫の健康観
・精神：タイプA行動様式と健康、スピリチュアリティ、死生観、星野道夫
の精神
・情緒：ストレスマネジメント、星野道夫の思想
・価値：ライフプランニング、生きがい、デスエデュケーション、星野道

夫の価値観
○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ
単位でプレゼンテーションを行う。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自
分の考えを文章にまとめる。

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の
意見を聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に
参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎週、その都度予習・復習について案内する。

教科書

濁川孝志著『星野道夫 永遠の祈り』（でくのぼう出版）

参考書

星野道夫『旅をする木』（文春文庫）
濁川孝志著『星野道夫の神話』（コスモス・ライブラリー）

ほか、必要に応じて紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、30点），授業中の発言および提出物（20点），
筆記試験（50点）から総合評価する。

その他

なし
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1115_14E00209

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が必要と
気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この概念に基
づくライフスタイルにおいては、健康は充実した人生を送るための一要素とされ
ている。本授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされるウェルネス�領域
（環境、身体、精神、情緒、価値観）について、講義、グループワークやプレゼン
テーションなどを通して理解していこうとするものである。

＜到達目標＞
�．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネス�領域について説明することができ
る。
�．グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイトと積極的にコ
ミュニケーションをとることができる。

授業内容

授業構成：出欠確認、講義、ワークシート、グループワーク、プレゼンテーショ
ン、リアクションペーパー。
概要は以下の通り。

○講義：ウェルネス�領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について。各領
域におけるキーワードは以下の通り。
・環境：環境汚染と健康障害、ロハスと健康、保養と健康
・身体：肥満・痩身と健康、生活習慣の見直し（運動、栄養、休養）
・精神：タイプＡ行動様式と健康
・情緒：ストレスマネジメント
・価値：ライフプランニング、生きがい、デスエデュケーション

○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ単位
でプレゼンテーションを行う。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自分の
考えを文章にまとめる。

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の意見
を聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に参加する
こと。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容
・復習として、授業中で取り扱った内容を振り返り、まとめておくこと。
・次回の授業内容に関して、情報を集めておくこと。
・各内容について、授業中に指示する。

教科書

使用しない。パワーポイント等プレゼンテーションソフトにて教材を提示する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、20点）、授業中の提出物（30点）、筆記試験（50
点）から総合評価する。

その他

なし

1116_14E00210

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 野 坂 俊 弥

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1117_14E00211

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、
改善が必要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。こ
の概念に基づくライフスタイルにおいては、健康は充実した人生を送るための一要
素とされている。本授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされるウェルネス�
領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について、講義、グループワークやプレ
ゼンテーションなどを通して理解していこうとするものである。
＜到達目標＞ �．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネス�領域について説明す
ることができる。�．グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイ
トと積極的にコミュニケーションをとることができる。

授業内容

＜授業内容＞
授業構成：出欠確認、講義、ワークシート、グループワーク、プレゼンテーション、
リアクションペーパー。
概要は以下の通り。

○講義：ウェルネス�領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について。
各領域におけるキーワードは以下の通り。

・環境：環境汚染と健康障害、ロハスと健康、保養と健康
・身体：肥満・痩身と健康、生活習慣の見直し（運動、栄養、休養）
・精神：タイプA行動様式と健康
・情緒：ストレスマネジメント
・価値：ライフプランニング、生きがい、デスエデュケーション

○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ単位で
プレゼンテーションを行う。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自分の考
えを文章にまとめる。

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の意見を
聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞
National Wellness Institute公式ウェブサイトから Definition of Wellness, Six
Dimensions of Wellness,について調べておくこと。

National WEllness InstituteのURL：
https://nationalwellness.org/

＜復習＞
毎回の授業で実施したグループワークのテーマを再考すること。

教科書

使用しない。パワーポイント等プレゼンテーションソフトにて教材を提示する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、20点），授業中の提出物（30点），筆記試験（50点）
から総合評価する。

その他

なし

1118_14E00212

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 マックグラス ケリー

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

Develop an understanding of the wellness concept and build lifestyle habits
to increase happiness. Describe and discuss the elements that make up the
dimensions of the wellness model. Build English communication skills.
Research and present ways to promote wellness as a form of public health.

授業内容

Week �: Introduction to the wellness dimensions and Mindfulness Training
Week �: Mindfulness Training, SAPP Habits and mind mapping of the
Physical Dimension
Week �: Wellness ‒ Discussion of the Physical Dimension
Week �: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Social Dimension
Week �: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Intellectual
Dimension
Week �: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Emotional
Dimensions
Week�:Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Spiritual Dimension
Week 	: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Occupational
Dimension
Week 
: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Financial
Dimension
Week 10: Wellness ‒ Mind mapping and discussion of the Environmental
Dimension
Week 11: Review the the wellness dimensions and habits for happiness.
Introduce guidelines for student project.
Week 12: Examination
Week 13: Discussion of public health promotion and wellness resources.
Continue preparation of student project.
Week 14: Personal Wellness Reflection - Summation Assessment (Submit
Student Project)

履修上の注意

None

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are required to do the weekly readings outside of class and
complete assigned questions in the reflection form in-class.

教科書

No textbook is required.

参考書

Resources will be provided weekly as handouts in class.

課題に対するフィードバックの方法

Homework sheets are graded with accompanying feedback on a weekly
basis.

成績評価の方法

Class Participation & Discussion ‒ 30%, Homework Assignments ‒ 30%,
Examination/Reflection‒ 40%

その他

Not applicable
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1119_14E00213

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1120_14E00214

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 濁 川 孝 志

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見
直し、改善が必要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康
観である。この概念に基づくライフスタイルにおいては、健康は充実した人
生を送るための一要素とされている。本授業は、ウェルネスライフの実現に
必要とされるウェルネス各領域について、講義、グループワークやプレゼン
テーションなどを通して理解していこうとするものである。
＜到達目標＞ �．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネス�領域について
説明することができる。�．グループワークやプレゼンテーションを通して、
クラスメイトと積極的にコミュニケーションをとることができる。

授業内容

＜授業内容＞
授業構成：出欠確認、講義、ワークシート、グループワーク、プレゼンテー
ション、リアクションペーパー。概要は以下の通り。
○講義：ウェルネス各領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について。
各領域におけるキーワードは以下の通り。
・環境：環境汚染と健康障害、ロハスと健康、原発問題、星野道夫のいた

自然環境
・身体：生活習慣の見直し（運動、栄養、休養）、星野道夫の健康観
・精神：タイプA行動様式と健康、スピリチュアリティ、死生観、星野道夫
の精神
・情緒：ストレスマネジメント、星野道夫の思想
・価値：ライフプランニング、生きがい、デスエデュケーション、星野道

夫の価値観
○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ
単位でプレゼンテーションを行う。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自
分の考えを文章にまとめる。

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の
意見を聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に
参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎週、その都度予習・復習について案内する。

教科書

濁川孝志著『星野道夫 永遠の祈り』（でくのぼう出版）

参考書

星野道夫『旅をする木』（文春文庫）
濁川孝志著『星野道夫の神話』（コスモス・ライブラリー）

ほか、必要に応じて紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、30点），授業中の発言および提出物（20点），
筆記試験（50点）から総合評価する。

その他

なし
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1121_14E00215

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 森 田 ゆ い

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

<授業概要>
ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が必
要と気づいた生活習慣の 改善をしていこうという全人的健康観である。この
概念に基づくライフスタイルにおいては、健康は充 実した人生を送るための
一要素とされている。本授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされる
ウェ ルネスの各領域(環境、身体、精神、情緒、価値観)について、講義、グ
ループワークやプレゼンテー ションなどを通して理解していこうとするもの
である。
<到達目標>
1.ウェルネスの概念を理解し、ウェルネスの各領域について説明することがで
きる。 2.グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイトと積
極的にコミュニケーションをと
ることができる。

授業内容

＜授業内容＞
第�週：授業概要説明、グループ分け、自己紹介
第�週：ウェルネスとは
第�週：身体とウェルネス（生活習慣の見直し：食事、栄養、運動）
第�週：身体とウェルネス（健康とは）
第�週：身体とウェルネス（行動変容の理論と実践）
第�週：環境とウェルネス（環境問題、喫煙）
第�週：精神とウェルネス（メンタルヘルス）
第	週：精神とウェルネス（ストレスとは）
第
週：情緒とウェルネス（ストレスマネジメント） 

第10週：価値とウェルネス（生きがい、クオリティオブライフ）
第11週：価値とウェルネス（ウェルネスライフとは）
第12週：ウェルネスライフとは（グループ別プレゼンテーション�） 

第13週：ウェルネスライフとは（グループ別プレゼンテーション�）
第14週：まとめ

履修上の注意

本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり、他の受講生
の意見を聞いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業
に参加すること。 

第�回の授業には必ず出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の際にお伝えします。

教科書

使用しません。必要に応じて資料を配布します。

参考書

必要に応じて授業で案内致します。

課題に対するフィードバックの方法

提出物には原則的に翌週に総括をお伝えします。
プレゼンテーションには全員で評価を行い、その結果を公表します。

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点(授業への取り組み姿勢，40 点)，授業中の提出物(30 点)，筆記試験
(30 点)から総合評価す る。

その他

1122_14E00216

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
ウェルネスとは，充実した人生を送るために毎日の生活を見直し，改善が必
要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この
概念に基づくライフスタイルにおいては，健康は充実した人生を送るための
一要素とされている。本授業は，ウェルネスライフの実現に必要とされる
ウェルネスの各領域（環境，身体，精神，情緒，価値観）について，講義，
グループワークやプレゼンテーションなどを通して理解していこうとするも
のである。

＜到達目標＞
�．ウェルネスの概念を理解し，ウェルネスの各領域について説明すること
ができる。
�．グループワークやプレゼンテーションを通して，クラスメイトと積極的
にコミュニケーションをとることができる。

授業内容

第�週：授業概要説明，自己紹介
第�週：ウェルネスとは，人生観、生きがい（精神）
第�週：生活習慣の見直し：運動、食事、飲酒、喫煙（身体）
第�週：生活習慣の見直し：運動、食事、飲酒、喫煙（身体）
第�週：行動変容の理論と実践（身体）
第�週：メンタルヘルス，ストレス（情緒）
第�週：メンタルヘルス，ストレス（情緒）
第	週：ストレスマネジメント・コーピング（情緒）
第
週：ストレスマネジメント・コーピング（情緒）
第10週：社会的環境（環境）
第11週：グループディスカッション・プレゼンテーション（価値）
第12週：グループディスカッション・プレゼンテーション（価値）
第13週：グループディスカッション・プレゼンテーション（価値）
第14週：まとめ，ウェルネスライフとは

履修上の注意

本授業は，グループワークにおいて自身の意見を発表したり他の受講生の意
見を聞いたりする必要があるので，受身の姿勢ではなく，積極的に授業に参
加すること。
第�週の授業には，必ず出席すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受るためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢，40点），授業中の提出物（30点），筆記試験
（30点）から総合評価する。

その他

なし
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1123_14E00217

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 二 宮 雅 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1124_14E00221

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が
必要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この概念に基づ
くライフスタイルにおいては、健康は充実した人生を送るための一要素とされている。本
授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされるウェルネス�領域（環境、身体、精神、
情緒、価値観）について、講義、グループワークやプレゼンテーションなどを通して理解
していこうとするものである。
＜到達目標＞
�．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネスの各領域について説明することができる。
�．グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイトと積極的にコミュニ
ケーションをとることができる。

授業内容

＜授業構成＞
講義、グループワーク、プレゼンテーション、ワークシートおよびリアクションペーパー
の提出。概要は以下の通り。
○講義：ウェルネス�領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について、各授業で�つ
のテーマを取り上げ、話題提供を行う。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ単位でプレゼ
ンテーションを行う。
○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自分の考えを文
章にまとめる。

＜授業内容＞
第�週：ウェルネスについての概要とイントロダクション
第�週：ウェルネスの各領域（�領域）について
第�週：身体とウェルネス（生活習慣の見直し：食事、栄養、運動）について
第�週：身体とウェルネス（身体の価値観）
第�週：身体とウェルネス（行動変容の理論と実践）
第�週：環境とウェルネス（環境問題、感染症）
第�週：精神とウェルネス（タイプA行動様式）
第	週：精神とウェルネス（メンタルヘルス）
第
週：情緒とウェルネス（ストレス）
第10週：情緒とウェルネス（ストレスマネジメント）
第11週：価値とウェルネス（生きがい、デスエデュケーション）
第12週：価値とウェルネス（ライフプランニング）
第13週：ウェルネスライフとは（グループ別プレゼンテーション）
第14週：まとめ

履修上の注意

・本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり、他の受講生の意見を聞
いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に参加すること。
・現在の自分、これからの自分の健康・身体に関心をもって授業に取り組むこと。
・授業で学び、理解した内容を実生活にいかすよう心掛けること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・復習として、授業中で取り扱った内容を振り返り、まとめておくこと。
・指示された次回の授業内容に関して、情報を集め、まとめておくこと。

教科書

特に定めない。
パワーポイント等プレゼンテーションソフトにて教材を提示する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業への取り組み姿勢および授業中の提出物（50点）、プレゼンテーション（20点）、筆
記試験（30点）から総合評価する。

その他

なし

─ 586─



1125_14E00222

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネスライフ論 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 2 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ ウェルネスとは、充実した人生を送るために毎日の生活を見直し、改善が
必要と気づいた生活習慣の改善をしていこうという全人的健康観である。この概念に基づ
くライフスタイルにおいては、健康は充実した人生を送るための一要素とされている。本
授業は、ウェルネスライフの実現に必要とされるウェルネス�領域（環境、身体、精神、
情緒、価値観）について、講義、グループワークやプレゼンテーションなどを通して理解
していこうとするものである。
＜到達目標＞
�．ウェルネスの概念を理解し、ウェルネスの各領域について説明することができる。
�．グループワークやプレゼンテーションを通して、クラスメイトと積極的にコミュニ
ケーションをとることができる。

授業内容

＜授業構成＞
講義、グループワーク、プレゼンテーション、ワークシートおよびリアクションペーパー
の提出。概要は以下の通り。
○講義：ウェルネス�領域（環境、身体、精神、情緒、価値観）について、各授業で�つ
のテーマを取り上げ、話題提供を行う。
○グループワーク：数名のグループディスカッションをする。
○プレゼンテーション：与えられたテーマについて、個人もしくはグループ単位でプレゼ
ンテーションを行う。
○ワークシート：毎回の授業テーマに関して、考えを文章にまとめる。
○リアクションペーパー：講義、グループワーク等を通して学んだことや自分の考えを文
章にまとめる。

＜授業内容＞
第�週：ウェルネスについての概要とイントロダクション
第�週：ウェルネスの各領域（�領域）について
第�週：身体とウェルネス（生活習慣の見直し：食事、栄養、運動）について
第�週：身体とウェルネス（身体の価値観）
第�週：身体とウェルネス（行動変容の理論と実践）
第�週：環境とウェルネス（環境問題、感染症）
第�週：精神とウェルネス（タイプA行動様式）
第	週：精神とウェルネス（メンタルヘルス）
第
週：情緒とウェルネス（ストレス）
第10週：情緒とウェルネス（ストレスマネジメント）
第11週：価値とウェルネス（生きがい、デスエデュケーション）
第12週：価値とウェルネス（ライフプランニング）
第13週：ウェルネスライフとは（グループ別プレゼンテーション）
第14週：まとめ

履修上の注意

・本授業では、グループワークにおいて自身の意見を発表したり、他の受講生の意見を聞
いたりする必要があるので、受身の姿勢ではなく、積極的に授業に参加すること。
・現在の自分、これからの自分の健康・身体に関心をもって授業に取り組むこと。
・授業で学び、理解した内容を実生活にいかすよう心掛けること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・復習として、授業中で取り扱った内容を振り返り、まとめておくこと。
・指示された次回の授業内容に関して、情報を集め、まとめておくこと。

教科書

特に定めない。
パワーポイント等プレゼンテーションソフトにて教材を提示する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業への取り組み姿勢および授業中の提出物（50点）、プレゼンテーション（20点）、筆
記試験（30点）から総合評価する。

その他

なし

1126_14E10201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 安 松 幹 展

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健
康増進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通して
のコミュニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことが
できる。
�．他学部・他専攻の受講生と積極的にコミュニケーションをはかることがで
きる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツお
よびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）
を決定。
第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームC（レクリエーションゲーム，ストレッチ，ヨガなど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）
・ＳＲ11（ニュースポーツなど）
※授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので
注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1127_14E10202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進運動や様々なスポーツに関
する基礎的知識の習得と，身体運動を通してのコミュニケーション能力の向上
をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲームに積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。
�．身体運動や他者とのコミュニケーションを日常生活に積極的に取り入れる
姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後、種
目（クラス）を決定。
第�〜15週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクササイ
ズ体験）。
・メインホール（バスケットボール、フライングディスクなど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験など）。
・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので注
意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。
屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），
期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1128_14E10203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 佐 古 隆 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な
要素のひとつである。本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進
運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，身体運動を通しての
コミュニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞ �．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲーム
に積極的に取り組むことができる。�．クラスメイトと積極的にコミュニ
ケーションをはかることができる。�．身体運動や他者とのコミュニケー
ションを日常生活に積極的に取り入れる姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツお
よびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整
後、種目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクサ
サイズ体験）。

・メインホール（バスケットボール、フライングディスクな
ど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験な
ど）。
・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるの
で注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にと
り、当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積極
的に実施することを推奨する。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1129_14E10204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ，ヨガ，リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（フライングディスク，ウォーキングなど）

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1130_14E10205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ・ヨガ・リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1131_14E10206

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ マックグラス ケリー

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

The purpose of the following course is to develop overall wellness
though socialization and participation in variety of recreational
activities. Enhance skills of English communication by actively
following instructions and sharing of information orally.

授業内容

Week �: Class Introduction and wellness survey
Week �: Circuit training
Week �: Circuit training
Week �: Yoga
Week �: Yoga
Week �: Wall Climbing
Week �: Wall Climbing
Week 	: Ultimate Frisbee
Week 
: Ultimate Frisbee
Week 10: Badminton
Week 11: Badminton
Week 12: Golf
Week 13: Golf
Week 14: Fitness Testing/Submit Report

履修上の注意

Students must complete and clear a medical examination.

準備学習（予習・復習等）の内容

a. Students must wear appropriate sportswear and non-marking
sports shoes with RED shoe laces.
b. Students are required to attend at least two-thirds of the total
number of classes in order to get a passing grade.
c. Arriving to class late three times is equivalent to one absence.

教科書

No textbook is required for this course. Students are responsible for
any handouts provided.

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

Not applicable

成績評価の方法

Grading and Evaluation - Students will be assessed on class
participation (60％) requiring a minimum two-thirds attendance,
effort (20％), and submission of a written report (20％).

その他

Not applicable

1132_14E10207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他学部・他専攻の受講生と積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよびコ
ミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーションゲーム，ストレッチ，ヨガなど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1133_14E10208

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 安 松 幹 展

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健
康増進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通して
のコミュニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことが
できる。
�．他学部・他専攻の受講生と積極的にコミュニケーションをはかることがで
きる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツお
よびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）
を決定。
第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームC（レクリエーションゲーム，ストレッチ，ヨガなど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）
・ＳＲ11（ニュースポーツなど）
※授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので
注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1134_14E10209

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進運動や様々なスポーツに関
する基礎的知識の習得と，身体運動を通してのコミュニケーション能力の向上
をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲームに積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。
�．身体運動や他者とのコミュニケーションを日常生活に積極的に取り入れる
姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後、種
目（クラス）を決定。
第�〜15週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクササイ
ズ体験）。
・メインホール（バスケットボール、フライングディスクなど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験など）。
・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので注
意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。
屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），
期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1135_14E10210

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 佐 古 隆 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ 本授業の目標は，人間形成や心身共に健康な活力を培うために欠
くことのできない身体運動について科学的に理解し，周りの人々とのコミュニ
ケーションをとりながら実践できる知識を，実際の体験を通じて習得すること
です。運動不足が要因となる病が深刻な社会問題となっている中で，健康で活
力ある生活の基礎となる身体運動の実践能力向上，生涯を通じて運動が実践で
きる資質の育成をねらいとします。
実施種目：バドミントン

＜到達目標＞
ハイクリア，ドライブ，ドロップ，スマッシュ，ヘアピンなどの基本的技術を
習得するための練習に加えて，ゲームを数多く行うことで，バドミントンに必
要な「動く」「打つ」「読む」能力の向上を目指します。

授業内容

使用施設：サブホール
第�講：春学期授業のイントロダクション
第�講：グリップについての説明，ストローク練習（�）ハイクリア
第�講：ストローク練習（�）ドライブ，ドロップ
第�講：ストローク練習（�）スマッシュ，ヘアピン
以降，毎授業の前半30分は各種ストローク練習を行う。
第�講：シングルスゲームの実践（�）ハーフコート
第�講：シングルスゲームの実践（�）ハーフコート（レベル分け）
第�講：シングルスゲームの実践（�）ハーフコート（レベル別）
第	講：シングルスゲームの実践（�）オールコート（レベル別）
第
講：ダブルスゲームの実践（�）
第10講：ダブルスゲームの実践（�）
第11講：ダブルスゲームの実践（�）
第12講：団体戦のためのチーム作り
第13講：団体戦の実践（�）
第14講：団体戦の実践（�）

履修上の注意

�．本授業の内容には実技だけでなく講義も含まれています。
�．単位修得にあたっては，半期授業実施回数の�分の�以上の出席が必要と
なります。
�．医師により運動が禁止または制限されている学生は，第�回目の授業時に
担当教員に申し出て，指示を受けて下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積極的に
実施することを推奨する。

教科書

使用しません。

参考書

使用しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�）平常点60％…授業への取り組み情況，積極性
（�）実技内容の習得度20％
（�）授業への貢献度20％

その他

�．各種目に適切な服装や靴，またメガネの着用については担当教員の指示に
従ってください。
�．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

1136_14E10211

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ，ヨガ，リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（フライングディスク，ウォーキングなど）

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1137_14E10212

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ・ヨガ・リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1138_14E10213

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ マックグラス ケリー

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

The purpose of the following course is to develop overall wellness
though socialization and participation in variety of recreational
activities. Enhance skills of English communication by actively
following instructions and sharing of information orally.

授業内容

Week �: Class Introduction and wellness survey
Week �: Circuit training
Week �: Circuit training
Week �: Yoga
Week �: Yoga
Week �: Wall Climbing
Week �: Wall Climbing
Week 	: Ultimate Frisbee
Week 
: Ultimate Frisbee
Week 10: Badminton
Week 11: Badminton
Week 12: Golf
Week 13: Golf
Week 14: Fitness Testing/Submit Report

履修上の注意

Students must complete and clear a medical examination.

準備学習（予習・復習等）の内容

a. Students must wear appropriate sportswear and non-marking
sports shoes with RED shoe laces.
b. Students are required to attend at least two-thirds of the total
number of classes in order to get a passing grade.
c. Arriving to class late three times is equivalent to one absence.

教科書

No textbook is required for this course. Students are responsible for
any handouts provided.

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

Not applicable

成績評価の方法

Grading and Evaluation - Students will be assessed on class
participation (60％) requiring a minimum two-thirds attendance,
effort (20％), and submission of a written report (20％).

その他

Not applicable
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1139_14E10214

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他学部・他専攻の受講生と積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよびコ
ミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーションゲーム，ストレッチ，ヨガなど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1140_14E10215

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。本
授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増進運
動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュニケー
ション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々なスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことがで
きる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�週ごとに屋内体育施設を変更しながら授業を実施します。以下の利用施設は順番が
異なる場合があります。

施設：和泉総合体育施設（メインホール、サブホール、スポーツルームB,C,フィットネ
スルーム、クライミングウォール、ゴルフ場）

授業計画（予定）変更することがある
第�週 種目選択(秋学期開講�種目から�種目を選択、選択した種目の担当者が春学

期も担当)
第�週 スポーツルームC：自己紹介、コミュニケーションゲーム�
第�週 スポーツルームC：自己紹介、コミュニケーションゲーム�
第�週 クライミングウォール：施設・安全な利用方法の説明、体験クライミング�
第�週 クライミングウォール：体験クライミング�（ボルダリング課題、オブザ

ベーションの大切さ）
第�週 フィットネスルーム：フィットネステスト�
第�週 フィットネスルーム：フィットネステスト�、トレーニングマシン体験
第	週 スポーツルームB：パワーヨガ体験、体幹トレーニング
第
週 スポーツルームB：バランスボールトレーニング
第10週 サブホール：バドミントン�（シャトルを遠くに飛ばす、ダブルスゲームの

進め方）
第11週 サブホール：バドミントン�（ダブルスゲームで遊ぶ）
第12週 ゴルフ練習場：パットパットゴルフ（練習＆ラウンド）、�番アイアンで

ティーショット
第13週 ゴルフ練習場：アプローチ大会、�番アイアンでティーショット
第14週 メインホール：�×�バスケットボール、半期まとめ。期末レポート提出。

履修上の注意

第�週目の授業を欠席した場合，希望種目を選択できないので注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：�週ごとに変更する実技会場へのアクセスをあらかじめ確認しておくこと。
復習：授業で実施したエクササイズやスポーツのルールや方法について復習すること。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への出席状況と取り組み姿勢（38点)，授業中の提出物(42点)、期末レ
ポート（1200字以上、20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
体育館専用の靴（赤い紐を使う）で受講すること。
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1141_14E10216

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ・ヨガ・リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1142_14E10217

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 堀 川 浩 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な要
素のひとつである。本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進運動
や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，身体運動を通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞ �．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲームに
積極的に取り組むことができる。�．クラスメイトと積極的にコミュニケー
ションをはかることができる。�．身体運動や他者とのコミュニケーション
を日常生活に積極的に取り入れる姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々なニュースポーツ
およびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツB（秋学期）の種目を選択。人員調整後、種
目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクササ
イズ体験）。

・メインホール（フットサル、フライングディスク）。
・サブホール（インディアカ、ソフトバレーボール）。
・多目的ホールB（レクリエーションゲームなど）。
・多目的ホールC（ユニカールなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので
注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞授業終了時に次回の種目を伝えるので、インターネットで競技団体
のホームページにアクセスしその種目の成り立ちやルールを確認しておくこ
と。またチームのパフォーマンスを向上させるための技能練習、チームメイ
トとのコミュニケーションの取り方など考えておく。
＜復習＞生涯スポーツとしてニュースポーツを生活に取り入れるために、授
業で実施した種目がどのような形で中高年齢者やハンディキャップを持った
人の体力向上に役立てられているのか、自分の出身あるいは住んでいる市町
村について調べる。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20
点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
アンケートの要望に従い次回授業の案内やレポートの指示等については様々
な方法を用いて周知していく。
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1143_14E10218

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1144_14E10219

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・メインホール（バスケットボール，バレーボール，フライングディスクなど）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームＢ（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ・ヨガ・リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点)，クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1145_14E10220

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要
な要素のひとつである。本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康
増進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，身体運動を通
してのコミュニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞ �．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲー
ムに積極的に取り組むことができる。�．クラスメイトと積極的にコ
ミュニケーションをはかることができる。�．身体運動や他者とのコ
ミュニケーションを日常生活に積極的に取り入れる姿勢をもつことがで
きる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツ
およびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整
後、種目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエク
ササイズ体験）。

・メインホール（バスケットボール、フットサルなど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験な
ど）。

・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合がある
ので注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分に
とり、当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1146_14E10221

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 大 嶽 真 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進運動や様々なスポーツに関
する基礎的知識の習得と，身体運動を通してのコミュニケーション能力の向上
をはかる。
＜到達目標＞
�．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲームに積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。
�．身体運動や他者とのコミュニケーションを日常生活に積極的に取り入れる
姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後、種
目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクササイ
ズ体験）。
・メインホール（バスケットボール、フライングディスクなど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験など）。
・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので注
意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を
使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）として、次週の授業内容を確認し、そのスポーツ技術、運動
方法について調べて授業に臨む。
また事後学習として、授業内容の復習と授業時における動きの情況について振
り返り行う。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），
期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1147_14E10222

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。本
授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増進運
動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュニケー
ション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々なスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことがで
きる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�週ごとに屋内体育施設を変更しながら授業を実施します。以下の利用施設は順番が
異なる場合があります。

施設：和泉総合体育施設（メインホール、サブホール、スポーツルームB,C,フィットネ
スルーム、クライミングウォール、ゴルフ場）

授業計画（予定）変更することがある
第�週 種目選択(秋学期開講�種目から�種目を選択、選択した種目の担当者が春学

期も担当)
第�週 スポーツルームC：自己紹介、コミュニケーションゲーム�
第�週 スポーツルームC：自己紹介、コミュニケーションゲーム�
第�週 クライミングウォール：施設・安全な利用方法の説明、体験クライミング�
第�週 クライミングウォール：体験クライミング�（ボルダリング課題、オブザ

ベーションの大切さ）
第�週 フィットネスルーム：フィットネステスト�
第�週 フィットネスルーム：フィットネステスト�、トレーニングマシン体験
第	週 スポーツルームB：パワーヨガ体験、体幹トレーニング
第
週 スポーツルームB：バランスボールトレーニング
第10週 サブホール：バドミントン�（シャトルを遠くに飛ばす、ダブルスゲームの

進め方）
第11週 サブホール：バドミントン�（ダブルスゲームで遊ぶ）
第12週 ゴルフ練習場：パットパットゴルフ（練習＆ラウンド）、�番アイアンで

ティーショット
第13週 ゴルフ練習場：アプローチ大会、�番アイアンでティーショット
第14週 メインホール：�×�バスケットボール、半期まとめ。期末レポート提出。

履修上の注意

第�週目の授業を欠席した場合，希望種目を選択できないので注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：�週ごとに変更する実技会場へのアクセスをあらかじめ確認しておくこと。
復習：授業で実施したエクササイズやスポーツのルールや方法について復習すること。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への出席状況と取り組み姿勢（38点)，授業中の提出物(42点)、期末レ
ポート（1200字以上、20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
体育館専用の靴（赤い紐を使う）で受講すること。

1148_14E10223

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームB（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ・ヨガ・リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
・グラウンド（ボールゲーム，フライングディスク，ウォーキングなど）

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1149_14E10224

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 堀 川 浩 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な要
素のひとつである。本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進運動
や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，身体運動を通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞ �．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲームに
積極的に取り組むことができる。�．クラスメイトと積極的にコミュニケー
ションをはかることができる。�．身体運動や他者とのコミュニケーション
を日常生活に積極的に取り入れる姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々なニュースポーツ
およびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツB（秋学期）の種目を選択。人員調整後、種
目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクササ
イズ体験）。
・メインホール（フットサル、フライングディスク）。
・サブホール（インディアカ、ソフトバレーボール）。
・多目的ホールB（レクリエーションゲームなど）。
・多目的ホールC（ユニカールなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので
注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞授業終了時に次回の種目を伝えるので、インターネットで競技団体
のホームページにアクセスしその種目の成り立ちやルールを確認しておくこ
と。またチームのパフォーマンスを向上させるための技能練習、チームメイ
トとのコミュニケーションの取り方など考えておく。
＜復習＞生涯スポーツとしてニュースポーツを生活に取り入れるために、授
業で実施した種目がどのような形で中高年齢者やハンディキャップを持った
人の体力向上に役立てられているのか、自分の出身あるいは住んでいる市町
村について調べる。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20

点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
アンケートの要望に従い次回授業の案内やレポートの指示等については様々
な方法を用いて周知していく。

1150_14E10225

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

─ 599─



1151_14E10226

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他専攻の受講生とも積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

�施設を�〜�週ずつ使用し，健康増進エクササイズや，様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。

第�週：
授業概要・目的・内容の説明
ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後，種目（クラス）を決
定。

第�〜14週：
以下の�施設を順に使用して，様々なスポーツを実施する。
・フィットネスルーム（健康体力測定，機器利用講習など）
・メインホール（バスケットボール，バレーボール，フライングディスクなど）
・サブホール（バドミントン，ソフト・バレーなど）
・スポーツルームＢ（ニュースポーツなど）
・スポーツルームC（レクリエーション，ストレッチ・ヨガ・リラクゼーションな
ど）
・ゴルフ練習場（ゴルフ体験など）
・クライミングウォール（クライミング体験など）
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合があるので注意
すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点)，クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1152_14E10227

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要
な要素のひとつである。本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康
増進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，身体運動を通
してのコミュニケーション能力の向上をはかる。
＜到達目標＞ �．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲー
ムに積極的に取り組むことができる。�．クラスメイトと積極的にコ
ミュニケーションをはかることができる。�．身体運動や他者とのコ
ミュニケーションを日常生活に積極的に取り入れる姿勢をもつことがで
きる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツ
およびコミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整
後、種目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエク
ササイズ体験）。

・メインホール（バスケットボール、フットサルなど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験な
ど）。

・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合がある
ので注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分に
とり、当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1153_14E10228

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 大 嶽 真 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは、ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化を目指し，健康増進運動や様々なスポーツに関
する基礎的知識の習得と，身体運動を通してのコミュニケーション能力の向上
をはかる。
＜到達目標＞
�．週�回の様々な身体運動やコミュニケーションゲームに積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。
�．身体運動や他者とのコミュニケーションを日常生活に積極的に取り入れる
姿勢をもつことができる。

授業内容

＜授業内容＞
�施設を�週ずつ使用し、健康増進エクササイズや、様々な軽スポーツおよび
コミュニケーションスポーツを実施する。
第�週 ：ウェルネススポーツＢ（秋学期）の種目を選択。人員調整後、種
目（クラス）を決定。
第�〜14週：以下の�施設を�週ずつ使用する。

・フィットネスルーム（健康体力測定、フィットネスエクササイ
ズ体験）。
・メインホール（バスケットボール、フライングディスクなど）。
・サブホール（バドミントン、バレーボールなど）。
・多目的ホールＢ（レクリエーションゲーム、AED体験など）。
・多目的ホールＣ（パワーヨガ、ニュースポーツなど）。
・ゴルフ練習場（ゴルフ）。
・クライミングウォール（クライミング体験）

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので注
意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を
使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）として、次週の授業内容を確認し、そのスポーツ技術、運動
方法について調べて授業に臨む。
また事後学習として、授業内容の復習と授業時における動きの情況について振
り返り行う。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），
期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1154_14E10230

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつで
ある。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポー
ツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーショ
ン能力の向上も目指す。
＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り
組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

第�週：aのみ：イントロダクション
第�週：太極拳の基本トレーニング
第�週：太極拳の起勢，左右野馬分そう
第�週：白鶴亮翅，左右楼膝拗歩
第�週：手揮琵琶，左右倒巻肱
第�週：左攬雀尾，右攬雀尾
第�週：単鞭，雲手，単鞭
第	週：高探馬，右登脚，双峰貫耳
第
週：転身左登脚，左下勢独立
第10週：右下勢独立，左右穿梭
第11週：海底針，閃通臂
第12週：転身搬攬捶，如封似閉
第13週：十字手，収勢
第14週：全体復習（グループごとの表演）まとめ

授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1155_14E10235

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 出 井 章 雅

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義ではマルチスポーツとして、卓球・ボルダリング・エクササイズをオムニ
バス形式で実施します。あえて一つの種目に特化するのではなく、あらゆる種目を
経験することにより自身が抱えるコーディネーション能力の重要性に気づくことが
できます。スポーツは「気づき」なのです。運動の楽しさはもちろんスポーツの競
技特性を知ることで健康に対しての意識も変化してきます。特に大学生は生活習慣
病にかかりやすい時期と言われています。だからこそあらゆる種目を通してコミュ
ニティを広げて行きましょう。卓球ではシングルスやダブルスのゲームを中心に
ショットの向上を目指します。ボルダリングでは、3m〜5m程の短い壁を�箇所用意
しており、特殊なシューズを履き傾斜のある壁を登ることにより自身の身体の機能
や体重移動の仕方などを実践します。エクササイズでは、バランスボールやスト
レッチマット、ストレッチポールを用いたエクササイズを実施します。まずスト
レッチマットで身体の柔軟性を確認し、バランスボールで体幹を意識するエクササ
イズ、ストレッチポールで姿勢の改善など心のリフレッシュに期待できます。
到達目標として、スポーツを通しての仲間づくり、より上達するための工夫など
身体を動かすことにより健康に対しての意識を高めてほしいです。

授業内容

第�回 授業概要及び諸注意説明(マルチスポーツとは)
第�回 フォアハンド・バックハンドの基本 簡易ゲーム
第�回 サービスの基本 簡易ゲーム
第�回 コースの打ち分けと練習法 簡易ゲーム
第�回 シングルスの総当たりⅠ
第�回 シングルスの総当たりⅡ
第�回 ダブルスのチーム戦
第	回 団体戦
第
回 ボルタリングの基本（ホールドの持ち方、足の置き方、基本姿勢）
第10回 ボルタリングの実践Ⅰ（難易度の設定、ルート読み）
第11回 ボルタリングの実践Ⅱ（課題設定）
第12回 身体づくり運動Ⅰ（バランスボール・ストレッチマット・ストレッチポー

ル）
第13回 身体づくり運動Ⅱ（バランスボール・ストレッチマット・ストレッチポー

ル）
第14回 まとめ（�種目の中から課題を作成し実施する）

履修上の注意

�, 授業進行状況や履修人数に合わせて、内容を変更する場合があります。
�, 体育館シューズを準備すること。但し、ボルダリングの際は専用シューズを貸し
出す。
�, 卓球のラケットは貸出用があるが、準備できる者は持参しても良い。
�, 運動に適した服装であること。
�, 単位修得にあたり実技科目な為、�分の�以上の出席とする。※持病がある場合
は要相談。

準備学習（予習・復習等）の内容

�, 体育実技科目な為、身体を動かせるように体調管理に留意すること。
�, 授業内でも説明するが、あらかじめシラバスを確認し競技の確認及び競技特性
ルールを理解し
ておくこと。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布します。

参考書

松下浩二（2019）「レベルアップ卓球 科学・技術・練習で必ず上達！」西東社
佐川史佳（2015）「ボルダリング入門」山と渓谷社
ウイダートレーニングラボ（2011）「エクササイズ・バイブル」実業之日本社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（70%），技能点（20%），授業への取り組み（10% )

その他

感染対策として、消毒液の設置や三密を回避できる授業展開に努めてまいります。
実技スペースは地下であるが、換気等は十分になされています。

1156_14E10281

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＡ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1157_14E10301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 安 松 幹 展

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動の基
礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目指す。
＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，脂肪の燃焼に有効な有酸素運動と筋肉や骨を強化する無酸素運動
の両方の運動効果を兼ね備えた、「ディスク・スポーツ」をグラウンドで行う。
毎回テーマに沿ったウォーミングアップを行った後、ゲームを行う。
・第�週目：オリエンテーション・ディスクコントロールの原理
・第�週目：スローとキャッチ
・第�週目：アキュラシー
・第�週目：ディスクゴルフ
・第�週目：アルティメット①（試しのゲーム）
・第�週目：アルティメット②（攻撃の個人戦術とゲーム）
・第�週目：アルティメット③（守備の個人戦術とゲーム）
・第	週目：アルティメット④（攻撃のグループ戦術①とゲーム）
・第
週目：アルティメット⑤（攻撃のグループ戦術②とゲーム）
・第10週目：アルティメット⑥（守備のグループ戦術①とゲーム）
・第11週目：アルティメット⑦（守備のグループ戦術②とゲーム）
・第12週目：アルティメット⑧（チーム戦術とゲーム）
・第13週目：アルティメット⑨（まとめのゲーム）
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋外専用シューズを使用すること（スパ
イクは使用禁止、トレーニングシューズは使用可）。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1158_14E10302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
2020+�東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているスポーツクラ
イミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうではありませ
ん。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツです。「体を使
うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによって様々な可能性が開か
れているというような限りない魅力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開し、自分の
身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
・スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動できる。
・クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、運動
を楽しむことができる。
・グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮した取り組
みができる。

授業内容

使用施設：和泉体育館�階クライミングウォール
主に�〜5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁をローテー
ションで登りながら理解を深めます。

【第�講】クライミング概論
【第�講】クライミングの安全対策
【第�-�講】足の置き方、ホールドの持ち方
【第�・�講】戦術；ルートを読む�（オブザベーションの重要性）
【第	講】ムーブ
【第
・10講】課題を作ってみる
【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）
【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング
【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意

�．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。
�．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の�分の�以上の出席が必要となり
ます。
�．運動が禁止または制限されている学生は、第�回目の授業時に担当教員に申し
出て、指示を受けてください。
�．初回〜�、�週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。
�．大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン授業に切
り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。

参考書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから本格クラ
イミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考える力を身につけながら
楽しくレベルアップ!!』（西谷監修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選
択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法

成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で総合的に評
価します。

その他

�．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従っ
てください。
�．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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1159_14E10303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 佐 古 隆 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素
のひとつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつの
スポーツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケー
ション能力の向上も目指す。
＜到達目標＞ �．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。

�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積
極的に取り組むことができる。

�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかること
ができる。

授業内容

ウェルネススポーツＡの第一週授業時に決定したスポーツ・種目を、歴史背景
などを学びながら半期間実施する。
第�回：卓球のルール、特徴についての説明、基本的練習ー導入（ラケットの

持ち方、基本的ルールの説明）
第�回：基本的練習ー導入（フォアハンド）の練習
第�回：基本的練習ー導入（バックハンド）の練習
第�回：基本的練習ー導入（ツッツキ）の練習、なおフォアハンド、バックハ

ンド、ツッツキは以後の授業前半に繰り返し練習する
第�回：基本的練習ー発展（サービス）の練習
第�回：基本的練習ー発展（レシーブ）の練習
第�回：基本的練習ー発展（スマッシュ）の練習
第	回：応用的練習（シングルス）の試合（�）
第
回：応用的練習（シングルス）の試合（�）
第10回：応用的練習（ダブルス）の試合（�）
第11回：応用的練習（ダブルス）の試合（�）
第12回：応用的練習（団体戦）の試合（�）
第13回：応用的練習（団体戦）の試合（�）
第14回：まとめ

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので注
意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を
使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積極的に
実施することを推奨する。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20

点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1160_14E10304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつであ

る。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動
の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目
指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，スポーツルームBにてストレッチやヨガなどを行い，さまざまな身
体の動かし方を体験する。

第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注注意），ストレッチ
第�〜�週目：ストレッチ，呼吸法，リラクゼーション（自律訓練法，漸進的
筋弛緩法など）
第�〜�週目：ヨガ体験
第�〜10週目：ヨガの基本的なポーズや連続した動きの練習
第11〜12週目：グループワーク、グループ別発表
第13週目：ヨガのまとめ，レポート提出
第14週目：ウェルネススポーツのまとめ

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・ストレッチ性の高い運動に適した服装を着用すること。
・シューズを履く場合は、屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使用する
こと。
※ヨガマットは，大学で用意されている。ただし、自分のマットを使用したい
ものは持参して使用可。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1161_14E10305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつであ

る。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動
の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目
指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，生涯スポーツとしても人気のある「バドミントン」をサブホール
（バドミントンコート�面）で行う。

・第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注意，グループ編成）
・第�週目：バドミントンの基本（グリップの握り方，ラケット・シャトルに
慣れる）
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（クリア，スマッシュ，ドライブな
ど）の練習と簡易ゲーム
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（サーブ，サーブリターンなど）の
練習と簡易ゲーム
・第�〜	週目：バドミントンの基礎技術（ドロップ，ヘアピンなど）の練習
と簡易ゲーム
・第
〜10週目：審判法とグルーブごとにゲーム練習
・第11〜13週目：シングルスゲーム，ダブルスゲーム
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1162_14E10306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ マックグラス ケリー

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Students will learn the basic guidelines for developing fitness through
participation activities that promote flexibility, strength and
endurance. Build English communication skills by listening to, and
giving instruction on training technique. Develop overall wellness by
promoting an understanding of how positive lifestyle changes through
exercise can enhance an individualʼs physical, mental and social well-
being.

授業内容

Week �: Fitness Test
Week �: Strength and Aerobic Training
Week �: Strength and Aerobic Training
Week �: Strength and Aerobic Training
Week �: Yoga ‒ Pilates
Week �: Yoga ‒ Power
Week �: Exercise Ball
Week 	: Exercise Ball
Week 
: Step Aerobics
Week 10: Step Aerobics
Week 11: Report Information - Strength and Aerobic Training
Week 12: Fitness Testing
Week 13: Strength and Aerobic Training
Week 14: Orientation for second year wellness classes - submit report

履修上の注意

Students must complete a medical examination.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are encouraged to do an additional �-� circuit training
sessions (�-12 minutes) per week to promote strength and flexibility
fitness.

Students must wear proper sportswear and indoor sport shoes with
red laces.

教科書

No textbook is required.

参考書

Resources will be provided as handouts in class.

課題に対するフィードバックの方法

Not applicable

成績評価の方法

Class Participation ‒ 60% (�/� attendance required)
Class Effort ‒ 20%,
Report ‒ 20%

その他

Not applicable

─ 605 ─



1163_14E10307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他学部・他専攻の受講生と積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

ウェルネススポーツＡの第一週授業時に決定したスポーツ・種目を、歴史背景、種
目特性などを学びながら半期間実施する。

�. ラケット、ボールに触れる（グリップの握り方）
�. フォアハンドストローク
�. バックハンドストローク
�. フットワークとグランドストローク
�. ボレー
�. ミニゲーム
�. サービスとリターン
	. ネットプレー

. ゲーム形式での練習
10. ダブルスゲーム�
11. ダブルスゲーム�
12. ダブルスゲーム�
13. ダブルスゲーム�
14. ダブルスゲーム�
15. まとめ

授業内容：上記を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更する
こともある。

履修上の注意

・春学期の第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合がある
ので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。
・テニスシューズ（ハードコート用）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・テニスのルールを覚えること。
・テニスの試合などの映像を見ておくこと。

教科書

使用しない。必要に応じて指示する、または、資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1164_14E10308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 安 松 幹 展

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動の基
礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目指す。
＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，脂肪の燃焼に有効な有酸素運動と筋肉や骨を強化する無酸素運動
の両方の運動効果を兼ね備えた、「ディスク・スポーツ」をグラウンドで行う。
毎回テーマに沿ったウォーミングアップを行った後、ゲームを行う。
・第�週目：オリエンテーション・ディスクコントロールの原理
・第�週目：スローとキャッチ
・第�週目：アキュラシー
・第�週目：ディスクゴルフ
・第�週目：アルティメット①（試しのゲーム）
・第�週目：アルティメット②（攻撃の個人戦術とゲーム）
・第�週目：アルティメット③（守備の個人戦術とゲーム）
・第	週目：アルティメット④（攻撃のグループ戦術①とゲーム）
・第
週目：アルティメット⑤（攻撃のグループ戦術②とゲーム）
・第10週目：アルティメット⑥（守備のグループ戦術①とゲーム）
・第11週目：アルティメット⑦（守備のグループ戦術②とゲーム）
・第12週目：アルティメット⑧（チーム戦術とゲーム）
・第13週目：アルティメット⑨（まとめのゲーム）
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋外専用シューズを使用すること（スパ
イクは使用禁止、トレーニングシューズは使用可）。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1165_14E10309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
2020+�東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているスポーツクラ
イミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうではありませ
ん。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツです。「体を使
うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによって様々な可能性が開か
れているというような限りない魅力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開し、自分の
身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
・スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動できる。
・クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、運動
を楽しむことができる。
・グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮した取り組
みができる。

授業内容

使用施設：和泉体育館�階クライミングウォール
主に�〜5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁をローテー
ションで登りながら理解を深めます。

【第�講】クライミング概論
【第�講】クライミングの安全対策
【第�-�講】足の置き方、ホールドの持ち方
【第�・�講】戦術；ルートを読む�（オブザベーションの重要性）
【第	講】ムーブ
【第
・10講】課題を作ってみる
【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）
【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング
【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意

�．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。
�．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の�分の�以上の出席が必要となり
ます。
�．運動が禁止または制限されている学生は、第�回目の授業時に担当教員に申し
出て、指示を受けてください。
�．初回〜�、�週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。
�．大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン授業に切
り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。

参考書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから本格クラ
イミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考える力を身につけながら
楽しくレベルアップ!!』（西谷監修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選
択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法

成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で総合的に評
価します。

その他

�．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従っ
てください。
�．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

1166_14E10310

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 佐 古 隆 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素
のひとつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつの
スポーツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケー
ション能力の向上も目指す。
＜到達目標＞ �．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。

�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積
極的に取り組むことができる。

�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかること
ができる。

授業内容

ウェルネススポーツＡの第一週授業時に決定したスポーツ・種目を、歴史背景
などを学びながら半期間実施する。
第�回：卓球のルール、特徴についての説明、基本的練習ー導入（ラケットの

持ち方、基本的ルールの説明）
第�回：基本的練習ー導入（フォアハンド）の練習
第�回：基本的練習ー導入（バックハンド）の練習
第�回：基本的練習ー導入（ツッツキ）の練習、なおフォアハンド、バックハ

ンド、ツッツキは以後の授業前半に繰り返し練習する
第�回：基本的練習ー発展（サービス）の練習
第�回：基本的練習ー発展（レシーブ）の練習
第�回：基本的練習ー発展（スマッシュ）の練習
第	回：応用的練習（シングルス）の試合（�）
第
回：応用的練習（シングルス）の試合（�）
第10回：応用的練習（ダブルス）の試合（�）
第11回：応用的練習（ダブルス）の試合（�）
第12回：応用的練習（団体戦）の試合（�）
第13回：応用的練習（団体戦）の試合（�）
第14回：まとめ

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので注
意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を
使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で実施したストレッチングや筋力トレーニングなどを自宅でも積極的に
実施することを推奨する。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20

点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1167_14E10311

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつであ

る。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動
の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目
指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，スポーツルームBにてストレッチやヨガなどを行い，さまざまな身
体の動かし方を体験する。

第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注注意），ストレッチ
第�〜�週目：ストレッチ，呼吸法，リラクゼーション（自律訓練法，漸進的
筋弛緩法など）
第�〜�週目：ヨガ体験
第�〜10週目：ヨガの基本的なポーズや連続した動きの練習
第11〜12週目：グループワーク、グループ別発表
第13週目：ヨガのまとめ，レポート提出
第14週目：ウェルネススポーツのまとめ

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・ストレッチ性の高い運動に適した服装を着用すること。
・シューズを履く場合は、屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）を使用する
こと。
※ヨガマットは，大学で用意されている。ただし、自分のマットを使用したい
ものは持参して使用可。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1168_14E10312

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつであ

る。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動
の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目
指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，生涯スポーツとしても人気のある「バドミントン」をサブホール
（バドミントンコート�面）で行う。

・第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注意，グループ編成）
・第�週目：バドミントンの基本（グリップの握り方，ラケット・シャトルに
慣れる）
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（クリア，スマッシュ，ドライブな
ど）の練習と簡易ゲーム
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（サーブ，サーブリターンなど）の
練習と簡易ゲーム
・第�〜	週目：バドミントンの基礎技術（ドロップ，ヘアピンなど）の練習
と簡易ゲーム
・第
〜10週目：審判法とグルーブごとにゲーム練習
・第11〜13週目：シングルスゲーム，ダブルスゲーム
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1169_14E10313

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ マックグラス ケリー

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Students will learn the basic guidelines for developing fitness through
participation activities that promote flexibility, strength and
endurance. Build English communication skills by listening to, and
giving instruction on training technique. Develop overall wellness by
promoting an understanding of how positive lifestyle changes through
exercise can enhance an individualʼs physical, mental and social well-
being.

授業内容

Week �: Fitness Test
Week �: Strength and Aerobic Training
Week �: Strength and Aerobic Training
Week �: Strength and Aerobic Training
Week �: Yoga ‒ Pilates
Week �: Yoga ‒ Power
Week �: Exercise Ball
Week 	: Exercise Ball
Week 
: Step Aerobics
Week 10: Step Aerobics
Week 11: Report Information - Strength and Aerobic Training
Week 12: Fitness Testing
Week 13: Strength and Aerobic Training
Week 14: Orientation for second year wellness classes - submit report

履修上の注意

Students must complete a medical examination.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students are encouraged to do an additional �-� circuit training
sessions (�-12 minutes) per week to promote strength and flexibility
fitness.

Students must wear proper sportswear and indoor sport shoes with
red laces.

教科書

No textbook is required.

参考書

Resources will be provided as handouts in class.

課題に対するフィードバックの方法

Not applicable

成績評価の方法

Class Participation ‒ 60% (�/� attendance required)
Class Effort ‒ 20%,
Report ‒ 20%

その他

Not applicable

1170_14E10314

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつである。
本授業では，身体運動の習慣化および様々なスポーツ文化の理解を目指し，健康増
進運動や様々なスポーツに関する基礎的知識の習得と，スポーツを通してのコミュ
ニケーション能力の向上をはかる。

＜到達目標＞
�．週�回の身体運動やスポーツ活動を習慣化することができる。
�．様々な運動を通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．他学部・他専攻の受講生と積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

ウェルネススポーツＡの第一週授業時に決定したスポーツ・種目を、歴史背景、種
目特性などを学びながら半期間実施する。

�. ラケット、ボールに触れる（グリップの握り方）
�. フォアハンドストローク
�. バックハンドストローク
�. フットワークとグランドストローク
�. ボレー
�. ミニゲーム
�. サービスとリターン
	. ネットプレー

. ゲーム形式での練習
10. ダブルスゲーム�
11. ダブルスゲーム�
12. ダブルスゲーム�
13. ダブルスゲーム�
14. ダブルスゲーム�
15. まとめ

授業内容：上記を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更する
こともある。

履修上の注意

・春学期の第�週の授業を欠席した場合，希望種目を選択できなくなる場合がある
ので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。
・テニスシューズ（ハードコート用）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・テニスのルールを覚えること。
・テニスの試合などの映像を見ておくこと。

教科書

使用しない。必要に応じて指示する、または、資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポート
（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1171_14E10315

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひ
とつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ
活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向
上も目指す。

＜到達目標＞
�．週�回のクライミング実施を習慣化することができる。
�．クライミングについて理解し，授業中に自ら積極的に取り組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施 設：和泉総合体育館西棟�階クライミングウォール（�面：78, 90, 100, 110,
120, 130, 165度壁）

人 員：30数名（受講者総数により前後する）

授業内容：以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更する
こともある。

第�週：ログシート作成、講義�（安全対策、シューズの選び方）、体験ボルダリン
グ

第�週：講義�（フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、三点支持）、
ボルダリング練習�

第�週：講義�（ホールドの持ち替え方、ホールド上での足の踏み替え方）、ボルダ
リング練習�

第�週：講義�（課題のスタート・ゴール方法）、ボルダリング課題
第�週：講義�（オブザベーションの重要性）、ボルダリング課題
第�週：講義�（二点支持とスメアリング）、ボルダリング課題
第�週：講義�（ハイステップ）、ボルダリング課題
第	週：講義	（クロスムーヴ）、ボルダリング課題
第
週：講義
（レスト法）、ボルダリング課題
第10週：講義10（ヒールフック）、ボルダリング課題
第11週：ボルダリング課題
第12週：ボルダリング課題
第13週：ボルダリング課題
第14週：ミボルダリングコンペ、レポート提出、まとめ。

講義内容についてはまとめてオンライン形式で実施する場合がある。

履修上の注意

ウェルネススポーツＡ（春学期）の初回授業を欠席した場合，ウェルネススポー
ツBで受講したい種目を選択できない場合があるので注意すること。 本授業は午前
中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の朝食を必ず
摂取した上で受講すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：クライミングする際に知っておくと良いことについてあらかじめ調べておく
こと。
復習：授業で習ったクライミングに関する安全知識、技術などについて授業後に確
認すること。

教科書

使用しない。必要に応じて提示する。

参考書

必要に応じて授業中に提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢（28点）および授業中の提出物（42点）、クラスメー
トとの協力20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1172_14E10316

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつで
ある。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ
活動の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向
上も目指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組
むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，生涯スポーツとしても人気のある「テニス」をテニスコートで
行う。

・第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注意，グループ編成）
・第�週目：テニスの基本（グリップの握り方，ラケット・ボールに慣れる）
・第�〜�週目：テニスの基礎技術（フォアハンド，バックハンドなど）の
練習と簡易ゲーム
・第�〜�週目：テニスの基礎技術（サーブ，サーブリターンなど）の練習
と簡易ゲーム
・第�〜	週目：テニスの基礎技術（ボレー，スマッシュなど）の練習と簡
易ゲーム
・第
〜10週目：審判法とグルーブごとにゲーム練習
・第11〜13週目：シングルスゲーム，ダブルスゲーム
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望
種目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にと
り，当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1173_14E10317

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 堀 川 浩 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひ
とつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ
活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向
上も目指す。
＜到達目標＞ �．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。

�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的
に取り組むことができる。

�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることがで
きる。

授業内容

使用施設：ゴルフ練習場
第�講 a:ガイダンスを受け本授業の進め方、参加方法について理解する。

b:ゴルフクラブの握り方、構え方について説明を受け個人で練習を行う。パ
ター練習を行う。

第�講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）を行
う。パター練習を行う。

第�講 パターゲームを行う。
第�講 アプローチ練習（構え方、距離感の作り方）を行う。
第�講 アプローチ練習（的あて）を行う。
第�講 アプローチ練習（サークル入れ）を行う。
第�講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（クロスハンドグリップ）

を行う。
第	講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（ヘッドカバー等を使って

ハーフスイング）を行う。
第
講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（スプリットグリップ）を

行う。
第10講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（片手打ち）を行う。
第11講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（ハーフスイングからフル

スイング）を行う。
第12講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（フルスイング）を行う。
第13講 ウッドを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）を行う。ヘッド

スピードを測定する
第14講 まとめ、�年次授業紹介、アンケート回答、レポート提出を行う。

履修上の注意

本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日
の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装、靴を着用すること。
事故防止のため打席使用に関する注意点を良く理解すること。
自分の手にあったゴルフグローブを購入しておくこと。
タオル、ハンカチなど脇に挟めるものを用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞場合によっては凶器となるクラブを使用するスポーツである。安全の確
認などゴルフ規則に書かれているので、ゴルフ規則に目を通しておくこと。レポー
トはゴルフ規則から出題される。
＜復習＞ゴルフの試合がテレビなどで放映された場合は、積極的に視聴し授業内で
実施した技能が試合でどのように活かされているかを確認すること。

教科書

参考書

2019年度ゴルフ規則（日本ゴルフ協会）（http://www.jga.or.jp/?page_id=1206）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期

末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
アンケートの要望に従い次回授業の案内やレポートの指示等については様々な方法
を用いて周知していく。

1174_14E10318

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1175_14E10319

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつであ

る。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動
の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目
指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，生涯スポーツとしても人気のある「バドミントン」をサブホール
（バドミントンコート�面）で行う。

・第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注意，グループ編成）
・第�週目：バドミントンの基本（グリップの握り方，ラケット・シャトルに
慣れる）
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（クリア，スマッシュ，ドライブな
ど）の練習と簡易ゲーム
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（サーブ，サーブリターンなど）の
練習と簡易ゲーム
・第�〜	週目：バドミントンの基礎技術（ドロップ，ヘアピンなど）の練習
と簡易ゲーム
・第
〜10週目：審判法とグルーブごとにゲーム練習
・第11〜13週目：シングルスゲーム，ダブルスゲーム
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1176_14E10320

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつで
ある。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポー
ツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーショ
ン能力の向上も目指す。
＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り
組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

第�週：aのみ：イントロダクション
第�週：太極拳の基本トレーニング
第�週：太極拳の起勢，左右野馬分そう
第�週：白鶴亮翅，左右楼膝拗歩
第�週：手揮琵琶，左右倒巻肱
第�週：左攬雀尾，右攬雀尾
第�週：単鞭，雲手，単鞭
第	週：高探馬，右登脚，双峰貫耳
第
週：転身左登脚，左下勢独立
第10週：右下勢独立，左右穿梭
第11週：海底針，閃通臂
第12週：転身搬攬捶，如封似閉
第13週：十字手，収勢
第14週：全体復習（グループごとの表演）まとめ

授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1177_14E10321

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 大 嶽 真 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要
素のひとつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひと
つのスポーツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニ
ケーション能力の向上も目指す。
サッカーを楽しみたい、サッカーを始めたい、サッカーを学びたい、サッ
カーが上手くなりたい学生を対象に、世界中で愛されるサッカーに触れるこ
とを目的とする。
＜到達目標＞ �．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。

�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら
積極的に取り組むことができる。

�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかるこ
とができる。

授業内容

ウェルネススポーツＡの第一週授業時に決定したスポーツ・種目を、歴史背
景などを学びながら半期間実施する。
サッカーの基礎技術を習得すると同時に，ボールを保持している時とボール
を保持していない時のサッカーの戦術、状況判断について理解する。様々な
ゲームを通じて競技特性を学び、受講者同士がコミュニケーション（メン
バーシップ，リーダーシップ）を図り、チームワークとスポーツマンシッ
プ、マナーを獲得する。

第�週〜4週：チームワークとコミュニケーション、ゲーム
第�週〜7週：個人技術と個人戦術とコミュニケーション、ゲーム
第	週〜10週：グループ戦術とゲーム
第11週〜12週：ゲーム
第14週：�クラス合同まとめ、レポート提出

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので
注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にと
り、当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）として、次週の授業内容を確認し、その技術、戦術につい
て理解を深め、授業に臨む。
また事後学習として、授業内容の復習と授業時における技術の獲得状況と動
きの情況について振り返り行う。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20
点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1178_14E10322

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひ
とつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ
活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向
上も目指す。

＜到達目標＞
�．週�回のクライミング実施を習慣化することができる。
�．クライミングについて理解し，授業中に自ら積極的に取り組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施 設：和泉総合体育館西棟�階クライミングウォール（�面：78, 90, 100, 110,
120, 130, 165度壁）

人 員：30数名（受講者総数により前後する）

授業内容：以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更する
こともある。

第�週：ログシート作成、講義�（安全対策、シューズの選び方）、体験ボルダリン
グ

第�週：講義�（フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、三点支持）、
ボルダリング練習�

第�週：講義�（ホールドの持ち替え方、ホールド上での足の踏み替え方）、ボルダ
リング練習�

第�週：講義�（課題のスタート・ゴール方法）、ボルダリング課題
第�週：講義�（オブザベーションの重要性）、ボルダリング課題
第�週：講義�（二点支持とスメアリング）、ボルダリング課題
第�週：講義�（ハイステップ）、ボルダリング課題
第	週：講義	（クロスムーヴ）、ボルダリング課題
第
週：講義
（レスト法）、ボルダリング課題
第10週：講義10（ヒールフック）、ボルダリング課題
第11週：ボルダリング課題
第12週：ボルダリング課題
第13週：ボルダリング課題
第14週：ミボルダリングコンペ、レポート提出、まとめ。

講義内容についてはまとめてオンライン形式で実施する場合がある。

履修上の注意

ウェルネススポーツＡ（春学期）の初回授業を欠席した場合，ウェルネススポー
ツBで受講したい種目を選択できない場合があるので注意すること。 本授業は午前
中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の朝食を必ず
摂取した上で受講すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：クライミングする際に知っておくと良いことについてあらかじめ調べておく
こと。
復習：授業で習ったクライミングに関する安全知識、技術などについて授業後に確
認すること。

教科書

使用しない。必要に応じて提示する。

参考書

必要に応じて授業中に提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢（28点）および授業中の提出物（42点）、クラスメー
トとの協力20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1179_14E10323

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつで
ある。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ
活動の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向
上も目指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組
むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，生涯スポーツとしても人気のある「テニス」をテニスコートで
行う。

・第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注意，グループ編成）
・第�週目：テニスの基本（グリップの握り方，ラケット・ボールに慣れる）
・第�〜�週目：テニスの基礎技術（フォアハンド，バックハンドなど）の
練習と簡易ゲーム
・第�〜�週目：テニスの基礎技術（サーブ，サーブリターンなど）の練習
と簡易ゲーム
・第�〜	週目：テニスの基礎技術（ボレー，スマッシュなど）の練習と簡
易ゲーム
・第
〜10週目：審判法とグルーブごとにゲーム練習
・第11〜13週目：シングルスゲーム，ダブルスゲーム
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望
種目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にと
り，当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，その都度予習・復習について案内する。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1180_14E10324

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 堀 川 浩 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひ
とつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ
活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向
上も目指す。
＜到達目標＞ �．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。

�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的
に取り組むことができる。

�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることがで
きる。

授業内容

使用施設：ゴルフ練習場
第�講 ガイダンスを受け本授業の進め方、参加方法について理解する。ゴルフク

ラブの握り方、構え方について説明を受け個人で練習を行う。パター練習
を行う。

第�講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）を行
う。パター練習を行う。

第�講 パターゲームを行う。
第�講 アプローチ練習（構え方、距離感の作り方）を行う。
第�講 アプローチ練習（的あて）を行う。
第�講 アプローチ練習（サークル入れ）を行う。
第�講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（クロスハンドグリップ）

を行う。
第	講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（ヘッドカバー等を使って

ハーフスイング）を行う。
第
講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（スプリットグリップ）を

行う。
第10講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（ハーフスイングからフル

スイング）を行う。
第11講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（片手打ち）を行う。
第12講 �（	）アイアンを使ったスイング作りの練習（フルスイング）を行う。
第13講 ウッドを使ったスイング作りの練習（ジャイロスイング）を行う。
第14講 まとめ、�年次授業紹介、アンケート回答、レポート提出を行う。

履修上の注意

本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日
の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。
事故防止のため打席使用に関する注意点を良く理解すること。
自分の手にあったゴルフグローブを用意すること。
タオル、ハンカチなど脇に挟めるものを用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞場合によっては凶器となるクラブを使用するスポーツである。安全の確
認などゴルフ規則に書かれているので、ゴルフ規則に目を通しておくこと。レポー
トはゴルフ規則から出題される。
＜復習＞ゴルフの試合がテレビなどで放映された場合は、積極的に視聴し授業内で
実施した技能が試合でどのように活かされているかを確認すること。

教科書

参考書

2019年度ゴルフ規則（日本ゴルフ協会）（http://www.jga.or.jp/?page_id=1206）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期

末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
アンケートの要望に従い次回授業の案内やレポートの指示等については様々な方法
を用いて周知していく。
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1181_14E10325

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1182_14E10326

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつであ

る。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポーツ活動
の基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーション能力の向上も目
指す。

＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り組む
ことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業では，生涯スポーツとしても人気のある「バドミントン」をサブホール
（バドミントンコート�面）で行う。

・第�週目：授業概要の説明（授業の進め方，諸注意，グループ編成）
・第�週目：バドミントンの基本（グリップの握り方，ラケット・シャトルに
慣れる）
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（クリア，スマッシュ，ドライブな
ど）の練習と簡易ゲーム
・第�〜�週目：バドミントンの基礎技術（サーブ，サーブリターンなど）の
練習と簡易ゲーム
・第�〜	週目：バドミントンの基礎技術（ドロップ，ヘアピンなど）の練習
と簡易ゲーム
・第
〜10週目：審判法とグルーブごとにゲーム練習
・第11〜13週目：シングルスゲーム，ダブルスゲーム
・第14週目：まとめ，レポート提出
※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

・ウェルネススポーツA（春学期科目）の第�週の授業を欠席した場合，希望種
目を選択できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，
当日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レ
ポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1183_14E10327

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつで
ある。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポー
ツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーショ
ン能力の向上も目指す。
＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り
組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

第�週：aのみ：イントロダクション
第�週：太極拳の基本トレーニング
第�週：太極拳の起勢，左右野馬分そう
第�週：白鶴亮翅，左右楼膝拗歩
第�週：手揮琵琶，左右倒巻肱
第�週：左攬雀尾，右攬雀尾
第�週：単鞭，雲手，単鞭
第	週：高探馬，右登脚，双峰貫耳
第
週：転身左登脚，左下勢独立
第10週：右下勢独立，左右穿梭
第11週：海底針，閃通臂
第12週：転身搬攬捶，如封似閉
第13週：十字手，収勢
第14週：全体復習（グループごとの表演）まとめ

授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1184_14E10328

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 大 嶽 真 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞ スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要
素のひとつである。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひと
つのスポーツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニ
ケーション能力の向上も目指す。
サッカーを楽しみたい、サッカーを始めたい、サッカーを学びたい、サッ
カーが上手くなりたい学生を対象に、世界中で愛されるサッカーに触れるこ
とを目的とする。
＜到達目標＞ �．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。

�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら
積極的に取り組むことができる。

�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかるこ
とができる。

授業内容

授業内容
ウェルネススポーツＡの第一週授業時に決定したスポーツ・種目を、歴史背
景などを学びながら半期間実施する。
サッカーの基礎技術を習得すると同時に，ボールを保持している時とボール
を保持していない時のサッカーの戦術、状況判断について理解する。様々な
ゲームを通じて競技特性を学び、受講者同士がコミュニケーション（メン
バーシップ，リーダーシップ）を図り、チームワークとスポーツマンシップ、
マナーを獲得する。

第�週〜4週：チームワークとコミュニケーション、ゲーム
第�週〜7週：個人技術と個人戦術とコミュニケーション、ゲーム
第	週〜10週：グループ戦術とゲーム
第11週〜12週：ゲーム
第14週：�クラス合同まとめ、レポート提出

履修上の注意

第�週の授業を欠席した場合、希望種目を選択できなくなる場合があるので
注意すること。
本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり、
当日の朝食を必ず摂取すること。
運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したもの）
を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習（予習）として、次週の授業内容を確認し、その技術、戦術につい
て理解を深め、授業に臨む。
また事後学習として、授業内容の復習と授業時における技術の獲得状況と動
きの情況について振り返り行う。

教科書

使用しない。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方（20点），
期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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1185_14E10330

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
スポーツは，ウェルネスライフを実現させるための重要な要素のひとつで
ある。本授業では，スポーツ文化の理解と習得を目指し，ひとつのスポー
ツ活動を通して基礎知識と技能の向上をはかり，さらにコミュニケーショ
ン能力の向上も目指す。
＜到達目標＞
�．週�回のスポーツ活動を習慣化することができる。
�．ひとつのスポーツを通してスポーツ文化を理解し，自ら積極的に取り
組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

第�週：aのみ：イントロダクション
第�週：太極拳の基本トレーニング
第�週：太極拳の起勢，左右野馬分そう
第�週：白鶴亮翅，左右楼膝拗歩
第�週：手揮琵琶，左右倒巻肱
第�週：左攬雀尾，右攬雀尾
第�週：単鞭，雲手，単鞭
第	週：高探馬，右登脚，双峰貫耳
第
週：転身左登脚，左下勢独立
第10週：右下勢独立，左右穿梭
第11週：海底針，閃通臂
第12週：転身搬攬捶，如封似閉
第13週：十字手，収勢
第14週：全体復習（グループごとの表演）まとめ

授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

運動に適した服装を着用すること。屋内専用シューズ（赤紐を通したも
の）を使用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わり方

（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

1186_14E10335

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 出 井 章 雅

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本講義ではマルチスポーツとして、卓球・ボルダリング・エクササイズをオムニ
バス形式で実施します。あえて一つの種目に特化するのではなく、あらゆる種目を
経験することにより自身が抱えるコーディネーション能力の重要性に気づくことが
できます。スポーツは「気づき」なのです。運動の楽しさはもちろんスポーツの競
技特性を知ることで健康に対しての意識も変化してきます。特に大学生は生活習慣
病にかかりやすい時期と言われています。だからこそあらゆる種目を通してコミュ
ニティを広げて行きましょう。卓球ではシングルスやダブルスのゲームを中心に
ショットの向上を目指します。ボルダリングでは、3m〜5m程の短い壁を�箇所用意
しており、特殊なシューズを履き傾斜のある壁を登ることにより自身の身体の機能
や体重移動の仕方などを実践します。エクササイズでは、バランスボールやスト
レッチマット、ストレッチポールを用いたエクササイズを実施します。まずスト
レッチマットで身体の柔軟性を確認し、バランスボールで体幹を意識するエクササ
イズ、ストレッチポールで姿勢の改善など心のリフレッシュに期待できます。
到達目標として、スポーツを通しての仲間づくり、より上達するための工夫など
身体を動かすことにより健康に対しての意識を高めてほしいです。

授業内容

第�回 授業概要及び諸注意説明(マルチスポーツとは)
第�回 フォアハンド・バックハンドの基本 簡易ゲーム
第�回 サービスの基本 簡易ゲーム
第�回 コースの打ち分けと練習法 簡易ゲーム
第�回 シングルスの総当たりⅠ
第�回 シングルスの総当たりⅡ
第�回 ダブルスのチーム戦
第	回 団体戦
第
回 ボルタリングの基本（ホールドの持ち方、足の置き方、基本姿勢）
第10回 ボルタリングの実践Ⅰ（難易度の設定、ルート読み）
第11回 ボルタリングの実践Ⅱ（課題設定）
第12回 身体づくり運動Ⅰ（バランスボール・ストレッチマット・ストレッチポー

ル）
第13回 身体づくり運動Ⅱ（バランスボール・ストレッチマット・ストレッチポー

ル）
第14回 まとめ（�種目の中から課題を作成し実施する）

履修上の注意

�, 授業進行状況や履修人数に合わせて、内容を変更する場合があります。
�, 体育館シューズを準備すること。但し、ボルダリングの際は専用シューズを貸し
出す。
�, 卓球のラケットは貸出用があるが、準備できる者は持参しても良い。
�, 運動に適した服装であること。
�, 単位修得にあたり実技科目な為、�分の�以上の出席とする。※持病がある場合
は要相談。

準備学習（予習・復習等）の内容

�, 体育実技科目な為、身体を動かせるように体調管理に留意すること。
�, 授業内でも説明するが、あらかじめシラバスを確認し競技の確認及び競技特性
ルールを理解し
ておくこと。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布します。

参考書

松下浩二（2019）「レベルアップ卓球 科学・技術・練習で必ず上達！」西東社
佐川史佳（2015）「ボルダリング入門」山と渓谷社
ウイダートレーニングラボ（2011）「エクササイズ・バイブル」実業之日本社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（70%），技能点（20%），授業への取り組み（10% )

その他

感染対策として、消毒液の設置や三密を回避できる授業展開に努めてまいります。
実技スペースは地下であるが、換気等は十分になされています。
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1187_14E10381

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ウェルネススポーツＢ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1188_14D00601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

─ 618 ─



1189_14D00602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1190_14D00603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

─ 619─



1191_14D00604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 狩 野 郁 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）とアウトプッ
ト（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学での授業においてはもちろ
んのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう悩みを持って
いませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な語彙は必要ですが、それに
劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシンプルにし、議論を整理する技術です。
これができれば、自分の英語能力の範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるよう
になるでしょう。

The goal of this class is to improve English linguistic skills for communication in various situations.
Students are to develop their abilities through reading with many kinds of topics. Assignments
should be done on time. A comprehensive test is given after going through a chapter.
Module a (30 minutes): a vocabulary quiz and review of the previous classes
Module b (70 minutes): reading and comprehensive exercises

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するでしょうか）よ
りなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に鑑みて各クラス担当教員が
選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

Schedule:
1st class : Guidance
2nd : Introduction to the course. Reading exercises with Chap.7
3rd : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. �
4th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. �
5th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. �
6th : Mid-term examination on Chap. �, and reading exercises with Chap. 	
7th : Review of the test. Reading exercises with Chap. 	
8th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. 	
9th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chaps. 	 and �
10th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. �
11th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. �
12th : Reading exercises with Chap. �
13th : Vocabulary quiz. Reading exercises with Chap. �
14th : Review of the classes. Term examination

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。英語の使用頻
度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業もありえます。教員の指示に
従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の確認と、必
要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽出、そして可能ならば関
連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）
議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきま
す。途中、学生同士のグループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業範囲のテクス
トを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

They will be introduced in class.

課題に対するフィードバックの方法

Vocabulary quizzes are given in the beginning of each class. Assignments and examinations are
reviewed in the following week.

成績評価の方法

40% = participation, in-class tasks, assignments and quizzes.
60% = mid-term and term examinations

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年次期末
実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%としま
す。

1192_14D00605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）とアウ
トプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学での授業にお
いてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう悩みを
持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な語彙は必要で
すが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシンプルにし、議論を
整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範囲内でも、驚くほど多くのことが
コミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するでしょう
か）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に鑑みて各クラ
ス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。英語の
使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業もありえます。
教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の確認
と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽出、そして
可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の呈示、そして自分
の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなるにつれて、重点が�から
�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグループ・ディスカッション、教員と学生と
のディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業範囲の
テクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、60%）、ペー
パー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年
次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%
とします。

アンケート結果についてですが、グループワーク、授業冒頭の小テストについては好評なの
で続けていきたいと思います。
逆にグループ活動が苦手な方もいるようですが、お互いにコミュニケーションをとりなが
ら、理解を深めていってください。こちらもサポートします。基本的な語彙の見直しがよい
と思ってくれている人もいるようなので、これからも辞書を使って行きたいと思います。
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1193_14D00606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、オンライン課題についてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1194_14D00607

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1195_14D00608

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1196_14D00609

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学
での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも
使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう
悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な
語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシ
ンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範囲内で
も、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に
鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業も
ありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の
確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽
出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の
呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなる
につれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグループ・
ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業
範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、60%）、
ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、
�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

アンケート結果についてですが、グループワーク、授業冒頭の小テストについては好
評なので続けていきたいと思います。
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1197_14D00610

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦 ＜筑摩書房＞

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1198_14D00671

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Basic) 西 浦 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要：スポーツに関する，英語で書かれたニュースを読むクラス。
目標：スポーツ関連の英語の語彙を覚え，英語のスポーツニュース

を読めるようになること。

授業内容

英語のニュースを教材とする。
�. a. イントロダクション b. 質疑応答
�. a. アメリカのプロ野球のニュースを読む b. 今後の授業の進め方
�. a. セ・リーグのニュースを読む b. 確認問題
�. a. パ・リーグのニュースを読む b. 確認問題
�. a. 高校野球のニュースを読む b. 確認問題
�. a. 国内サッカーのニュースを読む b. 確認問題
�. a. 海外サッカーのニュースを読む b. 確認問題
	. a. バスケットボールのニュースを読む b. 確認問題

. a. 相撲のニュースを読む b. 確認問題
10. a. ラグビーのニュースを読む b. 確認問題
11. a. 男子ゴルフのニュースを読む b. 確認問題
12. a. 女子ゴルフのニュースを読む b. 確認問題
13. a. 男子テニスのニュースを読む b. 確認問題
14. a. 女子テニスのニュースを読む b. 確認問題

履修上の注意

私語禁止。
携帯電話の電源を切って，出さない。
授業と関係のないものを出さない。
詳しくは最初のクラスで説明する。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，配布資料を予習してくること。
教科書に書いてある英語をすべて読めて，日本語にできるようにし

ておく。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習ノート：�％
確認問題：95％

その他
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1199_14D00701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1200_14D00702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1201_14D00703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、オンライン課題についてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1202_14D00704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 松 本 理一郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1203_14D00705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1204_14D00706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1205_14D00707

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1206_14D00708

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 小 川 真 理

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1207_14D00709

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1208_14D00710

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Inter.) 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、オンライン課題についてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1209_14D00801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) 大須賀 寿 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1210_14D00802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) 松 本 理一郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1211_14D00803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

This course teaches students to use their English-speaking skills in an
academic environment. Students will learn how to give presentations
in English and how to debate academic topics in English. As well as
developing studentsʼ English skills, this course will advance their
ability to communicate information orally, to organize ideas and
information and to discuss complex ideas spontaneously.

授業内容

�.Introduction : Speaking in English
�.Debate �
�.Physical Message �: Posture and Eye Contact
�.Physical Message �: Gestures
�.Physical Message �: Voice Inflection
�.Debate �
�.Visual Message �: Effective Visuals
	.Visual Message �: Explaining Visuals

.Debate �
10.Story Message �: The Introduction
11.Story Message �: The Body
12.Story Message �: The Conclusion
13.Debate �
14.Final Presentation
15.Debate �

履修上の注意

Students will be expected to contribute to class discussion and
complete regular homeworks.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and seminar reading.
学生は定期的な宿題およびリーディングを完了する必要があります。
Students must have attained at least intermediate skills in English.
They must also be willing to speak, read and write in English.
学生は少なくとも英語で中級のスキルを習得している必要がありま
す。また、英語で話し、読み、書くことをいとわない必要がありま
す。

教科書

David Harrington and Charles Le Beau, Speaking of Speech : Basic
Presentation Skills for Beginners (マクミラン・ランゲージハウス,
2008). ISBN-10  :  0230726011 ISBN-13  :  978-0230726017 3032
Yen.

参考書

Students should bring a good English-Japanese electronic dictionary.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

40 per cent weekly homeworks, 60 per cent presentations.

その他

1212_14D00804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) 大須賀 寿 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter �On Learning and Teaching English
3rd session : Chapter 1On Learning and Teaching English
4th session : Chapter 2The Greatest Gift..
5th session : Chapter 2The Greatest Gift..
6th session : Chapter � Cats and Dogs
7th session : Chapter � Cats and Dogs
8th session : Chapter 4Visual Perception : Ads, Art and Cognition .
9th session : Chapter 4Visual Perception : Ads, Art and Cognition .
10th session : Chapter 5What is Good Taste?..
11th session : Chapter 5What is Good Taste?..
12th session : Chapter � Food Culture : Overweight and Undernourished
13th session : Chapter � Food Culture : Overweight and Undernourished
14th session: 春学期試験

春学期試験の解説

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

授業の予習の際には、音読もしてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

必要に応じて、授業時に指示します。
あわせて、関連する映像なども紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

小テストを実施する際には、答案を返却し答え合わせをして全体にフィードバック
をします。また、授業内で行ったリアクションペーパーなどに関するフィードバッ
クも個人に対して行うほかにも、全体に対して共有するべき内容がある場合には全
体にお知らせします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。
欠席、遅刻、授業への積極的な参加などを加味します。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1213_14D00805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1214_14D00806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1215_14D00807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills A(Adv.) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter A
3rd session : Chapter A
4th session : Chapter B
5th session : Chapter B
6th session : Chapter C
7th session : Chapter C
8th session : Chapter D
9th session : Chapter D
10th session : Chapter E
11th session : Chapter E
12th session : Chapter F
13th session : Chapter F
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1216_14D00901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1217_14D00902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1218_14D00903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1219_14D00904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 狩 野 郁 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）とアウトプッ
ト（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学での授業においてはもちろ
んのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう悩みを持って
いませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な語彙は必要ですが、それに
劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシンプルにし、議論を整理する技術です。
これができれば、自分の英語能力の範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるよう
になるでしょう。

The goal of this class is to improve English linguistic skills for communication in various situations.
Students are to develop their abilities through reading with many kinds of topics. Assignments
should be done on time. A comprehensive test is given after going through a chapter.
Module a (30 minutes): a vocabulary quiz and review of the previous classes
Module b (70 minutes): reading and comprehensive exercises

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するでしょうか）よ
りなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に鑑みて各クラス担当教員が
選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st class : Introduction to the course : Unit �
2nd : Vocabulary quiz. Unit �
3rd : Vocabulary quiz. Unit �
4th : Vocabulary quiz. Unit �
5th : Vocabulary quiz. Units � and 	
6th : Mid-term examination
7th : Review of the exam. Unit 	
8th : Vocabulary quiz. Unit 	
9th : Vocabulary quiz. Units 	 and 15
10th : Vocabulary quiz. Unit 15
11th : Vocabulary quiz. Unit 15
12th : Vocabulary quiz. Unit 15
13th : Vocabulary quiz. Unit 15
14th : Term examination

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。英語の使用頻
度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業もありえます。教員の指示に
従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の確認と、必
要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽出、そして可能ならば関
連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）
議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきま
す。途中、学生同士のグループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業範囲のテクス
トを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

They will be introduced in class.

課題に対するフィードバックの方法

Vocabulary quizzes are given in each class. Assignments and examinations are reviewed in the
following week.

成績評価の方法

30% = participation, in-class tasks, assignments, and quizzes
70% = mid-term and term examinations

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年次期末
実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%としま
す。 

1220_14D00905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）とア
ウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学での授業
においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも使えるはずで
す。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう悩み
を持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な語彙は必
要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシンプルにし、
議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範囲内でも、驚くほど多く
のことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するでしょ
うか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に鑑みて各
クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。英語
の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業もありえま
す。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の確認
と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽出、そし
て可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の呈示、そして
自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなるにつれて、重点が
�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグループ・ディスカッション、教員
と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業範囲
のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、60%）、
ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�
年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。 

アンケート結果についてですが、グループワーク、授業冒頭の小テストについては好評な
ので続けていきたいと思います。
テストが難しいという方もいましたが、小テストの復習内容と授業時にやった内容把握な
ので、復習しておけば問題ないと思います。
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1221_14D00906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、オンライン課題についてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1222_14D00907

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1223_14D00908

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1224_14D00909

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 吉 村 由 佳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学
での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも
使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう
悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な
語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシ
ンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範囲内で
も、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に
鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業も
ありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の
確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽
出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の
呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなる
につれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグループ・
ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業
範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、60%）、
ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、
�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。 

アンケート結果についてですが、グループワーク、授業冒頭の小テストやパラグラフ
ライティングが好評なので続けていきたいと思います。
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1225_14D00910

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦 ＜筑摩書房＞

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1226_14D00971

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Basic) 西 浦 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要：スポーツに関する，英語で書かれたニュースを読むクラス。
目標：スポーツ関連の英語の語彙を覚え，英語のスポーツニュース

を読めるようになること。

授業内容

英語のニュースを教材とする。
�. a. イントロダクション b. 質疑応答
�. a. 男子水泳のニュース b. 今後の授業の進め方
�. a. 女子水泳のニュース b. 確認問題
�. a. ボクシングのニュース b. 確認問題
�. a. 男子体操のニュース b. 確認問題
�. a. 女子体操のニュース b. 確認問題
�. a. 柔道のニュース b. 確認問題
	. a. 男子バレーボールのニュース b. 確認問題

. a. 女子バレーボールのニュース b. 確認問題
10. a. アイスホッケーのニュース b. 確認問題
11. a. 男子マラソンのニュース b. 確認問題
12. a. 女子マラソンのニュース b. 確認問題
13. a. 男子フィギュアスケートのニュース b. 確認問題
14. a. 女子フィギュアスケートのニュース b. 確認問題

履修上の注意

私語禁止。
携帯電話の電源を切って，出さない。
授業と関係のないものを出さない。
詳しくは最初のクラスで説明する。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，配布資料を予習してくること。
教科書に書いてある英語をすべて読めて，日本語にできるようにし

ておく。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習ノート：�％
確認問題：95％

その他
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1227_14D01001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1228_14D01002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1229_14D01003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、オンライン課題についてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1230_14D01004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 松 本 理一郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1231_14D01005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1232_14D01006

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1233_14D01007

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1234_14D01008

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 小 川 真 理

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入
力）とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、
大学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーショ
ンにも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切
な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージ
をシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範
囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把
握の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピッ
クの抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛
否両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度
が高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士の
グループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に
授業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，

Basicで30%とします。
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1235_14D01009

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1236_14D01010

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Inter.) 斎 藤 寿 葉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

各回の授業冒頭でクラス全体に向けて授業内課題の論評を行います。
また、オンライン課題についてはOh-o! Meiji経由で個別フィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1237_14D01101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) 大須賀 寿 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）とア
ウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学での授業
においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも使えるはずで
す。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう悩み
を持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な語彙は必
要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシンプルにし、
議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範囲内でも、驚くほど多く
のことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するでしょ
うか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に鑑みて各
クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st session: 秋学期のオリエンテーション
2nd session : Chapter 	 Migrant Workers and Global Capital.
3rd session : Chapter 	 Migrant Workers and Global Capital.
4th session : Chapter 9The Roman Empire : The Social Meaning of the Gladiators
5th session : Chapter 9The Roman Empire : The Social Meaning of the Gladiators
6th session : Chapter 11 The Elephant and the Dove : Diego Rivera and Frida Kahloʼs
Artistic Union
7th session : Chapter 11 The Elephant and the Dove : Diego Rivera and Frida Kahloʼs
Artistic Union
8th session : Chapter 12 Career Prospects Opening Up for Women in “STEM” Fields
9th session : Chapter 12 Career Prospects Opening Up for Women in “STEM” Fields
10th session : Chapter 14 Japanʼs Star Monster : The Meaning of Godzilla
11th session : Chapter 14Japanʼs Star Monster : The Meaning of Godzilla
12th session : Chapter 15 Charles Darwin : Time Traveller..
13th session : Chapter 15Charles Darwin : Time Traveller..
14th session: 秋学期試験

秋学期試験の解説、まとめ

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。英語
の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業もありえま
す。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の確認
と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽出、そし
て可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の呈示、そして
自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなるにつれて、重点が
�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグループ・ディスカッション、教員
と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業範囲
のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。
予習の際には、必ず行ってください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

必要に応じて、授業時に指示をします。また関連する映像なども紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは返却し、模範解答を返却し注意するべき内容を全体にフィードバックをしてい
きます。またディスカッションや授業内作業で行ったものに関しても、全体で共有するべ
き内容は翌週にフィードバックをします。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、60%）、
ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�
年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。 

1238_14D01102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) 松 本 理一郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1239_14D01103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

This course teaches students to use their English-speaking skills in an
academic environment. Students will learn how to give presentations
in English and how to debate academic topics in English. As well as
developing studentsʼ English skills, this course will advance their
ability to communicate information orally, to organize ideas and
information and to discuss complex ideas spontaneously.

授業内容

�.Introduction : Speaking in English
�.The Option Presentation : Preparation
�.The Option Presentation : Performance
�.The Proposal Presentation : Preparation
�.The Proposal Presentation : Performance
�.The Sales Presentation : Preparation
�.The Sales Presentation : Performance
	.Debate �

.The Technical Presentation : Preparation
10.The Technical Presentation : Performance
11.The Academic Presentation : Preparation
12.The Academic Presentation : Performance
13.The Team Presentation : Preparation
14.The Team Presentation : Performance
15.Debate �

履修上の注意

Students will be expected to contribute to class discussion and
complete regular homeworks.
学生はクラスディスカッションに貢献し、定期的な宿題を完了するこ
とが求められます。

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and seminar reading.
学生は定期的な宿題およびリーディングを完了する必要があります。
Students must have attained at least intermediate skills in English.
They must also be willing to speak, read and write in English.
学生は少なくとも英語で中級のスキルを習得している必要がありま
す。また、英語で話し、読み、書くことをいとわない必要がありま
す。

教科書

David Harrington and Charles Le Beau, Speaking of Speech Level �:
Student Book (マクミラン・ランゲージハウス, 2015). ISBN-10  : 
1786320762
•ISBN-13  :  978-1786320766, 3003 Yen

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

40 per cent weekly homeworks, 60 per cent presentations.

その他

1240_14D01104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) 大須賀 寿 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大学
での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーションにも
使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こういう
悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適切な
語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセージをシ
ンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の範囲内で
も、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度に
鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱います。

1st session: 秋学期のオリエンテーション
2nd session : Chapter 	 Migrant Workers and Global Capital.
3rd session : Chapter 	 Migrant Workers and Global Capital.
4th session : Chapter 9The Roman Empire : The Social Meaning of the Gladiators
5th session : Chapter 9The Roman Empire : The Social Meaning of the Gladiators
6th session : Chapter 11 The Elephant and the Dove : Diego Rivera and Frida Kahloʼs
Artistic Union
7th session : Chapter 11 The Elephant and the Dove : Diego Rivera and Frida Kahloʼs
Artistic Union
8th session : Chapter 12 Career Prospects Opening Up for Women in “STEM” Fields
9th session : Chapter 12 Career Prospects Opening Up for Women in “STEM” Fields
10th session : Chapter 14 Japanʼs Star Monster : The Meaning of Godzilla
11th session : Chapter 14Japanʼs Star Monster : The Meaning of Godzilla
12th session : Chapter 15 Charles Darwin : Time Traveler..
13th session : Chapter 15Charles Darwin : Time Traveler..
14th session: 秋学期試験

秋学期試験の解説、まとめ

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業も
ありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握の
確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピックの抽
出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否両論の
呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が高くなる
につれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグループ・
ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業
範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。音読は必ず行いま
しょう。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

必要に応じて、授業内で指示をします。関連する映像についても、授業時に紹介しま
す。

課題に対するフィードバックの方法

小テストに関しては、解答を返却して模範解答を提示し、全体へフィードバックをし
ます。また、リアクションペーパーのコメントに関しては、全体に共有するべき内容
はクラス全体に伝えます。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、60%）、
ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、
�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。 
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1241_14D01105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1242_14D01106

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 
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1243_14D01107

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Communication Skills B(Adv.) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、英語でのコミュニケーション技術を育むために、インプット（入力）
とアウトプット（出力）を結びつける訓練をします。ここで身につけた技術は、大
学での授業においてはもちろんのこと、英語以外の言語によるコミュニケーション
にも使えるはずです。
「�年（以上）英語を勉強してきたはずなのに、英語ができない･･････。」こうい
う悩みを持っていませんか？ それは大概英語の問題ではありません。たしかに適
切な語彙は必要ですが、それに劣らず重要なのが、自分の論点を整理し、メッセー
ジをシンプルにし、議論を整理する技術です。これができれば、自分の英語能力の
範囲内でも、驚くほど多くのことがコミュニケートできるようになるでしょう。

授業内容

各クラスの習熟度に従って、担当教員が以下の判断を行います。
●進度：教科書は、各章�,000語程度の英語（日本語なら�,400字程度に相当するで
しょうか）よりなる18章構成です。初回のガイダンスに引き続き、クラスの習熟度
に鑑みて各クラス担当教員が選ぶ章を扱います。一章を�回から�回に分けて扱い
ます。

1st session : Guidance.
2nd session : Chapter G
3rd session : Chapter G
4th session : Chapter H
5th session : Chapter H
6th session : Chapter I
7th session : Chapter I
8th session : Chapter J
9th session : Chapter J
10th session : Chapter K
11th session : Chapter K
12th session : Chapter L
13th session : Chapter L
14th session:まとめ・試験

●使用言語：教室では英語を使いますが、各担当教員の判断で日本語も使用します。
英語の使用頻度は、習熟度が高いクラスほど高くなります。完全に英語だけの授業
もありえます。教員の指示に従って下さい。

履修上の注意

各章において、以下のステップを踏んでいきます。�）主にQ&Aによる内容の把握
の確認と、必要に応じた語彙・文法面の解説、�）自分にとって興味あるトピック
の抽出、そして可能ならば関連トピックの開拓、�）議論の構築：問題提示、賛否
両論の呈示、そして自分の立場の表明。�）議論のプレゼンテーション。習熟度が
高くなるにつれて、重点が�から�へとシフトしていきます。途中、学生同士のグ
ループ・ディスカッション、教員と学生とのディスカッションを挟みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。

教科書

Gayle K. Sato & Yoshiaki Koshikawa (eds.), R.E.A.D.I.N.G. (Tokyo : Seibido).

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習の度合いを含めたクラスでのパフォーマンス（アサインメント評価を含む、
60%）、ペーパー・テスト（40%）。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。 

1244_14D01201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知
りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、
日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 クラス分け試験
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Vocabulary and Grammar Ia
第�回 Review Session Ia
第	回 Ch. �a
第
回 Ch. �b
第10回 Ch. �a
第11回 Ch. �b
第12回 Vocabulary and Grammar Ib
第13回 Review Session Ib
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Ready to Write � (4th Edition)
Pearson Japan
［第�版 2016/
/�］
ISBN-13: 978-01344-0065-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
（講義初回にあたるレベル別クラス分け試験の受験の有無は成績評価に含まれま
せん。）
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1245_14D01202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは
思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小

論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対す

る自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的
には----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアルトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。
トピックとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 CHAPTER � Writing About Yourself..................................1-�
第�回 CHAPTER � Writing About Yourself..................................7-13
第�回 CHAPTER � Writing About Your Family and Friends...................14-20
第�回 CHAPTER � Writing About Your Family and Friends...................21-27
第�回 CHAPTER � Writing About Your Activities............................28-33
第�回 CHAPTER � Writing About Your Activities............................34-37
第	回 CHAPTER � Writing About Your Activities............................38-41
第
回 CHAPTER � Giving Instructions....................................42-45
第10回 CHAPTER � Giving Instructions....................................46-50
第11回 CHAPTER � Giving Instructions....................................51-55
第12回 CHAPTER � Writing About Your Day................................56-60
第13回 CHAPTER � Writing About Your Day................................61-72
第14回 Review �-� and Examination

履修上の注意

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・
分野でも同じ。課題はかならず提出すること。予習／復習には、最低120分が必要です。

教科書

Ready to Write � 4th edition
著者： Karen Blanchard and Christine Root
出版社：Pearson Longman
ISBN: 978-�-1344-0065-�

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態
度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年
次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

・レベル別クラス分けに伴うTOEIC試験が�回目の授業の代替となるので必ず受験すること。
・TOEIC試験受験有無を�回目の出席点扱いとします。

1246_14D01203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいま
せんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回. レベル別クラス分けに伴うTOEIC試験を受験すること (*下記参照)
第�回. 春学期授業の概要説明 / Chapter �: Getting Organized
第�回. Chapter �: Understanding Paragraphs [�]
第�回. Chapter �: Understanding Paragraphs [�]
第�回. Chapter �: Organizing Information by Time Order [�]
第�回. Chapter �: Organizing Information by Time Order [�]
第�回. Chapter �: Organizing Information by Order of Importance [�]
第	回. Chapter �: Organizing Information by Order of Importance [�]
第
回. Chapter �: Organizing Information by Spatial Order [�]
第10回. Chapter �: Organizing Information by Spatial Order [�]
第11回. Chapter �: Understanding the Writing Process [�]
第12回. Chapter �: Understanding the Writing Process [�]
第13回. Review
第14回. a.春学期まとめ

b.試験

* TOEIC試験受験有無を第�回授業の出席点として扱います。（この日の授業はあり
ません）必ず受験してください。
* 上記は予定に過ぎない。受講者の理解などに合わせて適宜調整していく。毎回の指
示に注意のこと。
* 随時、課題を提出してもらう。

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、ど
の世界・分野でも同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回授業で扱う章については、事前にテキストに目を通し、内容を把握してくるこ
と。
随時homeworkを出します。その際は必ず準備して授業に臨むこと。

教科書

Karen Blanchard and Christine Root, Ready to Write �: Perfecting Paragraphs. 5th
edition.
(Pearson Longman)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知

りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立
ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 TOEIC受験
第�回 Introduction
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第	回 Unit �
第
回 Unit �
第10回 Unit �
第11回 Unit �
第12回 Unit �
第13回 Unit �
第14回 a. Unit �

b. 試験

履修上の注意

第�回授業時のTOEICを受験してください。受験した場合、授業出席として扱いま
す。

第�回授業に必ず出席すること。

課題は必ず提出して下さい。

授業に辞書を持参しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示された予習を行ったうえで授業に臨みましょう。

教科書

Eye on American Culture (EIHOSHA)

担当者が配布するプリント

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。

成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度（積極的な
発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1248_14D01205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 小 川 真 理

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいかないまでも、英語の作文が苦手だと思っている
人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 TOEIC
第�回 Chapter � Writing about Yourself
第�回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第�回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第�回 Chapter � Writing about Your Family and Friends
第�回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第�回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第	回 Chapter � Writing about Your Activities
第
回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第10回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第11回 Chapter � Giving Instructions
第12回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第13回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第14回 a. 学期末英作文課題

b. 春学期末試験

※ 履修人数や理解度に応じて、進行速度は変わる可能性があります。

履修上の注意

授業中にも英文を書く作業がありますので、各自、英語を書くのに必要とする
辞書を必ず持参して下さい。教員からの辞書の貸し出しは行いません。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書ON YOUR OWNのコーナーは各自トピックを選んで予め作文してきて下
さい。教科書は英語で書かれていますので、文法用語を辞書で確認しておきま
しょう。

教科書

Ready to Write Level �: A First Composition Text, 4th Edition, Karen Blanchard and
Christine Root著 (Pearson Longman, 2017) ISBN: 9780134400655

参考書

『ジーニアス英和辞典 第�版』（ISBN: 9784469041804）
Oxford Collocations Dictionary for Students of English (ISBN: 9780194325387)
『英和活用大辞典』（研究社）（ISBN: 9784767410357)

Longman Language Activator (ISBN: 9780582419520)
Longman Collocations Dictionary with Thesaurus (ISBN: 9781408252260)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提
出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断し
て行なう。TOEICは成績評価の対象外である。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知
りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、
日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 クラス分け試験
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Vocabulary and Grammar Ia
第�回 Review Session Ia
第	回 Ch. �a
第
回 Ch. �b
第10回 Ch. �a
第11回 Ch. �b
第12回 Vocabulary and Grammar Ib
第13回 Review Session Ib
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Ready to Write � (4th Edition)
Pearson Japan
［第�版 2016/
/�］
ISBN-13: 978-01344-0065-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
（講義初回にあたるレベル別クラス分け試験の受験の有無は成績評価に含まれま
せん。）

1250_14D01207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知

りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立
ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 TOEIC受験
第�回 Introduction
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第	回 Unit �
第
回 Unit �
第10回 Unit �
第11回 Unit �
第12回 Unit �
第13回 Unit �
第14回 a. Unit �

b. 試験

履修上の注意

第�回授業時のTOEICを受験してください。受験した場合、授業出席として扱いま
す。

第�回授業に必ず出席すること。

課題は必ず提出して下さい。

授業に辞書を持参しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示された予習を行ったうえで授業に臨みましょう。

教科書

Eye on American Culture (EIHOSHA)

担当者が配布するプリント

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。

成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度（積極的な
発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1251_14D01208

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは
思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小

論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対す

る自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的
には----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアルトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。
トピックとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 CHAPTER � Writing About Yourself..................................1-�
第�回 CHAPTER � Writing About Yourself..................................7-13
第�回 CHAPTER � Writing About Your Family and Friends...................14-20
第�回 CHAPTER � Writing About Your Family and Friends...................21-27
第�回 CHAPTER � Writing About Your Activities............................28-33
第�回 CHAPTER � Writing About Your Activities............................34-37
第	回 CHAPTER � Writing About Your Activities............................38-41
第
回 CHAPTER � Giving Instructions....................................42-45
第10回 CHAPTER � Giving Instructions....................................46-50
第11回 CHAPTER � Giving Instructions....................................51-55
第12回 CHAPTER � Writing About Your Day................................56-60
第13回 CHAPTER � Writing About Your Day................................61-72
第14回 Review �-� and Examination

履修上の注意

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・
分野でも同じ。課題はかならず提出すること。予習／復習には、最低120分が必要です。

教科書

Ready to Write � 4th edition
著者： Karen Blanchard and Christine Root
出版社：Pearson Longman
ISBN: 978-�-1344-0065-�

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態
度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年
次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

・レベル別クラス分けに伴うTOEIC試験が�回目の授業の代替となるので必ず受験すること。
・TOEIC試験受験有無を�回目の出席点扱いとします。

1252_14D01209

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知
りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、
日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 クラス分け試験
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Vocabulary and Grammar Ia
第�回 Review Session Ia
第	回 Ch. �a
第
回 Ch. �b
第10回 Ch. �a
第11回 Ch. �b
第12回 Vocabulary and Grammar Ib
第13回 Review Session Ib
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Ready to Write � (4th Edition)
Pearson Japan
［第�版 2016/
/�］
ISBN-13: 978-01344-0065-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
（講義初回にあたるレベル別クラス分け試験の受験の有無は成績評価に含まれま
せん。）
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1253_14D01210

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 西 浦 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要：与えられたテーマで自由に英作文をするクラス。
目標：文法、語彙、形式が正確で、内容、展開が優れた、一段落の英
文を書けるようになること。

授業内容

�. a. イントロダクション b. イントロダクションについての質疑応
答
�. a. シラバス b. シラバスについての質疑応答
�. a. 「バイト」についての英作文 b. 今後の授業の進め方
�. a. 「バイト」についての英作文の発表 b. 確認問題
�. a. 「バイト」についての英作文の質疑応答 b. 確認問題
�. a. 「クラブ、サークル」についての英作文 b. 確認問題
�. a. 「クラブ、サークル」についての英作文の発表 b. 確認問題
	. a. 「クラブ、サークル」についての英作文の質疑応答 b. 確認問
題

. a. 「好きな食べ物」についての英作文 b. 確認問題
10. a. 「好きな食べ物」についての英作文の発表 b. 確認問題
11. a. 「好きな食べ物」についての英作文の質疑応答 b. 確認問題
12. a. 「好きな映画」についての英作文 b. 確認問題
13. a. 「好きな映画」についての英作文の発表 b. 確認問題
14. a. 「好きな映画」についての英作文の質疑応答 b. 確認問題

履修上の注意

私語禁止。
携帯電話の電源を切って、出さない。
授業と関係のないものを出さない。
詳しくは、最初のクラスで説明する。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、他の学生が書いた英作文を、すべて読め、日本語にでき、間違
いが指摘できるようにしておくこと。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

英作文：�%
予習ノート：�%
確認問題：90%

その他

S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1254_14D01271

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Basic) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも，英語の作文が苦手だと思ってい
る人はいませんか？
与えられた課題に対して，論理的かつ説得力のある文章を書くための秘

訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は，そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので，英語のエッセイや論文のみな
らず，日本語の小論文やエッセイ（あるいは，エントリーシート）を書く
際にも役に立ちます。
一年間，真面目にこつこつ訓練をこなせば，英語でエッセイや小論文を書
くことに対する自信が必ずつきます

授業内容

第一回 a：イントロダクション（英語を学ぶとは）
b：教科書の使い方。授業の進行の仕方

第二回：第一課① 本文読解
第三回：第一課② 問題を解く
第四回：第二課① 本文読解
第五回：第二課② 問題を解く
第六回：第三課① 本文読解
第七回：第三課② 問題を解く
第八回：第四課① 本文読解
第九回：第四課② 問題を解く
第十回：第五課① 本文読解
第十一回：第五課② 問題を解く
第十二回：第六課① 本文読解
第十三回：第六課② 問題を解く
第十四回 a：ここまでのまとめ

b：試験

履修上の注意

予習が出来ていない場合，その場でやってもらうことになるので，辞書
（電子辞書可）を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

二回で一課進むので，それを踏まえて事前に予習しておくことが望まし
い。
特に本文は出来る限り調べ，訳せるようにしておくこと。

教科書

Jack Brajcich，谷岡敏博，『移民の国アメリカ文化の散歩道』，英宝社

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は，平常点20％・小テスト10％・課題
の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的
に判断して行なう。

その他

�年次�月実施の TOEIC 試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。また，�年次期末実施の TOEIC 試験のスコアに基づき�年次のクラ
ス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で70％，Intermediate
で50％，Basic で30％とします
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1255_14D01301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 野 川 浩 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はい
ませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

�つのChapter を�週で終わらせる予定です。�週目は、それぞれのパラグラフ展開
方とそのパラグラフ展開で使われる表現の解説をし、�週目は実際にその展開法を
用いたパラグラフを読んで、パラグラフの構造を分析します。

第�回 大学実施のTOEIC 試験に代替えする（教室での授業はありません）
第�回 Layout and Rules of Punctuation 基本的な書式と句読点の使い方。
第�回 Chapter � パラグラフ構成、トッピックセンテンス、サポーティングセン

テンス、コンクルーディングセンテンスについて。それらを理解するため
の実践問題。

第�回 Chapter � トピックセンテンスの書き方。適切なトッピックセンテンスを
選ぶ。トピックセンテンスを書く。

第�回 与えられたパラグラフのトピックセンテンスを書く。
第�回 Chapter � サポーティングセンテンスの書き方。サポーティングセンテン

スの適切な構成。
第�回 与えられたトピックに関するサポーティングセンテンスを書く。
第	回 Chapter � 現在や過去に関する出来事の書き方。
第
回 時間関係を捉え、与えられたトピックについてパラグラフを書く。
第10回 Chapter �場所・位地・方向 に関する情報の書き方。
第11回 空間関係を示す語句を理解して書く。
第12回 Chapter � 過程・手順などを説明するパラグラフの書き方。
第13回 与えられたトピックについて過程・手順を明確に説明できるようパラグラ

フを書く。
第14回 a. 試験 b. まとめ

授業形態の変更によって生じるシラバスの修正は、シラバス補足に追記します。

履修上の注意

提出物の期限は一週目と二週目のみとします。それ以降は受け付けませんので注意
してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、教科書で扱う範囲を読み、授業で扱うテーマを確認しておいてください。
授業用のプリントは事前に配布しますので、必ず読んで不明点は調べてから授業に
臨むように。また、それぞれの授業でとりあげたパラグラフ展開法に従って、
「140〜150語程度のパラグラフを書く」課題に取り組んでくるようにしてください。

教科書

Get Your Message Across (NAN'UN-DO) ￥�，000＋税

参考書

授業用プリント

課題に対するフィードバックの方法

採点・返却後、授業内で解説。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1256_14D01302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思って
いる人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘
訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみな
らず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書
く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を
書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 英文パラグラフ・ライティングとは何か・作文のための辞書の
使い方

第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter �-�
第	回 Chapter �-�
第
回 Chapter �-�
第10回 Chapter �-�
第11回 Chapter �-�
第12回 Chapter �-�
第13回 Chapter �-�
第14回 a試験, bまとめ, 解説

履修上の注意

理由のない欠席が�分の�を超える場合、単位認定はできません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業への積極的参加，自宅学習が重要です。目標は単位取得ではなく，
あくまでも英語力の向上であることを忘れないように。

教科書

Get Your Message Across : Writing Communicative Paragraphs
著者：Jimbo, et al. ed. ISBN: 978-�-5231-7593-� 南雲堂

参考書

学習英和辞典を持参すること。紙の辞書・電子辞書・アプリ・オンライ
ン辞書などメディアにはこだわりませんが，用法や例文を確認できるも
のでないと学習には使えないので辞書とは認めません。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題
の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合
的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次の
クラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediate
で50%，Basicで30%とします。
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1257_14D01303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 相 馬 美 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいかないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは思いま
せんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小論文

やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対する自信

が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的に
は----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。トピッ
クとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

第�回 レベル別クラス分けに伴うTOEIC試験。�回目の授業の代替となるので必ず受験するこ
と。

第�回 パラグラフとは（�）、年間計画、諸注意など
第�回 パラグラフとは（�）、P.8-13, Centipede, Film1, 文法
第�回 パラグラフとは（�）、P.13-17, 文法 （�）まで、 Film �
第�回 パラグラフとは（�）、P.18-23, writing 指示、Your Song
第�回 トピックセンテンスの書き方（�）、P.24-25, 文法 （15）まで
第�回 トピックセンテンスの書き方（�）、P.26-27, 文法 （16）分詞構文まで
第	回 トピックセンテンスの書き方（�）、P.27-29, writing指示、Film�第
回 アウトライン

と は（�）、
Film �-� ,
Top of the
world

第10回 アウトラインとは（�）、P.30-34, 文法 （33）まで
第11回 アウトラインとは（�）、P.35-36,
第12回 アウトラインとは（�）、P.37-39, 文法 （45）まで、Film �
第13回 実践、P.40-41, Film �, Kathy's song
第14回 まとめ

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・分野で
も同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示に従い、決められた課題をこなし、授業には積極的に参加すること。

教科書

Get Your Message Across (NAN'UN-DO)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

できうる限り授業内においてフィードバックしたいと考える。あるいは必要に応じOh-o!Meijiに掲
載、対応したい。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

★TOEIC試験受験有無は成績評価の対象に含まず13回の授業で判断

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年次期末
実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%とし
ます。

2021年度、オンライン（オンディマンド）授業において、課題返却・解答提示の際、文面による解
答のみならず、音声ファイルによる確認を行ったことが学生にとって理解の大きな一助となったよ
うである。今後も続けていきたい。

1258_14D01304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 青 木 敬 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くため
の秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文の

みならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）
を書く際にも役に立ちます。

一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小
論文を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

1. TOEIC
2. Writing Guide and Introduction
3. 演習
4. 演習
5. What is Paragraph?
6. 演習
7. Supporting Sentences
8. 演習
9. 演習
10. Time Order
11. 演習
12. 演習
13. Structure
14. まとめ

履修上の注意

欠席回数�回までとなります。気をつけてください。
辞書を必ず持参してください。
TOEIC試験受験有無を�回目の出席点とします。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストやプリントを課題学習にします。

教科書

Get Your Message Across : Writing Communicative Paragraphs
著者：Jimbo, et al, ed.
（南雲堂）

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

プリント・テキストなどの練習課題は全員むけにフィードバックしま
す。個人の作文課題は個人にフィードバックコメントを出します。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年
次のクラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 松 野 亜希子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいま
せんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた

いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本

語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこと

に対する自信が必ずつきます。

授業内容

英語の文章は複数のパラグラフ（段落）で構成されています。そしてそれぞれのパラ
グラフはトピック・センテンス（主題文）やサポーティング・センテンス（支持文）
などで構成されています。この授業では、様々な実践練習を通して、英語で文章を書
くときに必要となるパラグラフの基礎を学びます。

春学期は
（�）パラグラフの構成要素であるトピック・センテンスやサポーティング・センテン

スなどの特徴と書き方
（�）センテンスをどのような順序で並べて、パラグラフへと組み立てていくのか
などを学びます。
また、英語の文章を書く際に役に立つ文法事項の復習も適宜行います。

第�回 クラス分けのためのTOEIC試験（この授業は休講）
第�回 授業のイントロダクション
第�回 Chapter � Getting Organized
第�回 Chapter � Understanding Paragraphs (�)
第�回 Chapter � Understanding Paragraphs (�)
第�回 Chapter � Understanding Paragraphs (�)
第�回 Chapter � Organizing Information by Time Order (�)
第	回 Chapter � Organizing Information by Time Order (�)
第
回 Chapter � Organizing Information by Order of Importance (�)
第10回 Chapter � Organizing Information by Order of Importance (�)
第11回 Chapter � Organizing Information by Spatial Order (�)
第12回 Chapter � Organizing Information by Spatial Order (�)
第13回 春学期のまとめ
第14回 学期末試験と授業の総括

履修上の注意

英語の文章を書く課題を出すので、課題はかならず提出すること。
課題に取り組むときには必ず英和辞典と和英辞典の両方（電子辞書・紙媒体のどちら
でもよい）を用意し、辞書を積極的に活用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書のなかで事前に講師が指定する箇所を熟読し，練習問題を解いておくこ
と。
復習：授業で学んだ内容を整理するとともに、授業で学んだこと（トピック・センテ
ンスやサポーティング・センテンスの書き方など）を踏まえていろいろなパターンの
英文を書く練習をすること。

教科書

Karen Blanchard & Christine Root, Ready to Write � Pearson
ISBN: 978-�-13-439932-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題の提出50％・学期末試験50％を総合的に判断して評価する。原則として、全授業
回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、
�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

1260_14D01306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいま
せんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回. レベル別クラス分けに伴うTOEIC試験を受験すること (*下記参照)
第�回. Chapter �: Getting Organized
第�回. Chapter �: Understanding Paragraphs [�]
第�回. Chapter �: Understanding Paragraphs [�]
第�回. Chapter �: Organizing Information by Time Order [�]
第�回. Chapter �: Organizing Information by Time Order [�]
第�回. Chapter �: Organizing Information by Order of Importance [�]
第	回. Chapter �: Organizing Information by Order of Importance [�]
第
回. Chapter �: Organizing Information by Spatial Order [�]
第10回. Chapter �: Organizing Information by Spatial Order [�]
第11回. Chapter �: Understanding the Writing Process [�]
第12回. Chapter �: Understanding the Writing Process [�]
第13回. Review
第14回. a.春学期まとめ

b.試験

* TOEIC試験受験有無を第�回授業の出席点として扱います。（この日の授業はあり
ません）必ず受験してください。
* 上記は予定に過ぎない。受講者の理解などに合わせて適宜調整していく。毎回の指
示に注意のこと。
* 随時、課題を提出してもらう。
* テキスト以外に、随時ハンドアウトをこちらで用意、配布予定。

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、ど
の世界・分野でも同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回授業で扱う章については、事前にテキストに目を通し、内容を把握してくるこ
と。
随時homeworkを出します。その際は必ず準備して授業に臨むこと。

教科書

Karen Blanchard and Christine Root, Ready to Write �: Perfecting Paragraphs. 5th
edition.
(Pearson Longman)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 : TOEIC 試験で代替
第�回 a : イントロダクション

b : Writing Guide
第�回 : Chapter � What is a Paragraph?
第�回 : Chapter � The Topic Sentence Step �
第�回 : Chapter � The Topic Sentence Step �
第�回 : Chapter � Supporting Sentences Organization / Step �
第�回 : Chapter � Supporting Sentences Step � / Step �
第	回 : Chapter � Time Order Step �
第
回 : Chapter � Time Order Step �
第10回 : Chapter � Time Order Step �
第11回 : Chapter � Space Order Step �
第12回 : Chapter � Space Order Step �
第13回 : Chapter � Process and Direction Step � / Step � / Step �
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。
復習として、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックにつ
いて下調べをし、その要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度
を要する。

教科書

『効果的なパラグラフの書き方』 神保尚武 他 （南雲堂）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。TOEIC試験受験有無を�回目の出席点として扱う。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。

1262_14D01308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 香 西 史 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは
思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小

論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対す

る自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的
には----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。
トピックとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

（�） Self Introduction
（�） What is a Paragraph? �
（�） What is a Paragraph? �
（�） The Topic Sentence �
（�） The Topic Sentence �
（�） Supporting Sentences �
（�） Supporting Sentences �
（	） Time Order �
（
） Time Order �
（10） Space Order �
（11） Space Order �
（12） Process and Direction �
（13） Process and Direction �
（14） Final Essay

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・
分野でも同じ。課題はかならず提出すること。

欠席が授業数の�/�以上の場合、受験資格を失います。
教室備え付けのPCを使用します。保存が必要なデータ用のストレージ（USB、クラウド等）
を必ず準備／持参してください。授業中に積極的にインターネットの活用をする場合があり
ます。
なお、授業は英語と日本語を併用して行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で、次回までの課題等を指示しますので、必ず時間を作って準備してきてください。
課題には、授業内で学んだことを基にしたライティングと、次回授業で深める内容について
の予習の�種類があります。
予習には60分程度、復習にも60分程度要します。

教科書

Jimbo, et al, ed. Get Your Message Across :Writing Communicative Paragraphs (Nan'un-do)

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年
次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%

とします。
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1263_14D01309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 相 馬 美 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいかないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは思いま
せんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小論文

やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対する自信

が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的に
は----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。トピッ
クとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

第�回 レベル別クラス分けに伴うTOEIC試験。�回目の授業の代替となるので必ず受験するこ
と。

第�回 パラグラフとは（�）、年間計画、諸注意など
第�回 パラグラフとは（�）、P.8-13, Centipede, Film1, 文法
第�回 パラグラフとは（�）、P.13-17, 文法 （�）まで、 Film �
第�回 パラグラフとは（�）、P.18-23, writing 指示、Your Song
第�回 トピックセンテンスの書き方（�）、P.24-25, 文法 （15）まで
第�回 トピックセンテンスの書き方（�）、P.26-27, 文法 （16）分詞構文まで
第	回 トピックセンテンスの書き方（�）、P.27-29, writing指示、Film�第
回 アウトライン

と は（�）、
Film �-� ,
Top of the
world

第10回 アウトラインとは（�）、P.30-34, 文法 （33）まで
第11回 アウトラインとは（�）、P.35-36,
第12回 アウトラインとは（�）、P.37-39, 文法 （45）まで、Film �
第13回 実践、P.40-41, Film �, Kathy's song
第14回 まとめ

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・分野で
も同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示に従い、決められた課題をこなし、授業には積極的に参加すること。

教科書

Get Your Message Across (NAN'UN-DO)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

できうる限り授業内においてフィードバックしたいと考える。あるいは必要に応じOh-o!Meijiに掲
載、対応したい。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

★TOEIC試験受験有無は成績評価の対象に含まず13回の授業で判断

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年次期末
実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%とし

ます。

2021年度、オンライン（オンディマンド）授業において、課題返却・解答提示の際、文面による解
答のみならず、音声ファイルによる確認を行ったことが学生にとって理解の大きな一助となったよ
うである。今後も続けていきたい。

1264_14D01310

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 : TOEIC 試験で代替
第�回 a : イントロダクション

b : Writing Guide
第�回 : Chapter � What is a Paragraph?
第�回 : Chapter � The Topic Sentence Step �
第�回 : Chapter � The Topic Sentence Step �
第�回 : Chapter � Supporting Sentences Organization / Step �
第�回 : Chapter � Supporting Sentences Step � / Step �
第	回 : Chapter � Time Order Step �
第
回 : Chapter � Time Order Step �
第10回 : Chapter � Time Order Step �
第11回 : Chapter � Space Order Step �
第12回 : Chapter � Space Order Step �
第13回 : Chapter � Process and Direction Step � / Step � / Step �
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。
復習として、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックにつ
いて下調べをし、その要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度
を要する。

教科書

『効果的なパラグラフの書き方』 神保尚武 他 （南雲堂）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。TOEIC試験受験有無を�回目の出席点として扱う。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。
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1265_14D01401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人は
いませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知り

たいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日
本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこと
に対する自信が必ずつきます。

第�回目の授業はTOEICの試験で代替します（TOEIC試験受験有無は成績評価の対象
に含まず13回の授業で判断します）。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 Sociology : What makes someone admirable? (�)
第�回 Sociology : What makes someone admirable? (�)
第�回 Behavioral Science (�)
第�回 Behavioral Science (�)
第�回 Developmental Psychology (�)
第�回 Developmental Psychology (�)
第	回 Science and Technology (�)
第
回 Science and Technology (�)
第10回 Nutritional Science (�)
第11回 Nutritional Science (�)
第12回 これまでのまとめ (�)
第13回 これまでのまとめ (�)
第14回 学期末試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか 変更もありえ
ます。

履修上の注意

第�回授業期間はTOEIC試験で代替する（TOEIC試験受験有無を�回目の出席点扱
い）

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習し、課題をこなすこと(オンライン問題を含む)。

教科書

Skills for Success : Reading and Writing� (Third Edition) Oxford University Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

学期末テストは最終授業で全員に返却する。課題については二回に分けて返却する。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・学期末の試験80％を総合的に判
断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1266_14D01402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 : TOEIC試験で代替
第�回 a : イントロダクション

b : Chapter � Paragraph structure
第�回 : Chapter � Format
第�回 : Chapter � 3rd-person focus
第�回 : Chapter � Titles
第�回 : Chapter � Narrowing a topic
第�回 : Chapter � Developing ideas
第	回 : Chapter � Outlines
第
回 : Chapter � Editing
第10回 : Chapter � Format
第11回 : Chapter � Transition signals
第12回 : Chapter � Counter-arguing
第13回 : Chapter � this ＋summary word
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。
復習として、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックにつ
いて下調べをし、その要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度
を要する。

教科書

Paul Rossiter＋Department of English, The University of Tokyo, Komaba, First
Moves : An Introduction to Academic Writing in English（東京大学出版会）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。TOEIC受験有無を�回目の出席点として扱う。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。
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1267_14D01403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 秋 山 義 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいま
せんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた

いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本

語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこと

に対する自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学ぶ。

具体的には──（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方，それに
つづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて，論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら，トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をし
ます。さまざまな形のパラグラフを紹介して、それらを表現するために必要になる基
本的な知識や具体例を解説する。パラグラフの構造を理解することによって、パラグ
ラフ・ライティングの実践練習に結びつける授業である。

第�回 授業のイントロダクション
第�回 Writing Guide 書式と句読法
第�回 What is a Paragraph?（�）パラグラフとは？
第�回 What is a Paragraph?（�）
第�回 The Topic Sentence（�）主題文とは？
第�回 The Topic Sentence （�）
第�回 The Topic Sentence（�）
第	回 Supporting Sentences （�）
第
回 Supporting Sentences（�）
第10回 Time Order（�）
第11回 Time Order（�）
第12回 Time Order（�）
第13回 Space Order（�）
第14回 前期ライティング学習のまとめ

履修上の注意

手書きではなく、WORDを使って、練習課題を出すので、課題はかならず提出する
こと。
CDで模範英文の音読練習をおこなうので、授業参加すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書のなかで事前に講師が指定する箇所を熟読のうえ，授業に臨むことが望まれ
る。

教科書

神保・森田 『効果的なパラグラフの書き方』 Get Your Message Across 南雲堂
ISBN: 978-�-523-17593−�-C0082

参考書

リーバーすみ子・横川綾子『アメリカ人なら小学校で学ぶ英文ライティング』アル
ク
大井恭子 『英語モードでライティング』 講談社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、
�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

1268_14D01404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 青 木 敬 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くため
の秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文の

みならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）
を書く際にも役に立ちます。

一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小
論文を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

�. TOEIC
�. Writing Guide and Introduction
�. 演習
�. 演習
�. What is Paragraph?
�. 演習
�. Supporting Sentences
	. 演習

. 演習
10. Time Order
11. 演習
12. 演習
13. Structure
14. まとめ

履修上の注意

欠席回数�回までとなります。気をつけてください。
辞書を必ず持参してください。
TOEIC試験受験有無を�回目の出席点とします。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストやプリントを課題学習にします。

教科書

Ready to Write : From Paragraph to Essay 4th edition
著者： Karen Blanchard and Christine Root
（Pearson Longman）

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

プリント・テキストなどの練習課題については、全員へのフィード
バックをします。個人作文課題は、個人に対してフィードバックコメ
ントを出します。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年
次のクラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1269_14D01405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？与えられた課題に
対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと
は思いませんか？この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 パラグラフの書き方のステップ
第�回 ブレインストームとトピックセンテンス
第�回 アウトラインの書き方
第�回 サポートセンテンスの書き方
第�回 コンクルージョンの書き方
第�回 第一回目パラグラフ演習
第�回 統一性の展開
第	回 結束性の展開
第
回 第二回パラグラフ演習
第10回 ブレインストームとアウトライン応用
第11回 トピック、サポート、コンクルージョン応用
第12回 第三回パラグラフ演習
第13回 定義と例示の展開応用
第14回 パラグラフライティング総合演習

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だ
けでなく、どの世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習を行い、授業で扱ったテーマでの英文ライティングを復
習として必ず行うこと。

教科書

Ready to write �（Pearson）

参考書

Get Your Message Across (NANʼUN-DO)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします

1270_14D01406

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 伊 藤 左千夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はい
ませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 TOEIC試験（学部の指示に従いクラス分け試験を受験して下さい）
第�回 授業の概要説明、Chapter �: Paragraphs, Basic Style, and Titles (�)
第�回 Chapter �: Paragraphs, Basic Style, and Titles (�)
第�回 Chapter �: Paragraphs, Basic Style, and Titles (�)
第�回 Chapter �: Paragraphs, Basic Style, and Titles (�)
第�回 Chapter �: A Writing Tutorial (�)
第�回 Chapter �: A Writing Tutorial (�)
第	回 Chapter �: A Writing Tutorial (�)
第
回 Chapter �: Linking Ideas (�)
第10回 Chapter �: Linking Ideas (�)
第11回 Chapter �: Linking Ideas (�)
第12回 Chapter �: Linking Ideas (�)
第13回 Chapter �: The Value of Books (�)
第14回 a.今学期のまとめ b.試験

・上記は目安です。毎回の授業時の指示に従ってください。

履修上の注意

・第�回目のTOEIC試験も評価対象になります。忘れずに受験しましょう。
・辞書は英和・英英辞典ともに用法の解説があるものや例文の豊富な辞書を使用し
ましょう。
・提出をタイプした原稿で提出してもらいますので、パソコンでの英文入力とWord
形式での文書作成に慣れ親しんでおきましょう。
・欠席時には、他の受講者に課題や次の範囲を必ず確認して、準備をして出席しま
しょう。
・オンライン授業になることも考慮して、PC、タブレット端末、スマートフォンを
利用した小テストの実施も予定しています。
・オンライン提出の課題や小テストの通知は、クラスウェブのお知らせによって通
知されることが多いので、おしらせの通知はよく確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

予定範囲の準備学習の時間をしっかり取りましょう。 必ず予習時に不明語彙の下
調べや、練習問題の解答理由などをメモしておき、授業時に指名されたときに答え
られるようにておきましょう。
課題は、提出時の必要要件を必ず確認の上、授業内で作成・改訂していくチェッ

クリストを使用し、しっかりとチェックした後に期限厳守で提出しなければなりま
せん。

教科書

Paul Rossiter＋Department of English, The University of Tokyo, Komaba, First Moves :
An Introduction to Academic Writing in English（東京大学出版会）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1271_14D01407

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing A(Adv.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人は
いませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知り

たいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日
本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこと
に対する自信が必ずつきます。

第�回目の授業はTOEICの試験で代替します（TOEIC試験受験有無は成績評価の対象
に含まず13回の授業で判断します）。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 Sociology : What makes someone admirable? (�)
第�回 Sociology : What makes someone admirable? (�)
第�回 Behavioral Science (�)
第�回 Behavioral Science (�)
第�回 Developmental Psychology (�)
第�回 Developmental Psychology (�)
第	回 Science and Technology (�)
第
回 Science and Technology (�)
第10回 Nutritional Science (�)
第11回 Nutritional Science (�)
第12回 これまでのまとめ (�)
第13回 これまでのまとめ (�)
第14回 学期末試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか 変更もありえ
ます。

履修上の注意

第�回授業期間はTOEIC試験で代替する（TOEIC試験受験有無を�回目の出席点扱
い）

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習し、課題をこなすこと(オンライン問題を含む)。

教科書

Skills for Success : Reading and Writing� (Third Edition) Oxford University Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

学期末テストは最終授業で全員に返却する。課題については二回に分けて返却する。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・学期末の試験80％を総合的に判
断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1272_14D01501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている
人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を
知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみなら
ず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際に
も役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書く
ことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Vocabulary and Grammar IIa
第�回 Review Session IIa
第	回 Ch. �a
第
回 Ch. �b
第10回 Ch. 	a
第11回 Ch. 	b
第12回 Vocabulary and Grammar IIb
第13回 Review Session IIb
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Ready to Write � (4th Edition)
Pearson Japan
［第�版 2016/
/�］
ISBN-13: 978-01344-0065-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提
出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断
して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編
成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1273_14D01502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいませ
んか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと

は思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語

の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対

する自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体
的には----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアルトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をしま
す。トピックとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 CHAPTER � Writing Descriptions...................................73-79
第�回 CHAPTER � Writing Descriptions...................................80-85
第�回 CHAPTER � Writing Descriptions...................................86-92
第�回 CHAPTER � Writing About Places..................................93-97
第�回 CHAPTER � Writing About Places..................................98-101
第�回 CHAPTER � Writing About Places..................................102-107
第	回 Review �-�
第
回 CHAPTER 	 Writing a Narrative...................................108-113
第10回 CHAPTER 	 Writing a Narrative...................................114-121
第11回 CHAPTER 	 Writing a Narrative...................................122-129
第12回 CHAPTER 
 Expressing Your Opinion..............................130-134
第13回 CHAPTER 
 Expressing Your Opinion..............................135-144
第14回 Review 	-
 and Examination

履修上の注意

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世
界・分野でも同じ。課題はかならず提出すること。予習／復習には、最低120分必要です。

教科書

Ready to Write � 4th edition
著者： Karen Blanchard and Christine Root
ISBN: 978-�-1344-0065-�
出版社：Pearson Longman

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�
年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

1274_14D01503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人は
いませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知
りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、
日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回. 秋学期授業の概要説明
第�回. Chapter �: Supporting the Main Idea [ � ]
第�回. Chapter �: Supporting the Main Idea [ � ]
第�回. Chapter 	: Explaining a Process [ � ]
第�回. Chapter 	: Explaining a Process [ � ]
第�回. Chapter 
: Writing Descriptions [�]
第�回. Chapter 
: Writing Descriptions [�]
第	回. Chapter 10: Expressing Your Opinion
第
回. Chapter 11: Comparing and Contrasting [�]
第10回. Chapter 11: Comparing and Contrasting [�]
第11回. Chapter 12: Analyzing Causes and Effects [�]
第12回. Chapter 12: Analyzing Causes and Effects [�]
第13回. Review
第14回. a.秋学期まとめ

b.試験

* 上記は予定に過ぎない。受講者の理解などに合わせて適宜調整していく。毎回
の指示に注意のこと。
* 随時、課題を提出してもらう。

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、
どの世界・分野でも同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回授業で扱う章については、事前にテキストに目を通し、内容を把握してく
ること。
随時homeworkを出します。その際は必ず準備して授業に臨むこと。

教科書

Karen Blanchard and Christine Root, Ready to Write �: Perfecting Paragraphs. 5th
edition
(Pearson Longman)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1275_14D01504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための
秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を
書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit 	
第�回 Unit 	
第�回 Unit 

第�回 Unit 

第	回 Unit 10
第
回 Unit 10
第10回 Unit 11
第11回 Unit 11
第12回 Unit 12
第13回 Unit 12
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

課題はかならず提出して下さい。

授業に辞書を持参しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示された予習は必ず行ったうえで授業に臨むこと。

教科書

Eye on American Culture (EIHOSHA)

担当者が配布するプリント

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総
合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次の
クラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediate
で50%，Basicで30%とします。

1276_14D01505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 小 川 真 理

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいかないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人は
いませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知り

たいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日

本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちま
す。

一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くこ
とに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Chapter � Writing about Your Day
第�回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第�回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第�回 Chapter � Writing Descriptions
第�回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第�回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第�回 Chapter � Writing about Places
第	回 Chapter � Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第
回 Chapter � Writing Activities, Real-life Writing
第10回 Chapter 	 Writing a Narrative
第11回 Chapter 	 Grammar for Writing, Paragraph Pointers
第12回 Chapter 	 Writing Activities, Real-life Writing
第13回 Chapter 
 Expressing Your Opinion : Grammar for Writing, Paragraph

Pointers
第14回 a. 学期末英作文課題

b. 秋学期末試験

※ 履修人数や理解度に応じて、進行速度は変わる可能性がありますが、教科書は全
て終えます。

履修上の注意

授業中にも英文を書く作業がありますので、各自、英語を書くのに必要とする辞書
を必ず持参して下さい。教員からの辞書の貸し出しは行いません。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書ON YOUR OWNのコーナーは各自トピックを選んで予め作文してきて下さ
い。教科書は英語で書かれていますので、文法用語を辞書で確認しておきましょう。

教科書

Ready to Write Level �: A First Composition Text, 4th Edition, Karen Blanchard and
Christine Root著 (Pearson Longman, 2017) ISBN: 9780134400655

参考書

『ジーニアス英和辞典 第�版』（ISBN: 9784469041804）
Oxford Collocations Dictionary for Students of English (ISBN: 9780194325387)
『英和活用大辞典』（研究社）（ISBN: 9784767410357)

Longman Language Activator (ISBN: 9780582419520)
Longman Collocations Dictionary with Thesaurus (ISBN: 9781408252260)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行な
う。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，

Basicで30%とします。
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1277_14D01506

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている
人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を
知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみなら
ず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際に
も役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書く
ことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Vocabulary and Grammar IIa
第�回 Review Session IIa
第	回 Ch. �a
第
回 Ch. �b
第10回 Ch. 	a
第11回 Ch. 	b
第12回 Vocabulary and Grammar IIb
第13回 Review Session IIb
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Ready to Write � (4th Edition)
Pearson Japan
［第�版 2016/
/�］
ISBN-13: 978-01344-0065-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提
出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断
して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編
成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。

1278_14D01507

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための
秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を
書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Lesson �
第�回 Lesson �
第�回 Lesson 	
第�回 Lesson 	
第�回 Lesson 

第�回 Lesson 

第	回 Lesson 10
第
回 Lesson 10
第10回 Lesson 11
第11回 Lesson 11
第12回 Lesson 12
第13回 Lesson 12
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

課題はかならず提出して下さい。

授業に辞書を持参しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示された予習は必ず行ったうえで授業に臨むこと。

教科書

Eye on American Culture (EIHOSHA)

担当者が配布するプリント

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総
合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次の
クラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediate
で50%，Basicで30%とします。
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1279_14D01508

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいませ
んか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと

は思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語

の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対

する自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体
的には----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアルトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をしま
す。トピックとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 CHAPTER � Writing Descriptions...................................73-79
第�回 CHAPTER � Writing Descriptions...................................80-85
第�回 CHAPTER � Writing Descriptions...................................86-92
第�回 CHAPTER � Writing About Places..................................93-97
第�回 CHAPTER � Writing About Places..................................98-101
第�回 CHAPTER � Writing About Places..................................102-107
第	回 Review �-�
第
回 CHAPTER 	 Writing a Narrative...................................108-113
第10回 CHAPTER 	 Writing a Narrative...................................114-121
第11回 CHAPTER 	 Writing a Narrative...................................122-129
第12回 CHAPTER 
 Expressing Your Opinion..............................130-134
第13回 CHAPTER 
 Expressing Your Opinion..............................135-144
第14回 Review 	-
 and Examination

履修上の注意

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世
界・分野でも同じ。課題はかならず提出すること。予習／復習には、最低120分必要です。

教科書

Ready to Write � 4th edition
著者： Karen Blanchard and Christine Root
ISBN: 978-�-1344-0065-�
出版社：Pearson Longman

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�
年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

1280_14D01509

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている
人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を
知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみなら
ず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際に
も役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書く
ことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Vocabulary and Grammar IIa
第�回 Review Session IIa
第	回 Ch. �a
第
回 Ch. �b
第10回 Ch. 	a
第11回 Ch. 	b
第12回 Vocabulary and Grammar IIb
第13回 Review Session IIb
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Ready to Write � (4th Edition)
Pearson Japan
［第�版 2016/
/�］
ISBN-13: 978-01344-0065-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提
出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断
して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編
成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1281_14D01510

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 西 浦 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要：与えられたテーマで自由に英作文をするクラス。
目標：文法、語彙、形式が正確で、内容、展開が優れた、一段落の英
文を書けるようになること。

授業内容

�. a. イントロダクション b. イントロダクションについての質疑応
答
�. a. シラバス b. シラバスについての質疑応答
�. a. 「印象に残っている出来事」についての英作文 b. 今後の授業
の進め方
�. a. 「印象に残っている出来事」についての英作文の発表 b. 確認
問題
�. a. 「印象に残っている出来事」についての英作文の質疑応答 b.
確認問題
�. a. 「好きな音楽」についての英作文 b. 確認問題
�. a. 「好きな音楽」についての英作文の発表 b. 確認問題
	. a. 「好きな音楽」についての英作文の質疑応答 b. 確認問題

. a. 「好きな人物」についての英作文 b. 確認問題
10. a. 「好きな人物」についての英作文の発表 b. 確認問題
11. a. 「好きな人物」についての英作文の質疑応答 b. 確認問題
12. a. 「好きな漫画」についての英作文 b. 確認問題
13. a. 「好きな漫画」についての英作文の発表 b. 確認問題
14. a. 「好きな漫画」についての英作文の質疑応答 b. 確認問題

履修上の注意

私語禁止。
携帯電話の電源を切って、出さない。
授業と関係のないものを出さない。
詳しくは、最初のクラスで説明する。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、他の学生が書いた英作文を、すべて読め、日本語にでき、間違
いが指摘できるようにしておくこと。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

英作文：�%
予習ノート：�%
確認問題：90%

その他

S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1282_14D01571

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Basic) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも，英語の作文が苦手だと思ってい
る人はいませんか？
与えられた課題に対して，論理的かつ説得力のある文章を書くための
秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は，そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので，英語のエッセイや論文のみ
ならず，日本語の小論文やエッセイ（あるいは，エントリーシート）を
書く際にも役に立ちます。
一年間，真面目にこつこつ訓練をこなせば，英語でエッセイや小論文を
書くことに対する自信が必ずつきます

授業内容

第一回 これまでの復習
第二回：第七課① 本文読解
第三回：第七課② 問題を解く
第四回：第八課① 本文読解
第五回：第八課② 問題を解く
第六回：第九課① 本文読解
第七回：第九課② 問題を解く
第八回：第十課① 本文読解
第九回：第十課② 問題を解く
第十回：第十一課① 本文読解
第十一回：第十一課② 問題を解く
第十二回：第十二課① 本文読解
第十三回：第十二課② 問題を解く
第十四回 a：ここまでのまとめ

b：試験

履修上の注意

予習が出来ていない場合，その場でやってもらうことになるので，辞書
（電子辞書可）を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

二回で一課進むので，それを踏まえて事前に予習しておくことが望まし
い。
特に本文は出来る限り調べ，訳せるようにしておくこと。

教科書

Jack Brajcich，谷岡敏博，『移民の国アメリカ文化の散歩道』，英宝社

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は，平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総
合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施の TOEIC 試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。また，�年次期末実施の TOEIC 試験のスコアに基づき�年次の
クラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で70％，Intermediate
で50％，Basic で30％とします
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1283_14D01601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 野 川 浩 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは
思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小
論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対する
自信が必ずつきます。

授業内容

�つのChapter を�週で終わらせる予定です。�週目は、それぞれのパラグラフ展開方と
そのパラグラフ展開で使われる表現の解説をし、�週目は実際にその展開法を用いたパラ
グラフを読んで、パラグラフの構造を分析します。

<授業内容の進行>
第�回 Chapter � 因果関係によるパラグラフ展開 因果関係を表す表現について。
第�回 因果関係によるパラグラフを読む。与えられたトピックについて因果関係による

展開のパラグラフを書く。
第�回 Chapter 	 例示によるパラグラフ展開 例示を表す表現について。
第�回 例示によるパラグラフを読む。与えられたトピックについて例示を挙げながらパ

ラグラフを書く。
第�回 Chapter 
 定義によるパラグラフの展開方法。
第�回 与えられたトピックについて定義をするパラグラフを書く。
第�回 Chapter 10 複数の項目を分類することによるパラグラフの展開方法。
第	回 与えられたトピックセンテンスについて明確に分類しながらパラグラフを書く。
第
回 Chapter 11 比較・対照によるパラグラフの展開方法。
第10回 比較・対照を表す語句を用いて与えられたトピックについてパラグラフを書く。
第11回 Chapter 12 パラグラフ構造とその展開方法についてまとめと復習。
第12回 トピックを選び、適切なトピックセンテンスとそれを裏付けるサポーティングセ

ンテンスを、パラグラフ展開に留意しなが150語程度のパラグラフを書く。
第13回 Chapter 13 パラグラフからショートエッセイへの展開。序論・本論・結論につ

いて。
ショートエッセイのそれぞれのパラグラフをトピックセンテンス・サポーティン

グセンテンスに注意しながら要約する。
複数のパラグラフからなるショートエッセイを書く。（課題）

第14回 a. 試験 b. まとめ

授業形態の変更によって生じるシラバスの修正は、シラバス補足に追記します。

履修上の注意

課題の提出は�回までとします。それ以降は受け付けませんので注意をしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、教科書で扱う範囲を読み、授業で扱うテーマを確認しておいてください。授業
用のプリントは事前に配布しますので、必ず読んで不明点は調べてから授業に臨むよう
に。また、それぞれの授業でとりあげたパラグラフ展開法に従って、「140〜150語程度の
パラグラフを書く」課題に取り組んでくるようにしてください。

教科書

Get Your Message Across (NAN'UN-DO) ￥�,000 ＋ 税

参考書

授業用プリント

課題に対するフィードバックの方法

採点・返却後、授業内で解説。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�
年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。S・A評価の
割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1284_14D01602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための
秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）
を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 英文パラグラフ・ライティングの基礎と復習
第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter �-�
第�回 Chapter 	-�
第�回 Chapter 	-�
第�回 Chapter 
-�
第�回 Chapter 
-�
第	回 Chapter 10-�
第
回 Chapter 10-�
第10回 Chapter 11-�
第11回 Chapter 11-�
第12回 Chapter 12-�
第13回 Chapter 12-�
第14回 a試験, bまとめ, 解説

履修上の注意

理由のない欠席が�分の�を超える場合、単位認定はできません。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業への積極的参加，自宅学習が重要です。目標は単位取得ではな
く，あくまでも英語力の向上であることを忘れないように。

教科書

Get Your Message Across : Writing Communicative Paragraphs
著者：Jimbo, et al. ed. ISBN: 978-�-5231-7593-� 南雲堂

参考書

学習英和辞典を持参すること。紙の辞書・電子辞書・アプリ・オンラ
イン辞書などメディアにはこだわりませんが，用法や例文を確認でき
るものでないと学習には使えないので辞書とは認めません。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年
次のクラス編成を行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1285_14D01603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 相 馬 美 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいかないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは思
いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小論

文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対する

自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的に
は----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。ト
ピックとして
（�）将来の夢
（�）大学で学びたいこと
（�）旅について など

第�回 パラグラフライティング、リスニング（�）、P.45, EX.13, Wedding Ceremony
Expenses, Just the way you are

第�回 パラグラフライティング、リスニング（�）、P.45-50, EX.14, Good memory, Film �
第�回 パラグラフライティング、リスニング（�）、P.50-60, EX.16, Halloween, Film �
第�回 EX.17, Film �-�, writing 指示
第�回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第�回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第�回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第	回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第
回 実践（�）、TOEIC test, Film �
第10回 実践（�）、EX.18, Film �,
第11回 実践（�）、EX.19, Film �,
第12回 実践（�）
第13回 実践（�）
第14回 まとめ

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・分
野でも同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示に従い、決められた課題をこなし、授業には積極的に参加すること。

教科書

Get Your Message Across (NAN'UN-DO)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

できうる限り授業内においてフィードバックしたいと考える。あるいは必要に応じOh-o!Meiji
に掲載、対応したい。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態
度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年次
期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

2021年度、オンライン（オンディマンド）授業において、課題返却・解答提示の際、文面によ
る解答のみならず、音声ファイルによる確認を行ったことが学生にとって理解の大きな一助と
なったようである。今後も続けていきたい。

1286_14D01604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 青 木 敬 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くため
の秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文の

みならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）
を書く際にも役に立ちます。

一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小
論文を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

� Introduction and review
�. Definition
�. 演習
�. 演習
�. Process and Direction
�. 演習
�. 演習
	. Exploring the theme for presentation

. 演習
10. 演習
11. Preparation for presentation
12. Presentation
13. Preparation for short essay
14. まとめ

履修上の注意

欠席回数�回までとなります。気をつけてください。
辞書を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストやプリントを課題学習にします。

教科書

Get Your Message Across : Writing Communicative Paragraphs
著者：Jimbo, et al, ed.
（南雲堂）

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

プリント・テキストなどの練習課題については、全員へのフィード
バックをします。個人作文課題は、個人に対してフィードバックコメ
ントを出します。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・発表10％・課題の
提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合
的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年
次のクラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1287_14D01605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 松 野 亜希子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はい
ませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

春学期に学んだパラグラフの基礎を踏まえて、より説得力のある文章を書くための
方法や、様々な種類のパラグラフを書く練習を行います。

秋学期は
（�）パラグラフを書く時の正しいプロセス
（�）メイン・アイディアに説得力を与えるサポーティング・センテンスの種類と書

き方
（�）様々な種類のパラグラフ（描写文、意見文など）の特徴と書き方
などを学びます。
また、英語の文章を書く際に役に立つ文法事項の復習も適宜行います。

第�回 授業のイントロダクション, Chapter � Understanding the Writing Process
(�)

第�回 Chapter � Understanding the Writing Process (�)
第�回 Chapter � Supporting the Main Idea (�)
第�回 Chapter � Supporting the Main Idea (�)
第�回 Chapter � Supporting the Main Idea (�)
第�回 Chapter 
 Writing Descriptions (�)
第�回 Chapter 
 Writing Descriptions (�)
第	回 Chapter 
 Writing Descriptions (�)
第
回 Chapter 10 Expressing Your Opinion (�)
第10回 Chapter 10 Expressing Your Opinion (�)
第11回 Chapter 10 Expressing Your Opinion (�)
第12回 Chapter 12 Analyzing Causes and Effects (�)
第13回 Chapter 12 Analyzing Causes and Effects (�)
第14回 学期末試験と授業の総括

履修上の注意

英語の文章を書く課題を出すので、課題はかならず提出すること。
課題に取り組むときには必ず英和辞典と和英辞典の両方（電子辞書・紙媒体のどち
らでもよい）を用意し、辞書を積極的に活用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書のなかで事前に講師が指定する箇所を熟読し，練習問題を解いておく
こと。
復習：授業で学んだ内容を整理するとともに、授業で学んだこと（トピック・セン
テンスやサポーティング・センテンスの書き方など）を踏まえていろいろなパター
ンの英文を書く練習をすること。

教科書

Karen Blanchard & Christine Root, Ready to Write � Pearson
ISBN: 978-�-13-439932-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

課題の提出50％・学期末試験50％を総合的に判断して評価する。原則として、全授
業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1288_14D01606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいま
せんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回. 秋学期授業の概要説明
第�回. Chapter �: Supporting the Main Idea [ � ]
第�回. Chapter �: Supporting the Main Idea [ � ]
第�回. Chapter 	: Explaining a Process [ � ]
第�回. Chapter 	: Explaining a Process [ � ]
第�回. Chapter 
: Writing Descriptions [�]
第�回. Chapter 
: Writing Descriptions [�]
第	回. Chapter 10: Expressing Your Opinion
第
回. Chapter 11: Comparing and Contrasting [�]
第10回. Chapter 11: Comparing and Contrasting [�]
第11回. Chapter 12: Analyzing Causes and Effects [�]
第12回. Chapter 12: Analyzing Causes and Effects [�]
第13回. Review
第14回. a.秋学期まとめ

b.試験

* テキスト以外に、随時ハンドアウトをこちらで用意、配布予定。
* 上記は予定に過ぎない。受講者の理解などに合わせて適宜調整していく。毎回の指
示に注意のこと。
* 随時、課題を提出してもらう。

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、ど
の世界・分野でも同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回に授業で扱う章については、事前にテキストに目を通し、内容を把握してくる
こと。
随時homeworkを出します。その際は必ず準備して授業に臨むこと。

教科書

Karen Blanchard and Christine Root, Ready to Write �: Perfecting Paragraphs. 5th
edition.
(Pearson Longman)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。
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1289_14D01607

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Cause and Effect Step �

第�回 : Chapter � Cause and Effect Step �
第�回 : Chapter 	 Examples Step �
第�回 : Chapter 	 Examples Step �
第�回 : Chapter 	 Examples Step �
第�回 : Chapter 
 Definition Step �
第�回 : Chapter 
 Definition Step �
第	回 : Chapter 10 Classification Step �
第
回 : Chapter 10 Classification Step �
第10回 : Chapter 11 Comparison and Contrast Step �
第11回 : Chapter 11 Comparison and Contrast Step �
第12回 : Chapter 12 Review
第13回 : Chapter 13 From a Paragraph to a Short Essay
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。
復習として、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックにつ
いて下調べをし、その要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度
を要する。

教科書

『効果的なパラグラフの書き方』 神保尚武 他 （南雲堂）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。

1290_14D01608

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 香 西 史 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは
思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小

論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対す

る自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的
には----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。
トピックとして
（�）自分の好きなスポーツ（料理、芸術、動物）
（�）ペットを飼うことの是非
（�）読書について など

（�） Tell us about summer
（�） Cause and Effect �
（�） Cause and Effect �
（�） Examples �
（�） Examples �
（�） Definition �
（�） Definition �
（	） Classification �
（
） Classification �
（10） Comparison and Contrast �
（11） Comparison and Contrast �
（12） Comparison and Contrast �
（13） Review �
（14） Review �

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・
分野でも同じ。課題はかならず提出すること。

欠席が授業数の�/�以上の場合、受験資格を失います。
教室備え付けのPCを使用します。保存が必要なデータ用のストレージ（USB、クラウド等）
を必ず準備／持参してください。授業中に積極的にインターネットの活用をする場合があり
ます。
なお、授業は英語と日本語を併用して行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で、次回までの課題等を指示しますので、必ず時間を作って準備してきてください。
課題には、授業内で学んだことを基にしたライティングと、次回授業で深める内容について
の予習の�種類があります。
予習には60分程度、復習にも60分程度要します。

教科書

Jimbo, et al, ed. Get Your Message Across :Writing Communicative Paragraphs (Nan'un-do)

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年
次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%

とします。

─ 669─



1291_14D01609

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 相 馬 美 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいかないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいとは思
いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語の小論

文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対する

自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体的に
は----

（�）パラグラフの冒頭に来るトピックセンテンスの書き方、それにつづく文の構成。
（�）パラグラフを作る際に考えるべきアウトアライン。
（�）複数のパラグラフを積み重ねて、論理的な小論文（エッセイ）にする方法など。

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をします。ト
ピックとして
（�）将来の夢
（�）大学で学びたいこと
（�）旅について など

第�回 パラグラフライティング、リスニング（�）、P.45, EX.13, Wedding Ceremony
Expenses, Just the way you are

第�回 パラグラフライティング、リスニング（�）、P.45-50, EX.14, Good memory, Film �
第�回 パラグラフライティング、リスニング（�）、P.50-60, EX.16, Halloween, Film �
第�回 EX.17, Film �-�, writing 指示
第�回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第�回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第�回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第	回 複数のパラグラフライティング、プレゼンテーション（�）
第
回 実践（�）、TOEIC test, Film �
第10回 実践（�）、EX.18, Film �,
第11回 実践（�）、EX.19, Film �,
第12回 実践（�）
第13回 実践（�）
第14回 まとめ

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世界・分
野でも同じ。課題はかならず提出すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示に従い、決められた課題をこなし、授業には積極的に参加すること。

教科書

Get Your Message Across (NAN'UN-DO)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

できうる限り授業内においてフィードバックしたいと考える。あるいは必要に応じOh-o!Meiji
に掲載、対応したい。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態
度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�年次
期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

2021年度、オンライン（オンディマンド）授業において、課題返却・解答提示の際、文面によ
る解答のみならず、音声ファイルによる確認を行ったことが学生にとって理解の大きな一助と
なったようである。今後も続けていきたい。

1292_14D01610

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Cause and Effect Step �

第�回 : Chapter � Cause and Effect Step �
第�回 : Chapter 	 Examples Step �
第�回 : Chapter 	 Examples Step �
第�回 : Chapter 	 Examples Step �
第�回 : Chapter 
 Definition Step �
第�回 : Chapter 
 Definition Step �
第	回 : Chapter 10 Classification Step �
第
回 : Chapter 10 Classification Step �
第10回 : Chapter 11 Comparison and Contrast Step �
第11回 : Chapter 11 Comparison and Contrast Step �
第12回 : Chapter 12 Review
第13回 : Chapter 13 From a Paragraph to a Short Essay
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。
復習として、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックにつ
いて下調べをし、その要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度
を要する。

教科書

『効果的なパラグラフの書き方』 神保尚武 他 （南雲堂）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。
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1293_14D01701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思ってい
る人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣
を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみなら
ず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際に
も役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 Causes and Effect Essays
第�回 Causes and Effect Essays
第�回 Comparison and Contrast Essays
第�回 Comparison and Contrast Essays
第�回 Problem-Solution Essays
第�回 Problem-Solution Essays
第	回 Writing Summaries
第
回 Writing Summaries
第10回 Expressing Your Opinions
第11回 Expressing Your Opinions
第12回 Writing Undergraduate and Graduate School Application Essays
第13回 Writing Undergraduate and Graduate School Application Essays
第14回 まとめ・試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか 変更も
ありえます。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習し、課題をこなすこと。

教科書

READT TO WRITE � (Fourth Edition) Pearson

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提
出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断
して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成
を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1294_14D01702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人
はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を

知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、

日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に
立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Hedging / And so on...

第�回 : Chapter � Hyphenation
第�回 : Chapter � Punctuation
第�回 : Chapter � Passive voice
第�回 : Chapter � Past perfect tense
第�回 : Chapter � Vocabulary shift
第�回 : Chapter � Definitions
第	回 : Chapter � Classifications
第
回 : Chapter � Relative clauses
第10回 : Chapter � Participal clauses
第11回 : Chapter 	 Cause / effect language
第12回 : Chapter 	 Citations
第13回 : Chapter 	 References
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。
復習として、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックにつ
いて下調べをし、その要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度
を要する。

教科書

Paul Rossiter＋Department of English, The University of Tokyo, Komaba, First
Moves : An Introduction to Academic Writing in English（東京大学出版会）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して
行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。
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1295_14D01703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 秋 山 義 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はいません
か？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと

は思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本語

の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに対

する自信が必ずつきます。

授業内容

高校までの英語教育ではやってこなかったパラグラフ（段落）の作り方を学びます。具体
的には----

（�）一貫性（構成）。
（�）結束性（主題との関連をもたせる）
（�）つなぎ言葉の効果的な利用

模範となる文章を読みながら、トピックを決めたエッセイ・ライティングの訓練をしま
す。タイプ別の練習として

（�）描写タイプの書き方
（�）分類（情報を整理して、順位をつける）
（�）原因・結果（因果関係の表現）
（�） 比較・対照（比較による表現）

第�回 Process and Direction（�）過程・手順と指示
第�回 Process and Direction（�）
第�回 Cause and Effect（�）因果関係
第�回 Cause and Effect (�）
第�回 Examples（�）具体例による展開
第�回 Examples(�）
第�回 Definition（�）定義による展開
第	回 Definition（�）
第
回 Classification（� ）分類による展開
第10回 Classification ( �)
第11回 Comparison and Contrast（� ） 比較・対照による展開
第12回 Comparison and Contrast ( � ）
第13回 From a Paragraph to a Short Essay
第14回 英語ライティング学習のまとめ

履修上の注意

WORDを使って、パラグラフの課題を出す予定。課題はかならず提出すること。様々な状
況で、どのような表現が使われるのか、モデルの英文を読みながら、ポイントとなる表現
について理解するだけではなく、学生は理解した内容を主体的に英語で表現できるように
する。大切な構文や語彙を暗記することで、モデル文章の発見力、表現の解決力を伸ばす
ことができるようになる。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に講師が指定する箇所を読んだうえで授業に臨むことが望まれる。大切な語彙や表現
を覚えることが必要になる。

教科書

神保・森田 『効果的なパラグラフの書き方』 南雲堂

参考書

リーバーすみ子・横川綾子 『アメリカ人なら小学校で学ぶ英文ライティング』 アルク
大井恭子 『英語モードでライティング』 講談社パワー・イングリッシュ

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。また、�
年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

1296_14D01704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 青 木 敬 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいないまでも、英語の作文が苦手だと思っ
ている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くため
の秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文の

みならず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）
を書く際にも役に立ちます。

一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小
論文を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

� Introduction and review
�. Definition
�. 演習
�. 演習
�. Process and Direction
�. 演習
�. 演習
	. Exploring the theme for presentation

. 演習
10. 演習
11. Preparation for presentation
12. Presentation
13. Preparation for short essay
14. まとめ

履修上の注意

欠席回数�回までとなります。気をつけてください。
辞書を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストやプリントを課題学習にします。

教科書

Ready to Write : From Paragraph to Essay 4th edition
著者： Karen Blanchard and Christine Root
（Pearson Longman）

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

プリント・テキストなどの練習課題については、全員へのフィード
バックをします。個人作文課題は、個人に対してフィードバックコメ
ントを出します。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年
次のクラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1297_14D01705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？与えられた課題に
対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと
は思いませんか？この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 従属性の展開
第�回 スタイルの種別
第�回 描写パラグラフの展開
第�回 第�回パラグラス演習
第�回 比較と対照応用�の展開
第�回 分類の展開
第�回 第�回パラグラフ演習
第	回 論議展開
第
回 論議展開応用
第10回 第�回パラグラフ演習
第11回 因果関係応用の展開
第12回 通過、手順による応用展開
第13回 パラグラスからエッセイへ
第14回 パラグラフからエッセイ応用

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だ
けでなく、どの世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習をし、授業で扱ったテーマでの英文ライティングを復習
として必ず行うこと。

教科書

Ready to Write �（Pearson）

参考書

Get Your Message Across (NANʼUN-DO)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします

1298_14D01706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 伊 藤 左千夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思っている人はい
ませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りた
いとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみならず、日本
語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際にも役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書くことに
対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 授業の概要説明、Chapter �: The Value of Books (�)
第�回 Chapter �: The Value of Books (�)
第�回 Chapter �: Catching Cold (�)
第�回 Chapter �: Catching Cold (�)
第�回 Chapter �: Catching Cold (�)
第�回 Chapter �: The Science of Signs (�)
第�回 Chapter �: The Science of Signs (�)
第	回 Review
第
回 Chapter �: Access to Water (�)
第10回 Chapter �: Access to Water (�)
第11回 Chapter 	: The Disappearing Left-hander (�)
第12回 Chapter 	: The Disappearing Left-hander (�)
第13回 Chapter 	: The Disappearing Left-hander (�)
第14回 a.今学期のまとめ b.試験

* 上記の予定は目安です。また春学期のEPW Aの継続科目になりますので、春学期
の進度に応じて変更されることがあります。毎回の授業時の指示に従ってください。

履修上の注意

・EPW Aの継続科目です。春学期の学習内容を踏まえて、パラグラフ・ライティン
グの学習を行いますので、春学期の学習内容を復習して臨みましょう。
・辞書は英和・英英辞典ともに用法の解説があるものや例文の豊富な辞書を使用し
ましょう。
・提出をタイプした原稿で提出してもらいますので、パソコンでの英文入力とWord
形式での文書作成に慣れ親しんでおきましょう。
・欠席時には、他の受講者に課題や次の範囲を必ず確認して、準備をして出席しま
しょう。
・オンライン授業になることも考慮して、PC、タブレット端末、スマートフォンを
利用した小テストの実施も予定しています。
・オンライン提出の課題や小テストの通知は、クラスウェブのお知らせによって通
知されることが多いので、おしらせの通知はよく確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

指示された範囲は、必ず予習時に不明語彙の下調べや、練習問題の解答理由など
をメモしておき、授業中に指名された時に答えられるようにしましょう。
課題は、提出時の必要要件を必ず確認の上、授業内で作成・改訂していくチェッ

クリストを使用し、しっかりとチェックした後に期限厳守で提出しなくてはなりま
せん。

教科書

Paul Rossiter＋Department of English, The University of Tokyo, Komaba, First Moves :
An Introduction to Academic Writing in English（東京大学出版会）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。ま
た、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1299_14D01707

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Paragraph Writing B(Adv.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

どうも英語の小論文とはいわないまでも、英語の作文が苦手だと思ってい
る人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣
を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみなら
ず、日本語の小論文やエッセイ（あるいは、エントリーシート）を書く際に
も役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を書

くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 Causes and Effect Essays
第�回 Causes and Effect Essays
第�回 Comparison and Contrast Essays
第�回 Comparison and Contrast Essays
第�回 Problem-Solution Essays
第�回 Problem-Solution Essays
第	回 Writing Summaries
第
回 Writing Summaries
第10回 Expressing Your Opinions
第11回 Expressing Your Opinions
第12回 Writing Undergraduate and Graduate School Application Essays
第13回 Writing Undergraduate and Graduate School Application Essays
第14回 まとめ・試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか 変更も
ありえます。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習し、課題をこなすこと。

教科書

READT TO WRITE � (Fourth Edition) Pearson

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提
出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断
して行なう。

その他

�年次�月実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。また、�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成
を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1300_14D01801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 加 藤 匠

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけでは
なく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよう
とすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くため
に必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 実力テスト：現時点の自身の英語力を知る
第�回 Chapter � Education and Student Life, Part �
第�回 Chapter � Education and Student Life, Part �
第�回 確認テスト、Chapter � City Life, Part �
第�回 Chapter � City Life, Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Business and Money, Part �
第	回 Chapter � Business and Money, Part �
第
回 確認テスト、Chapter � Jobs and Profession, Part �
第10回 Chapter � Jobs and Profession, Part �
第11回 確認テスト、Chapter � Lifestyles Around the World, Part �
第12回 Chapter � Lifestyles Around the World, Part �
第13回 確認テスト、ここまでのまとめ
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席はもちろん、語彙のチェックなど、毎回の予習・復習は必須であ
る。予習、復習に関しては事前に指示するので、きちんと行なってから
出席することが求められる。なお、辞書は原則として毎回持参するこ
と！

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前の予習としては、単語を調べるだけでなく、自分で納得出来るま
で英文を突き詰めていく努力が、そして授業で得た知識をより確実にす
るための復習を継続的に行なうなどの積極的な姿勢が求められることに
なる。毎回一時間半ほどの予習・復習が必要になるだろう。納得できな
い箇所がある場合には、授業前後の時間を利用して積極的に質問してほ
しい。

教科書

Interactions � (6th edition), Pamela Hartmann, Elaine Kim. McGraw-Hill
(ISBN: 978-�-259-07033-�)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。なお遅刻は「0.5欠席」として扱うので、注意すること。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1301_14D01802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 高 島 和 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Culture
第�回 Unit � Culture
第�回 Unit � Money
第�回 Unit � Money
第�回 Unit � Sports
第�回 Unit � Sports
第	回 Unit � Music
第
回 Unit � Music
第10回 Unit � Animals
第11回 Unit � Animals
第12回 Unit � Travel
第13回 Unit � Travel
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

教科書とともに辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。携帯電話・
スマートフォンは使用不可。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの文章に目を通し、単語・熟語等を調べ、設問に対す
る答えも用意しておくこと。

教科書

Strategic Reading Level � (2nd Edition)
ISBN: 978-�-521-28112-�
Cambridge University Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1302_14D01803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 岡 留 聡 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよ
うとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くた
めに必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 英語と英語文化
第�回 Unit 1A Sweet Love
第�回 Unit � B Food for the Future
第�回 Unit � A Song of the Humpback
第�回 Unit 2B The �,000-Year Bird Song
第�回 Unit 3A Was King Tut Murdered?
第�回 Unit 3B Who Killed the Iceman
第	回 Unit 4A Living Treasures
第
回 Unit 4BThe Changing Face of Kung Fu
第10回 Unit 5A The Secrets in the Sand
第11回 Unit 5B The Stories in the Rocks
第12回 Unit 6A Cities Beneath the Sea
第13回Unit 6B The Truth about Great Whites
第14回 a: まとめ b: 試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか変
更もありえます。

履修上の注意

テキスト以外の教材も使う予定。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラスでは精読をしますが、意味が分かるように訳してもらいます。予
習の際に辞書で意味を調べるだけでなく、ネットや新聞などで背景につ
いてある程度の知識を得てから、和訳してきてください。

教科書

Reading Explorer � Third Edition （Cengage)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件と
する。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・Ａ 評 価 の 割 合 に つ い て は、原 則 と し て Advance で 70%、
Intermediateで50%、Basicで30%とします。
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1303_14D01804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回：a： introduction b： starting upという見出しの英文を読んで様々な問
題を解いてゆきます。

第�回：starting upという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、問題を解いてゆきます。更に動画を視聴して理解

を確認します。。
第�回：fragile forestsという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、問題を解いてゆきます。更に動画を視聴して理解

を確認します。
第�回：bright ideasという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、問題を解いてゆきます。更に動画を視聴して理解

を確認します。
第	回：game changersという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま

す。
第
回：game changersという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第10回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第11回：lessons in learningという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆき

ます。
第12回：lessons in learningという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきま

す。
第13回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第14回：a：授業のふりかえりとまとめ b：試験の実施

履修上の注意

熱意をもって授業に臨んで欲しいので、テキストの予習をしておくことを望ん
でいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

�時間前後の予習・復習を望んでいます。

教科書

『Tedtalks 21st century reading �』 Lauris Brass（センゲ−ジラーニング）

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦 （筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1304_14D01805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 尾 関 裕 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語の文章
の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつかむ力こそ、英
語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読解力を培うことが本
授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な
表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主
題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れてお
り、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 「読む」ためのストラテジーについて
第�回 ユニット �
第�回 英文精読�
第�回 ユニット�
第�回 英文精読�
第�回 ユニット�
第�回 英文精読�
第	回 ユニット�
第
回 英文精読�
第10回 ユニット�
第11回 英文精読�
第12回 ユニット�
第13回 英文精読�
第14回 a 試験 b 解答・解説

履修上の注意

「攻め」の読解を心がけましょう。
授業時のその場、その場で求められていることを把握し、積極的な読みの様々な方法にト
ライして下さい。速読した文についても復習し全体を理解しておくこと。精読については
文法を意識して文を正確に読み進めるparsingという方法を身につけましょう。正確に文
を読むことでどのような英文に対しても自信をもって読むことができるようになります。
辞書必携。携帯電話での代用は認められません。

英文読解力向上には速読、精読、どちらも大事です。語彙力の向上も図りつつ自信をもっ
て英文に対応できるようにいたしましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの英文について
予習：全文を和訳してくるというような必要はありませんが授業で扱う文章については目
を通しわからない語があれば辞書をひいて確認することはしておきましょう。100分ほど
要します。
復習：自分の読みが的確であったか、を確認すること。エクササイズの答えを間違えたよ
うな場合には単に正解を知ることだけでよしとはせずなぜ間違えたのか、分析すること。
60分要。

英文精読について
前週に配布される英文を精読します。
ここでは英文の構造、文法、語彙などを正確に把握して読解します。速読の際には一語一
語にこだわることなく大づかみに英文をとらえる、必要な情報をひろう、という読み方も
行いますが精読では一語一文を文法にのっとり正確な読みを心がけます。予習は必須。
ただ和訳することで満足するのではなく著者の意図をその英文表現から読み取る作業も必
要です。読み終えた後はご自分の解釈が間違っていなかったか、なぜ間違えたのか、など
授業時の解説やエクササイズ実施によって確認しましょう。予習・復習にかける時間はテ
キストの際と同様です。

教科書

『Strategic Reading1』 J.C.Richards/S.Eckstut-Didier( Cambridge University Press)

参考書

特にございません。

課題に対するフィードバックの方法

提出されたものについては、採点のうえ翌週の授業時に返却されます。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（授業時内提出物・積極的な授業参加）40%。原則として、全授
業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。S・A評価
の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%としま
す。
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1305_14D01806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 加 藤 匠

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけでは
なく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよう
とすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くため
に必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 実力テスト：現時点の自身の英語力を知る
第�回 Chapter � Education and Student Life, Part �
第�回 Chapter � Education and Student Life, Part �
第�回 確認テスト、Chapter � City Life, Part �
第�回 Chapter � City Life, Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Business and Money, Part �
第	回 Chapter � Business and Money, Part �
第
回 確認テスト、Chapter � Jobs and Profession, Part �
第10回 Chapter � Jobs and Profession, Part �
第11回 確認テスト、Chapter � Lifestyles Around the World, Part �
第12回 Chapter � Lifestyles Around the World, Part �
第13回 確認テスト、ここまでのまとめ
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席はもちろん、語彙のチェックなど、毎回の予習・復習は必須であ
る。予習、復習に関しては事前に指示するので、きちんと行なってから
出席することが求められる。なお、辞書は原則として毎回持参するこ
と！

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前の予習としては、単語を調べるだけでなく、自分で納得出来るま
で英文を突き詰めていく努力が、そして授業で得た知識をより確実にす
るための復習を継続的に行なうなどの積極的な姿勢が求められることに
なる。毎回一時間半ほどの予習・復習が必要になるだろう。納得できな
い箇所がある場合には、授業前後の時間を利用して積極的に質問してほ
しい。

教科書

Interactions � (6th edition), Pamela Hartmann, Elaine Kim. McGraw-Hill
(ISBN: 978-�-259-07033-�)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。なお遅刻は「0.5欠席」として扱うので、注意すること。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1306_14D01807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 鷲 尾 郁

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

基本的にはテキストにそって進めていきます。

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Sports and Fitness
第�回 Unit � Sports and Fitness
第�回 Unit � Skin Deep
第�回 Unit � Skin Deep
第�回 Unit � Animals in Danger
第�回 Unit � Animals in Danger
第	回 Unit � Violent Earth
第
回 Unit � Violent Earth
第10回 Unit � Islands and Beaches
第11回 Unit � Islands and Beaches
第12回 Unit � Global Addictions
第13回 Unit � Global Addictions
第14回 a: まとめ b: 学期末試験

履修上の注意

必要な辞書は持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回に読み進める文章は予習段階で目を通しておくこと。

教科書

『Reading Explorer�, Third Editions (Text Only)』 Nancy Douglas他著
(ISBN: 978-�-35-711627-�, Cengage Learning)

参考書

特に指定しない。(参照すべき資料等があれば、クラス内で指示しま
す。)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験50%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）50%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1307_14D01860

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

再履を受講することになった方はどうも、英語が出来ないからではなく、
何らかの理由で授業に出るのが苦手、あるいは大学に来ることが出来ないら
しいということがわかりました。
ですので、出来る限り授業に出てこれるように、ネイティヴの大学生が実
際に読んでいる思想の入門書をこつこつと講読してまいります。
「継続は力なり」。
訳に対してのアドヴァイス、内容についての解説、さらに検討を行います。
今年度はミシェル・フーコーの入門書をテクストに取りあげます。なお、著
者はフーコー研究で有名なフィンランド人女性哲学者です。
なお、今年は序章と第三章以降を読む予定です。

授業内容

第�回：イントロダクション：原書講読と重要性とフーコーを学ぶ意義
第�回：テクストを読む 序 �〜2頁 第一回
第�回：同上 序 �〜�頁 第二回
第�回：同上 序 �頁 第三回
第�回：テクストを読む 第三章 25〜26頁 第一回
第�回：同上 第三章 27〜28頁 第二回
第�回：同上 第三章 29〜30頁 第三回
第	回：同上 第三章 31〜32頁 第四回
第
回：同上 第三章 33〜35頁 第五回
第10回：テクストを読む 第四章 36〜37頁 第一回
第11回：同上 第四章 38〜39頁 第二回
第12回：同上 第四章 40〜41頁 第三回
第13回：同上 第四章 42〜44頁 第四回
第14回：a：春学期のまとめ。b：試験

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

語学の授業である限り、セメスター中、�回以上欠席した場合、原則、不合
格とします。また、出席を授業最初に取ります。従って、欠席・遅刻は減点
対象になります。出来る限り予習してくることが上達に繋がります。その場
で訳すのであれば、辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、�〜�頁進むので、事前に予習してくることが望ましい。
それが出来ないのなら、辞書を毎回授業に持参して、その場で訳すこと。

教科書

Johanna Oksala, How to Read Foucault (Granta), 2007
Amazonなどで購入することが好ましいが、該当箇所のプリントを適宜配布
する。

参考書

オクサラ、関訳、『フーコーをどう読むか』、新泉社
慎改康之、『ミシェル・フーコー』、岩波新書
その他は講義中に、その都度提示します。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度）

その他

持参するのは電子辞書でもかまいませんが、書籍の英和辞典を活用しないと
理解できないことになるでしょう。

S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceで70%、Intermediateで
50%、Basicで30%とします。

1308_14D01861

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語の
文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつかむ力
こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読解力を
培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、
比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さ
らに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考
法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても
学ぶことになるだろう。

授業内容

授業では，現代社会の問題に関するテキストを使います。

教室では，グループワークや講師との対話などを通して，教材の内容を正確に把握
できているか確認します。受講者各自が積極的に自分の意見を述べることで，内容に
対する理解を深めます。

このような作業を通して、受講者はそのテーマに対する自分なりの意見を確立して
いきます。どんな意見を持つのも自由ですが，ただしその根拠も必要です。そのため
にも日頃から読書や新聞、テレビ，インターネットで情報などで資料を収集するよう
にします。各章ごとに、受講者それぞれの意見を発表してもらう予定です。

また，テキストだけでなく，その他の資料を見て，批判的に分析し，考え，意見を
持つ訓練もしたいと考えています。

第�週：イントロダクション
第�週：テキストunit1-�
第�週：テキストunit1-�
第�週：テキストunit2-�
第�週：テキストunit2-�
第�週：テキストunit3-�
第�週：テキストunit3-�
第	週：テキストunit4-�
第
週：テキストunit4-�
第10週：テキストunit5-�
第11週：テキストunit5-�
第12週：テキストunit6-�
第13週：テキストunit6-�
第14週：春学期まとめ

履修上の注意

最初はどんな素朴な意見でもかまいません。積極的に発言する訓練をしたいと思いま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎週、テキストの予習をチェックし、単語テストを行います。

常習的に予習をしていない者は出席を認めないことがあります。

教科書

開講時に指示します。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則として、全
授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。
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1309_14D01871

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Basic) 秋 山 義 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく，
英語の文章の構成を理解し，その文章の主題──筆者が伝えようとすること──
をつかむ力こそ，英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このよう
な英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては，素早く大意
をつかむ速読から，比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで，
多様な手法を用いる。さらに，文章の構成，主題の選択，議論の展開，文体には，
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており，英語の文章を読み解く過
程で，英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

【春学期】
第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Sports and Fitness（�）
第�回 Unit � Sports and Fitness（�）
第�回 Unit � Skin Deep(�)
第�回 Unit � Skin Deep(�)
第�回 Unit � Animals in Danger（�）
第�回 Unit � Animals in Danger (�）
第	回 Unit � Violent Earth（�）
第
回 Unit � Violent Earth（�）
第10回 Unit � Islands and Beaches（�）
第11回 Unit � Islands and Beaches（�）
第12回 Unit � Global Addictions（�）
第13回 Unit � Global Addictions（�）
第14回 学期末授業ポイントまとめ

履修上の注意

準中級レベルのリーディング力を習得する方法が練習問題とともに豊富に盛り込
まれている。また、インプットとアウトプットの統合型活動も複数掲載。取り扱
うトピックも、文化、医療、科学、歴史など多岐に渡る チャート，グラフ，写
真を用いたパッセージを読む練習
各ユニットには�つの関連したテーマのリーディングを収録。文化，自然科学，
社会問題，人文，旅行，冒険など世界の様々なトピックを紹介。

�．テキストの内容理解を中心に内容把握力，�．ポイントとなる語彙力を増
やす �．文法と表現能力練習（やや難）�．内容の対話をリスニングとディク
テーション，�．クリティカルシンキングの演習は授業の域を超えて内容の理解
�．練習や試合などで授業を欠席する場合は事前に報告することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書のなかで事前に講師が指定する箇所を読んだうえで授業に臨むことが望
まれる。

教科書

Reading Explorer � (3rd ed.)
著者：David Bohlke, et. al.
ISBN: 9780357116272
¥2,750
Cengage Learning

参考書

美誠社『英語の構文150』アルク『キクタン BASIC4000』

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60％，平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40％。原則と
して，全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施の TOEIC 試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で70％，Intermediate で50％，
Basic で30％とします。

1310_14D01901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけでは
なく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよう
とすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くため
に必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 The World's Game
第�回 What Makes an Olympic Champion?
第�回 What is Beauty?
第�回 Skin : The Body's Canvas
第�回 Racing to Rescue Koala
第�回 Tracking the Snow Leopard
第	回 Sacred Summits
第
回 Is Protection Possible?
第10回 Land of Fire and Ice
第11回 The Perfect Beach
第12回 The World's Favorite Drug
第13回 Addicted to Distraction
第14回 まとめ・試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか 変
更もありえます。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習をしておくこと。
単語の復習テストを行います。

教科書

Reading Explorer � 3rd Edition Cengage Learning

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1311_14D01902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � 人はいつヒトになったか、そしてヒトとは何か
Reading

第�回 : Chapter � 人はいつヒトになったか、そしてヒトとは何か Exercises
第�回 : Chapter � 世界最古の文明の起こりとその世界観 Reading
第�回 : Chapter � 世界最古の文明の起こりとその世界観 Exercises
第�回 : Chapter � インド、中国、アメリカインディオ文明の世界観 Reading
第�回 : Chapter � インド、中国、アメリカインディオ文明の世界観

Exercises
第�回 : Chapter � なぜ宗教は死を扱うのか Reading
第	回 : Chapter � なぜ宗教は死を扱うのか Exercises
第
回 : Chapter � コーランからの抜粋と釈迦の悟りについて Reading
第10回 : Chapter � コーランからの抜粋と釈迦の悟りについて Exercises
第11回 : Chapter � マルコ・ポーロが口述した東方見聞録より黄金の国ジパン

グ Reading
第12回 : Chapter � マルコ・ポーロが口述した東方見聞録より黄金の国ジパン

グ Exercises
第13回 : Chapter � ルネサンス（�） レオナルド・ダ・ヴィンチの遠近法

Reaing / Exercises
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べ、練習問
題を解いておくこと。復習として、教科書の該当箇所を読むこと。予習には90分、
復習には60分程度を要する。

教科書

『人類の輝ける軌跡』 岩永道子・上村淳子・吉岡みのり （朝日出版社）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。

1312_14D01903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけでは
なく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよう
とすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くため
に必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第一回 a：イントロダクション（この授業の進め方）
b：英語の読解についての概説

第二回：第一課① 本文読解
第三回：第一課② 問題を解く
第四回：第二課① 本文読解
第五回：第二課② 問題を解く
第六回：第三課① 本文読解
第七回：第三課② 問題を解く
第八回：第四課① 本文読解
第九回：第四課② 問題を解く
第十回：第五課① 本文読解
第十一回：第五課② 問題を解く
第十二回：第六課① 本文読解
第十三回：第六課② 問題を解く
第十四回 a：春学期のまとめ

b：テスト

履修上の注意

予習してくることが望ましいが、出来ていない場合、その場でやっても
らうことになる。
従って、辞書（電子辞書可）を持参して来ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

遅くとも、二回で一課進む予定なので、それに合わせて予習をしておく
こと。
特に本文は、出来る限り、訳せるようにしておくこと。

教科書

岩永道子、上村淳子、吉岡みのり、『人類の輝ける軌跡』、朝日出版社

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediate
で50%，Basicで30%とします。
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1313_14D01904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること─
─をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。この
ような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早
く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精
読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、
文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章
を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回：a：introduction b：starting upという見出しの英文を読み、様々な問題
を解いてゆきます。

第�回：starting upという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第�回：fragile forestsという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま

す。
第�回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第�回：bright ideasという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第	回：game changersという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま

す。
第
回：game changersという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきま

す。
第10回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第11回：lessons in learningという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆ

きます。
第12回：lessons in learningという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆき

ます。
第13回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第14回：a：授業のふりかえりとまとめ b：試験の実施

履修上の注意

熱意をもって授業に臨んで欲しいです。テキストの予習をお願いします。

準備学習（予習・復習等）の内容

�時間前後の予習・復習をしていただきたいです。

教科書

『Tedtalks 21st centuty reading2』 Laurie Brass（センゲ−ジラーニング）

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1314_14D01905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつ
かむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文
読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ
速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法
を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏
の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏
の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

人類史を彩る多様な主題の文章を読みながら、読む技術を習得する。具体的には、
テキストの各章を約1.5回の授業で学んでいく。
<授業予定>
�．イントロダクション
�．Chapter �: When did we become human? What is it to be human?
�．Chapter �
Chapter �: Civilized Mindsets (�)

�．Chapter �
�．Chapter �: Civilized Mindsets (�)
�．Chapter �

Chapter �: Religion (�) Why is religion about death?
�．Chapter �
	．Chapter �: Religion (�) Excerpt from the Koran and the Enlightenment of
Buddha


．Chapter �
Chapter �: Travels : Marco Polo

10．Chapter �
11．Chapter �: The Renaissance (�) Leonardo's Perspective
12．Chapter �

Chapter 	: The Renaissance (�) A Prelude to the Scientific Revolution
13．Chapter 	
14．a まとめ
14．b 期末試験
履修者の関心に合わせて、上記の予定表には多少の変更がある。

履修上の注意

毎回、授業範囲のテキストを予習して下さい。事前に自分で出来ること（語彙を辞
書で調べ、英文の意味を考える、設問を解く、など）を尽くすことで、授業中の吸
収力が違ってきます。積極的に学びましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業範囲のテキストを予習して下さい。事前に自分で出来ること（語彙を辞
書で調べ、英文の意味を考える、設問を解く、など）を尽くすことで、授業中の吸
収力が違ってきます。積極的に学びましょう。

教科書

Epoch Explorer 著者：岩永道子・上村順子・吉岡みのり （朝日出版社）￥1700 (税
込￥1870）
ISBN：9784255155128

参考書

とくに指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceｄで70%、Intermediateで50%、
Basicで30%とします。
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1315_14D01906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけ
ではなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝
えようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み
解くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の
目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩
など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を
用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を
読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Readingについて
第�回 Chapter �
第�回 Chapter �
第�回 Chapter �
第�回 Chapter �
第�回 Chapter �
第�回 Chapter �
第	回 Chapter �
第
回 Chapter �
第10回 Chapter �
第11回 Chapter �
第12回 Chapter �
第13回 Chapter �
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

第�回授業に必ず出席すること。
授業には英和辞典か英英辞典（電子辞書でも紙の辞書でもどちらでも
よい）を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

表面的な読みで終わらせるのではなく、内容をしっかりと理解する
ことが大事です。

教科書

Epoch Explorer ( Asahi Press)

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）
40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条
件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成
を行います。
S・A 評価の割合については、原則として Advance で 70%、

Intermediateで50%、Basicで30%とします。

1316_14D01907

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

基本文法をおさらいしつつ，英語の表現力向上を目指します。各章ごとに実際に
ニュースで使用された英文を聴いてスクリプトを読みます。リスニング＋リー
ディングを軸に，語彙力アップ，内容要約，センテンスレベルの英文を書いて会
話を行い，最終的にまとまったパラグラフを書く練習をします。�回で�章終了
を基本的な授業進行のペースとします。もちろん絶対ではありません。必要に応
じて，早くなったり、遅くなったりはあります。また、必要を感じれば、教科書
とは別に教材を用意してリスニングや発音の練習を行います。

［第�回] イントロダクション，おためしライティング
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第	回] Unit �-�
［第
回] Unit �-�
［第10回] Unit �-�
［第11回] Unit �-�
［第12回] Unit �-�
［第13回] Unit �-�
［第14回] ａ：「総括・まとめ」 ｂ：期末課題提出

履修上の注意

授業には英和辞典を持参してください。学期末には特定のトピックについて英作
文をそれぞれ書いて提出してもらう予定です。必要に応じて，教科書以外の教材
を使います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の学習は前回までの学習の積み重ねの上に成り立ちます。必要に応じて復習
をして授業に臨んでください。

教科書

テキスト：British News Update � (BBC) 『映像で学ぶイギリス公共放送の最新
ニュース�』
出版社：金星堂
2800円（税別）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1317_14D01908

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで

はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え

ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解

くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目

標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な

ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用

いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英

語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読

み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

初回時に説明します。

履修上の注意

初回時に説明します。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回時に説明します。

教科書

Reading Explorer � (3rd ed.)

著者：David Bohlke, et. al.

ISBN: 9780357116272

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。

原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件

とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を

行います。

S・A 評価の割合については，原則として Advanced で 70%，

Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1318_14D01909

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけでは
なく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよう
とすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くため
に必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 The World's Game
第�回 What Makes an Olympic Champion?
第�回 What is Beauty?
第�回 Skin : The Body's Canvas
第�回 Racing to Rescue Koala
第�回 Tracking the Snow Leopard
第	回 Sacred Summits
第
回 Is Protection Possible?
第10回 Land of Fire and Ice
第11回 The Perfect Beach
第12回 The World's Favorite Drug
第13回 Addicted to Distraction
第14回 まとめ・試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか 変
更もありえます。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習をしておくこと。
単語の復習テストを行います。

教科書

Reading Explorer � 3rd Edition Cengage Learning

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1319_14D01910

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � 人はいつヒトになったか、そしてヒトとは何か
Reading

第�回 : Chapter � 人はいつヒトになったか、そしてヒトとは何か Exercises
第�回 : Chapter � 世界最古の文明の起こりとその世界観 Reading
第�回 : Chapter � 世界最古の文明の起こりとその世界観 Exercises
第�回 : Chapter � インド、中国、アメリカインディオ文明の世界観 Reading
第�回 : Chapter � インド、中国、アメリカインディオ文明の世界観

Exercises
第�回 : Chapter � なぜ宗教は死を扱うのか Reading
第	回 : Chapter � なぜ宗教は死を扱うのか Exercises
第
回 : Chapter � コーランからの抜粋と釈迦の悟りについて Reading
第10回 : Chapter � コーランからの抜粋と釈迦の悟りについて Exercises
第11回 : Chapter � マルコ・ポーロが口述した東方見聞録より黄金の国ジパン

グ Reading
第12回 : Chapter � マルコ・ポーロが口述した東方見聞録より黄金の国ジパン

グ Exercises
第13回 : Chapter � ルネサンス（�） レオナルド・ダ・ヴィンチの遠近法

Reaing / Exercises
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べ、練習問
題を解いておくこと。復習として、教科書の該当箇所を読むこと。予習には90分、
復習には60分程度を要する。

教科書

『人類の輝ける軌跡』 岩永道子・上村淳子・吉岡みのり （朝日出版社）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。

1320_14D01911

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Inter.) 高 島 和 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第	回 Unit �
第
回 Unit �
第10回 Unit �
第11回 Unit �
第12回 Unit �
第13回 Unit �
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

教科書とともに辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。携帯電話・
スマートフォンは使用不可。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの文章に目を通し、単語・熟語等を調べ、設問に対す
る答えも用意しておくこと。

教科書

Epoch Explorer
ISBN: 978-�-255-15512-	
Asahi Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1321_14D02001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 松 野 亜希子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

サイエンス、健康、経済などの多彩なトピックを扱った英語の文章を読んで、
様々な練習問題を解くことにより、語彙力ならびに読解力を高めることを目
指します。

第�回 授業のイントロダクション
第�回 Unit � Images of Life (�)
第�回 Unit � Images of Life (�)
第�回 Unit � Images of Life (�)
第�回 Unit � Natural Attraction (�)
第�回 Unit � Natural Attraction (�)
第�回 Unit � Natural Attraction (�)
第	回 Unit � Food and Health (�)
第
回 Unit � Food and Health (�)
第10回 Unit � Food and Health (�)
第11回 Unit � Human Journey (�)
第12回 Unit � Human Journey (�)
第13回 Unit � Human Journey (�)
第14回 学期末試験と授業の総括

履修上の注意

辞書を引きながら、英語の文章を丁寧に読むことが求められます。よって、
英和辞典（電子辞書・紙媒体のどちらでも可）を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書のなかで事前に講師が指定する箇所を熟読し，練習問題を解い
ておくこと。
復習：授業で読んだ長文をもう一度熟読し、理解が不十分な箇所がないかど
うかをチェックしておくこと。疑問点がある場合は、次回の授業で教員に質
問すること。

教科書

Paul Macintyre & David Bohlke, Reading Explorer � Cengage Learning
ISBN: 978-�-357-12473-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験70%、平常点（小テスト・積極的な授業参加）30%。原則として、
全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。

1322_14D02002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 鷲 尾 郁

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

基本的にはテキストにそって進めていきます。

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Images of Life
第�回 Unit � Images of Life
第�回 Unit � Natural Attraction
第�回 Unit � Natural Attraction
第�回 Unit � Food and Health
第�回 Unit � Food and Health
第	回 Unit � Design and Engineering
第
回 Unit � Design and Engineering
第10回 Unit � Human Journey
第11回 Unit � Human Journey
第12回 Unit � Money and Trade
第13回 Unit � Money and Trade
第14回 a: まとめ b: 学期末試験

履修上の注意

必要な辞書は持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回に読み進める文章は予習段階で目を通しておくこと。

教科書

『Reading Explorer �: Third edition (Text Only)』 Paul Macintyre他著
(ISBN: 978-�-35-711629-�, Cengage Learning)

参考書

特に指定しない。(参照すべき資料等があれば、クラス内で指示しま
す。)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験50%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）50%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1323_14D02003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Unit �A The Visual Village [�]
第�回 Unit �A The Visual Village [�]
第�回 Unit �B My Journey in Photographs [�]
第�回 Unit �B My Journey in Photographs [�]
第�回 Unit �A Living Light [�]
第�回 Unit �A Living Light [�]
第�回 Unit �B Feathers of Love [�]
第	回 Unit �B Feathers of Love [�]
第
回 Unit �A How Safe Is Our Food? [�]
第10回 Unit �A How Safe Is Our Food? [�]
第11回 Unit �B The Battle of Biotech [�]
第12回 Unit �B The Battle of Biotech [�]
第13回 Unit �A Design by Nature : Biomimetics [�]
第14回 a : Unit �A Design by Nature : Biomimetics [�] / b: 試験

履修上の注意

毎回授業前に、指定された範囲の予習を行なっておくこと。遅刻は授
業開始から30分までとする。遅刻�回で欠席�回扱いとする。学期末
に期末試験を行うが、授業日数の�/�以上欠席した場合、期末試験
の受験資格無しとする。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの文章に関し予め語句等を調べ、ある程度内容を理解し、説
明できるようにしておく必要がある。また、練習問題についても、あ
らかじめ答えを考えておくこと。。学期末試験に向けて、文章の内容
や表現等の復習が必要である。

教科書

『Reading Explorer4 (Third Edition)』
Paul MacIntyre and David Bohlke
(Cengage Learning)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1324_14D02004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Rise and Fall, A : Secrets of the Maya
第�回 Unit � Rise and Fall, B : The Collapse of Angkor
第�回 Unit � High Achievers, A : The Sky Runner
第�回 Unit � High Achievers, B : The Free Soloist
第�回 Unit � Science and Progress, A : The Age of Disbelief
第�回 Unit � Science and Progress, B : Goalkeepers for the Planet
第	回 Unit � Saving Cities, A : City Under Siege
第
回 Unit � Saving Cities, B : Rising Seas
第10回 Unit � Energy Choices, A : Our Energy Diet
第11回 Unit � Energy Choices, B : Plugging into the Sun
第12回 Unit � Survival and Protection, A : Quicksilver
第13回 Unit � Survival and Protection, B : Building the Ark
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

〇毎回、辞書（英和）を必ず持参してください。
〇遅刻複数回は状況に応じて欠席としてカウントします。
〇膨大な量のインプットを確保することと英語を母語話者と同レベル（かそれ以
上に）で精確に読む、ということの両方が大切です。
〇私は言語学（特に、意味論）が専門ですので、言語学的な知見を援用した文法
説明も行うと思います。そのためには、授業中に自由に質問をして頂くことが大
事です。質問が多いほど、私の方はみなさんに多くの知識を伝授することができ
ます。この授業を上手く活用すれば（i.e., 積極的な授業参加により、私の知識を上
手く引き出し、それを吸収すれば）、母語話者がどのような頭の働きで英語を理解
しているか、を学ぶと同時に、英語の文構造や文法の真理を学ぶことができる貴
重な機会とすることができると思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

〇予習としては、毎回、教科書の語彙を調べてきてください。その他の詳しいこ
とは授業中にお伝え致します。
〇復習としては、各回の語彙を確認し、身に付けること、そして、そのためにも
音読を行うことです。小テストの前にはそのための勉強もして頂きます。

教科書

Reading Explorer � (3rd ed.)
著者：Nancy Douglas, et. al.
ISBN: 9780357116302
Cengage Learning

参考書

授業中に示唆致します。

課題に対するフィードバックの方法

〇小テストの結果を踏まえて解説致します。
〇Oh!Meijiの掲示板で教科書の内容についての質問に回答致します。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1325_14D02005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 高 島 和 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Superstitions
第�回 Unit � Superstitions
第�回 Unit � Health
第�回 Unit � Health
第�回 Unit � Remarkable Talents
第�回 Unit � Remarkable Talents
第	回 Unit � Beauty
第
回 Unit � Beauty
第10回 Unit � Technology
第11回 Unit � Technology
第12回 Unit � Punishment
第13回 Unit � Punishment
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

教科書とともに辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。携帯電話・
スマートフォンは使用不可。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの文章に目を通し、単語・熟語等を調べ、設問に対す
る答えも用意しておくこと。

教科書

Strategic Reading Level � (2nd Edition)
ISBN: 978-�-521-28111-

Cambridge University Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1326_14D02006

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 岡 留 聡 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではな
く、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとす
ること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要
である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓
練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文
体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構
成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・
文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化につ
いても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a: イントロダクション (英語を通して世界を知るということ）
b: 日本語と英語、文化的背景による違いについて

第�回 Unit �: Collapse A : Secrets of the Maya
第�回 Unit �: Collapse B : The Collapse of Angkor
第�回 Unit �: High Achievers: A The Sky Runner
第�回 Unit �: High Achievers : B The Free Soloist
第�回 Unit �: Science and Progress A : The Age of Disbelief
第�回 Unit �: Science and Progress B : Goalkeepers for the Planet
第	回 Unit �: Saving Cities A : City Under Siege
第
回 Unit �: Saving Cities B : Rising Seas
第10回 Unit �:Energy Choices A : Our Energy Diet
第11回 Unit �: Energy Choices B : Plugging into the Sun
第12回 Unit �: Survival and Protection A : Quicksilver
第13回 Unit �: Survival and Protection B : Building the Ark
第14回 a: まとめ

b. 試験
これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか変更
もありえます。

履修上の注意

クラスでは精読をしますが、直訳ではなく、意味が分かるように訳しても
らいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の際に辞書で意味を調べるだけでなく、ネットや新聞などで背景につ
いてある程度の知識を得てから、和訳してきてください。

教科書

Reading Explorer �（ Third Edition ） （Cengage)

参考書

テキストの内容に関する最新情報を、テレビ、ネット、および雑誌上で知
ることができます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1327_14D02007

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 加 藤 匠

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけでは
なく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えよう
とすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くため
に必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標であ
る。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的
な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さら
に、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書
き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、
英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 実力テスト：現時点の自身の英語力を知る
第�回 Chapter � New Challenges : Part �
第�回 Chapter � New Challenges : Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Teamwork and Competition : Part �
第�回 Chapter � Teamwork and Competition : Part �, �
第�回 Chapter � Teamwork and Competition : Part �, �
第	回 確認テスト、Chapter � Gender and Relationships : Part �
第
回 Chapter � Gender and Relationships : Part �, �
第10回 確認テスト、Chapter � Health and Leisure : Part �
第11回 Chapter � Health and Leisure : Part �, �
第12回 Chapter � Health and Leisure : Part �
第13回 確認テスト、ここまでのまとめ
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席はもちろん、語彙のチェックなど、毎回の予習・復習は必須であ
る。予習、復習に関しては事前に指示するので、きちんと行なってから
出席することが求められる。なお、辞書は原則として毎回持参するこ
と！

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前の予習としては、単語を調べるだけでなく、自分で納得出来るま
で英文を突き詰めていく努力が、そして授業で得た知識をより確実にす
るための復習を継続的に行なうなどの積極的な姿勢が求められることに
なる。毎回一時間半ほどの予習・復習が必要になるだろう。納得できな
い箇所がある場合には、授業前後の時間を利用して積極的に質問してほ
しい。

教科書

Mosaic Reading � (6th edition), Brenda Wegmann & Miki Knezevic.
McGraw-Hill (ISBN: 978-�-259-07036-�)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。なお遅刻は「0.5欠席」として扱うので、注意すること。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行
います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1328_14D02008

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語
の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつか
む力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読
解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速
読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を
用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の
書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の
文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 Unit � Rise and Fall A : Secrets of the Maya

Mini-test #�
第�回 Unit � Rise and Fall B : The Collapse of Angkor--Legacies of the Maya

Mini-test #�
第�回 Unit � Rise and Fall：VIDEO

Discussion #�
第�回 Unit � Science and Progress A : The Age of Disbelief

Mini-test #�
第�回 Unit � Science and Progress B : Goalkeepers for the Planet--Energy

Entrepreneur
Mini-test #�

第�回 Unit � Science and Progress : VIDEO
Discussion #�

第	回 Unit � Saving Cities A : City Under Siege
Mini-test #�

第
回 Unit � Saving Cities B : Rising Seas--Hurricanes
Mini-test #�

第10回 Unit � Saving Cities : VIDEO
Discussion #�

第11回 Unit � Energy Choices A : Our Energy Diet
Mini-test #�

第12回 Unit � Energy Choices B : Plugging into the Sun--Eco-Detectives
Mini-test #	

第13回 Unit � Energy Choices : VIDEO
Discussion #�

第14回 Review and Examination

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授
業範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。予習／復習に
は、最低120分必要です。

教科書

Reading Explorer Level � (3rd ed.)
著者：Nancy Douglas et al.
ISBN: 978-�-357-11630-�
出版社：CENGAGE Learning

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則として、
全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。S・
A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。
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1329_14D02009

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 野 川 浩 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語
の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつか
む力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読
解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速
読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を
用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の
書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の
文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

科学・歴史・医学・芸術など、多岐にわたるテーマを扱った記事を読みます。各ユ
ニットがPassage A と Passage B で構成されています。�回の授業で�つの記事を取
り上げる予定です。�週目はとりあげる記事を理解するためのプリントを用いなが
ら読解し、�週目は内容の再確認をした後、さまざまなReading Skill を勉強するこ
とで読み方のテクニックを身につけ、Vocabulary Practice によって語彙の確認をし
ます。
(�)News Article
(�)Unit �A Secrets of the Maya (Understanding Complex Infographics � ) Read
the Passage with Q & A
(�)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(�)Unit� B The Collapse of Angkor (Evaluating Arguments� ) Read the Passage
with Q & A
(�)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(�)Unit � A The Sky Runner ( Guessing Meaning from Context ) Read the
Passage with Q & A
(�)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(	)Unit � B The Free Soloist (Understanding Rhetorical Purpose) Read the
Passage with Q & A
(
)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(10)Unit � A The Age of Disbelief (Identifying Figurative Language) Read the
Passage with Q & A
(11)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(12)Unit� B Goalkeepers for the Planet (Making Inferences�) Read the Passage
with Q & A
(13)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(14)a: まとめ b: 試験
授業形態の変更によって生じるシラバスの修正は、シラバス補足に追記します。

履修上の注意

・必ず予習をして授業に臨むように。
・課題の提出は�回までとし、それ以降は受理しないので注意。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業計画と授業時の指示に従い、綿密に辞書を引いて次回の記事を読むとともに、
代名詞が何を指示しているかなどの細部を確認しておくこと。また、事前に配布し
たレポート課題に取り組み、授業時に発表できるように準備しておいてください。

教科書

『Reading Explorer�』, 3rd Edition (Cengage Learning) by Nancy Douglas ￥�,750

参考書

プリント

課題に対するフィードバックの方法

採点・返却後、授業内で解説。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則として、
全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1330_14D02010

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading A(Adv.) 岡 留 聡 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではな
く、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとす
ること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要
である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓
練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文
体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構
成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・
文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化につ
いても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a: イントロダクション (英語を通して世界を知るということ）
b: 日本語と英語、文化的背景による違いについて

第�回 Unit �: Collapse A : Secrets of the Maya
第�回 Unit �: Collapse B : The Collapse of Angkor
第�回 Unit �: High Achievers: A The Sky Runner
第�回 Unit �: High Achievers : B The Free Soloist
第�回 Unit �: Science and Progress A : The Age of Disbelief
第�回 Unit �: Science and Progress B : Goalkeepers for the Planet
第	回 Unit �: Saving Cities A : City Under Siege
第
回 Unit �: Saving Cities B : Rising Seas
第10回 Unit �:Energy Choices A : Our Energy Diet
第11回 Unit �: Energy Choices B : Plugging into the Sun
第12回 Unit �: Survival and Protection A : Quicksilver
第13回 Unit �: Survival and Protection B : Building the Ark
第14回 a: まとめ

b. 試験
これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか変更
もありえます。

履修上の注意

クラスでは精読をしますが、直訳ではなく、意味が分かるように訳しても
らいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の際に辞書で意味を調べるだけでなく、ネットや新聞などで背景につ
いてある程度の知識を得てから、和訳してきてください。

教科書

Reading Explorer �（ Third Edition ） （Cengage)

参考書

テキストの内容に関する「最新情報を、テレビ、ネット、および雑誌上で
知ることができます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1331_14D02101

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 加 藤 匠

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

第�回 a: 春学期内容の復習
b : Chapter � Global Connections, Part �

第�回 Chapter � Global Connections, Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Language and communication, Part �
第�回 Chapter � Language and communication, Part �
第�回 確認テスト、Chapter 	 Tastes and Preferences, Part �
第�回 Chapter 	 Tastes and Preferences, Part �
第�回 確認テスト、Chapter 
 New Frontiers, Part �
第	回 Chapter 
 New Frontiers, Part �
第
回 確認テスト、Chapter 10 Ceremonies, Part �
第10回 Chapter 10 Ceremonies, Part �
第11回 確認テスト、英文講読実践：雑誌のエッセイを読む
第12回 英文講読実践：雑誌のエッセイを読む
第13回 英文講読実践：雑誌のエッセイを読む
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席はもちろん、語彙のチェックなど、毎回の予習・復習は必須である。予
習、復習に関しては事前に指示するので、きちんと行なってから出席するこ
とが求められる。なお、辞書は原則として毎回持参すること！

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前の予習としては、単語を調べるだけでなく、自分で納得出来るまで英
文を突き詰めていく努力が、そして授業で得た知識をより確実にするための
復習を継続的に行なうなどの積極的な姿勢が求められることは言うまでもな
い。秋学期は実際に雑誌で使われている英語も扱うので、分からないことを
そのままにしない姿勢も重要である。毎回一時間半ほどの予習・復習が必要
になるだろう。納得できない箇所がある場合には、授業前後の時間を利用し
て積極的に質問してほしい。

教科書

Interactions � (6th edition), Pamela Hartmann, Elaine Kim. McGraw-Hill
(ISBN: 978-�-259-07033-�)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則と
して、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。なお
遅刻は「0.5欠席」として扱うので、注意すること。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。

1332_14D02102

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 高 島 和 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � The Internet
第�回 Unit � The Internet
第�回 Unit 	 Friends
第�回 Unit 	 Friends
第�回 Unit 
 Gifts
第�回 Unit 
 Gifts
第	回 Unit 10 Emotions
第
回 Unit 10 Emotions
第10回 Unit 11 Food
第11回 Unit 11 Food
第12回 Unit 12 Sleep and Dreams
第13回 Unit 12 Sleep and Dreams
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

教科書とともに辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。携帯電話・
スマートフォンは使用不可。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの文章に目を通し、単語・熟語等を調べ、設問に対す
る答えも用意しておくこと。

教科書

Strategic Reading Level � (2nd Edition)
ISBN: 978-�-521-28112-�
Cambridge University Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1333_14D02103

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 岡 留 聡 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Unit 7A The Flower Trade
第�回Unit 7A The Flower Trade
第�回Unit 7B The Power of Perfume
第�回Unit 8A An Incredible Journey
第�回Unit 8B The Travels of Ibn Battuta
第�回Unit 9A The Teenage Brain
第�回Unit 9B Seeing Double
第	回Unit 10A The Big Thaw
第
回Unit 10B Life on the Edge
第10回Unit 11A The Knowledge Illusion
第11回Unit 11B The Limits of Lying
第12回Unit 12A The Dream of Flight
第13回 Unit 12B Dark Descent
第14回 a: まとめ b: 試験
これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか
変更もありえます。

履修上の注意

英文の構造、単語の日本語訳にはでてきにくいにニュアンスなどをと
らえつつ読み進めてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラスでは精読をしますが、意味が分かるように訳してもらいます。
予習の際に辞書で意味を調べるだけでなく、ネットや新聞などで背景
についてある程度の知識を得てから、和訳してきてください。

教科書

Reading Explorer � （Third Edition ）（Cengage)

参考書

新聞などだけでなく、ネット上のニュースも参考になります。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1334_14D02104

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること─
─をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。この
ような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早
く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精
読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、
文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章
を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回：food for lifeという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきます。
第�回：food for lifeという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第�回：body signsという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきます。
第�回：body signsという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第�回：energy buildersという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆき

ます。
第	回：game changersという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま

す。
第
回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第10回：changing perspectivesという見出しの英文を読み、様々な問題を解いて

ゆきます。
第11回：lessonbBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第12回：data deceivesという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま

す。
第13回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第14回：a：授業のふりかえりとまとめ b：試験の実施

履修上の注意

熱意をもって授業に臨んで欲しいので、テキストの予習をしておくことを望
んでいます。

準備学習（予習・復習等）の内容

�時間前後の予習・復習を望んでいます。

教科書

『Tedtalks 21st century reading �』 Lauris Brass（センゲ−ジラーニング）

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦 （筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。
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1335_14D02105

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 尾 関 裕 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語の文章
の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつかむ力こそ、英
語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読解力を培うことが本
授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な
表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主
題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れてお
り、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 「読む」ためのストラテジーについて
第�回 ユニット �
第�回 英文精読�
第�回 ユニット�
第�回 英文精読�
第�回 ユニット�
第�回 英文精読�
第	回 ユニット�
第
回 英文精読�
第10回 ユニット�
第11回 英文精読�
第12回 ユニット�
第13回 英文精読�
第14回 a 試験 b 解答・解説

履修上の注意

「攻め」の読解を心がけましょう。
授業時のその場、その場で求められていることを把握し、積極的な読みの様々な方法にト
ライして下さい。速読した文についても復習し全体を理解しておくこと。精読については
文法を意識して文を正確に読み進めるparsingという方法を身につけましょう。正確に文
を読むことでどのような英文に対しても自信をもって読むことができるようになります。
辞書必携。携帯電話での代用は認められません。

英文読解力向上には速読、精読、どちらも大事です。語彙力の向上も図りつつ自信をもっ
て英文に対応できるようにいたしましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの英文について
予習：全文を和訳してくるというような必要はありませんが授業で扱う文章については目
を通しわからない語があれば辞書をひいて確認することはしておきましょう。100分ほど
要します。
復習：自分の読みが的確であったか、を確認すること。エクササイズの答えを間違えたよ
うな場合には単に正解を知ることだけでよしとはせずなぜ間違えたのか、分析すること。
60分要。

英文精読について
前週に配布される英文を精読します。
ここでは英文の構造、文法、語彙などを正確に把握して読解します。速読の際には一語一
語にこだわることなく大づかみに英文をとらえる、必要な情報をひろう、という読み方も
行いますが精読では一語一文を文法にのっとり正確な読みを心がけます。予習は必須。
ただ和訳することで満足するのではなく著者の意図をその英文表現から読み取る作業も必
要です。読み終えた後はご自分の解釈が間違っていなかったか、なぜ間違えたのか、など
授業時の解説やエクササイズ実施によって確認しましょう。予習・復習にかける時間はテ
キストの際と同様です。

教科書

『Strategic Reading1』 J.C.Richards/S.Eckstut-Didier( Cambridge University Press)

参考書

特にございません。

課題に対するフィードバックの方法

提出されたものについては、採点のうえ、次回授業時に返却されます。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（授業時内提出物・積極的な授業参加）40%。原則として、全授
業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。S・A評価
の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%としま
す。

1336_14D02106

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 加 藤 匠

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

第�回 a: 春学期内容の復習
b : Chapter � Global Connections, Part �

第�回 Chapter � Global Connections, Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Language and communication, Part �
第�回 Chapter � Language and communication, Part �
第�回 確認テスト、Chapter 	 Tastes and Preferences, Part �
第�回 Chapter 	 Tastes and Preferences, Part �
第�回 確認テスト、Chapter 
 New Frontiers, Part �
第	回 Chapter 
 New Frontiers, Part �
第
回 確認テスト、Chapter 10 Ceremonies, Part �
第10回 Chapter 10 Ceremonies, Part �
第11回 確認テスト、英文講読実践：雑誌のエッセイを読む
第12回 英文講読実践：雑誌のエッセイを読む
第13回 英文講読実践：雑誌のエッセイを読む
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席はもちろん、語彙のチェックなど、毎回の予習・復習は必須である。予
習、復習に関しては事前に指示するので、きちんと行なってから出席するこ
とが求められる。なお、辞書は原則として毎回持参すること！

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前の予習としては、単語を調べるだけでなく、自分で納得出来るまで英
文を突き詰めていく努力が、そして授業で得た知識をより確実にするための
復習を継続的に行なうなどの積極的な姿勢が求められることは言うまでもな
い。秋学期は実際に雑誌で使われている英語も扱うので、分からないことを
そのままにしない姿勢も重要である。毎回一時間半ほどの予習・復習が必要
になるだろう。納得できない箇所がある場合には、授業前後の時間を利用し
て積極的に質問してほしい。

教科書

Interactions � (6th edition), Pamela Hartmann, Elaine Kim. McGraw-Hill
(ISBN: 978-�-259-07033-�)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則と
して、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。なお
遅刻は「0.5欠席」として扱うので、注意すること。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1337_14D02107

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 鷲 尾 郁

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

基本的にはテキストにそって進めていきます。

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Energy Solutions
第�回 Unit � Energy Solutions
第�回 Unit 	 Epic Engineering
第�回 Unit 	 Epic Engineering
第�回 Unit 
 High-Tech Solutions
第�回 Unit 
 High-Tech Solutions
第	回 Unit 10 All in the Mind
第
回 Unit 10 All in the Mind
第10回 Unit 11 Visual Pioneers
第11回 Unit 11 Visual Pioneers
第12回 Unit 12 Far Out
第13回 Unit 12 Far Out
第14回 a: まとめ b: 学期末試験

履修上の注意

必要な辞書は持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回に読み進める文章は予習段階で目を通しておくこと。

教科書

『Reading Explorer�, Third Editions (Text Only)』 Nancy Douglas他著
(ISBN: 978-�-35-711627-�, Cengage Learning)

参考書

特に指定しない。(参照すべき資料等があれば、クラス内で指示しま
す。)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験50%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）50%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1338_14D02160

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

再履を受講することになった方はどうも、英語が出来ないからではなく、何
らかの理由で授業に出るのが苦手、あるいは大学に来ることが出来ないらし
いということがわかりました。
ですので、出来る限り授業に出てこれるように、ネイティヴの大学生が実
際に読んでいる思想の入門書をこつこつと講読してまいります。
「継続は力なり」。
訳に対してのアドヴァイス、内容についての解説、さらに検討を行います。
今年度はミシェル・フーコーの入門書をテクストに取りあげます。なお、著
者はフーコー研究で有名なフィンランド人女性哲学者です。
なお、今年は序章と第三章以降を読む予定です。

授業内容

第�回：イントロダクション：前期の復習と後期の展望
第�回：テクストを読む 第五章 45〜46頁 第一回
第�回：同上 第五章 47〜48頁 第二回
第�回：同上 第五章 49〜50頁 第三回
第�回：同上 第五章 51〜52頁 第四回
第�回：同上 第五章 53〜54頁 第五回
第�回：テクストを読む 第六章 55〜56頁 第一回
第	回：同上 第六章 57〜58頁 第二回
第
回：同上 第六章 59〜60頁 第三回
第10回：同上 第六章 61〜63頁 第四回
第11回：テクストを読む 第七章 64〜65頁 第一回
第12回：同上 第七章 66〜67頁 第二回
第13回：同上 第七章 68〜69頁 第三回
第14回：a：秋学期のまとめ。b：試験

＊講義内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

語学の授業である限り、セメスター中、�回以上欠席した場合、原則、不合
格とします。また、出席を授業最初に取ります。従って、欠席・遅刻は減点
対象になります。出来る限り予習してくることが上達に繋がります。その場
で訳すのであれば、辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、�〜�頁進むので、事前に予習してくることが望ましい。
それが出来ないのなら、辞書を毎回授業に持参して、その場で訳すこと。

教科書

Johanna Oksala, How to Read Foucault (Granta), 2007
Amazonなどで購入することが好ましいがコピーを適宜配布する。

参考書

オクサラ、関訳、『フーコーをどう読むか』、新泉社
慎改康之、『ミシェル・フーコー』、岩波新書
その他は講義中に、その都度提示します。

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度）

その他

持参するのは電子辞書でもかまいませんが、書籍の英和辞典を活用しないと
理解できないことになるでしょう。

S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceで70%、Intermediateで50%、
Basicで30%とします。
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1339_14D02161

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 宮 本 正 治

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語の
文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつかむ力
こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読解力を
培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、
比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さ
らに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考
法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても
学ぶことになるだろう。

授業内容

授業では，現代社会の問題に関するテキストを使います。

教室では，グループワークや講師との対話などを通して，教材の内容を正確に把握
できているか確認します。受講者各自が積極的に自分の意見を述べることで，内容に
対する理解を深めます。

このような作業を通して、受講者はそのテーマに対する自分なりの意見を確立して
いきます。どんな意見を持つのも自由ですが，ただしその根拠も必要です。そのため
にも日頃から読書や新聞、テレビ，インターネットで情報などで資料を収集するよう
にします。各章ごとに、受講者それぞれの意見を発表してもらう予定です。

また，テキストだけでなく，その他の資料を見て，批判的に分析し，考え，意見を
持つ訓練もしたいと考えています。

第�週：イントロダクション
第�週：テキストunit7-�
第�週：テキストunit7-�
第�週：テキストunit8-�
第�週：テキストunit8-�
第�週：テキストunit9-�
第�週：テキストunit9-�
第	週：テキストunit10-�
第
週：テキストunit10-�
第10週：テキストunit11-�
第11週：テキストunit11-�
第12週：テキストunit12-�
第13週：テキストunit12-�
第14週：秋学期まとめ

履修上の注意

最初はどんな素朴な意見でもかまいません。積極的に発言する訓練をしたいと思いま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎週、テキストの予習をチェックし、単語テストを行います。

常習的に予習をしていない者は出席を認めないことがあります。

教科書

開講時に指示します。

参考書

い。

課題に対するフィードバックの方法

適宜対応します。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則として、全
授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

1340_14D02171

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Basic) 秋 山 義 典

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく，英
語の文章の構成を理解し，その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつ
かむ力こそ，英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文
読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては，素早く大意をつかむ
速読から，比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで，多様な手法
を用いる。さらに，文章の構成，主題の選択，議論の展開，文体には，英語文化圏
の書き手の思考法・文化背景が表れており，英語の文章を読み解く過程で，英語圏
の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Unit � Energy Solution（�）
第�回 Unit � Energy Solution（�）
第�回 Unit 	 Epic Engineering（�）
第�回 Unit 	 Epic Engineering（�）
第�回 Unit 
 High-Tech Solutions（�）
第�回 Unit 
 High-Tech Solutions（�）
第�回 Unit 
 High-Tech Solutions（�）
第	回 Unit 10 All in the Mind（�）
第
回 Unit 10 All in the Mind（�）
第10回 Unit 10 All in the Mind（�）
第11回 Unit 11 Visual Pioneers（�）
第12回 Unit 11 Visual Pioneers（�）
第13回 Unit 11 Visual Pioneers（�）
第14回 まとめと秋学期のポイント復習

履修上の注意

準中級レベルのリーディング力を習得する方法が練習問題とともに豊富に盛り込ま
れている。また、インプットとアウトプットの統合型活動も複数掲載。取り扱うト
ピックも、文化、医療、科学、歴史など多岐に渡る チャート，グラフ，写真を用
いたパッセージを読む練習
各ユニットには�つの関連したテーマのリーディングを収録。文化，自然科学，
社会問題，人文，旅行，冒険など世界の様々なトピックを紹介。

チャート，グラフ，写真を用いたパッセージを読む練習 各ユニットには�つの関
連したテーマのリーディングを収録。文化，自然科学，社会問題，人文，旅行，冒
険など世界の様々なトピックを紹介します。�．テキストの内容理解を中心に内容
把握力，�．ポイントとなる語彙力を増やす �．文法と表現能力練習 �．内容
の対話をリスニングとディクテーション，�．クリティカルシンキングの演習は授
業の域を超えて内容の理解 �．練習や試合などで授業を欠席する場合は事前に報
告することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に講師が指定する箇所を読んだうえで授業に臨むことが望まれる。

教科書

Reading Explorer � (3rd ed.)
著者：David Bohlke, et. al.
ISBN: 9780357116272
¥2,750
Cengage Learning

参考書

美誠社『英語の構文150』アルク『キクタン BASIC4000』

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60％，平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40％。原則とし
て，全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施の TOEIC 試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advance で70％，Intermediate で50％，
Basic で30％とします。
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1341_14D02201

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 オリエンテーション
第�回 Powering the Future
第�回 City of the Future?
第�回 China's Grand Canal
第�回 Highway of Dreams
第�回 The Power of Virtual Reality
第�回 High-Frying Helpers
第	回 What's on Your Mind?
第
回 Inside Animal Minds
第10回 Van Gogh's World
第11回 Seeing the Light
第12回 Defying Gravity
第14回 まとめと試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回テキストの授業予定箇所を予習をしておくこと。
単語の復習テストを行います。

教科書

Reading Explorer � 3rd Edition Cengage Learning

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1342_14D02202

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではな
く、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとす
ること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要
である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓
練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文
体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構
成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・
文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化につ
いても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter 	 ルネサンス（�） 科学革命への序章 Reading

第�回 : Chapter 	 ルネサンス（�） 科学革命への序章 Exercises
第�回 : Chapter 
 近代科学の父、ガリレオ・ガリレイ Reading
第�回 : Chapter 
 近代科学の父、ガリレオ・ガリレイ Exercises
第�回 : Chapter 10 偉大なる魂、マハトマ・ガンジー Reading
第�回 : Chapter 10 偉大なる魂、マハトマ・ガンジー Exercises
第�回 : Chapter 11 �人のユダヤ人少女の遺した日記より Reading
第	回 : Chapter 11 �人のユダヤ人少女の遺した日記より Exercises
第
回 : Chapter 12 人間は戦争を望む動物か？ Reading
第10回 : Chapter 12 人間は戦争を望む動物か？ Exercises
第11回 : Chapter 13 膨張宇宙 Reading
第12回 : Chapter 13 膨張宇宙 Exerciese
第13回 : Chapter 14 人類が目指す「地球規模化」とは？ Reading /

Exercises
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べ、
練習問題を解いておくこと。復習として、教科書の該当箇所を読むこと。
予習には90分、復習には60分程度を要する。

教科書

『人類の輝ける軌跡』 岩永道子・上村淳子・吉岡みのり （朝日出版社）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。
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1343_14D02203

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 関 修

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第一回：春学期の復習
第二回：第七課① 本文読解
第三回：第七課② 問題を解く
第四回：第八課① 本文読解
第五回：第八課② 問題を解く
第六回：第九課① 本文読解
第七回：第九課② 問題を解く
第八回：第十課① 本文読解
第九回：第十課② 問題を解く
第十回：第十一① 本文読解
第十一回：第十一課② 問題を解く
第十二回：第十二課① 本文読解
第十三回：第十二課② 問題を解く
第十四回 a：一年間のまとめ

b：テスト

履修上の注意

予習してくることが望ましいが、出来ていない場合、その場でやって
もらうことになる。
従って、辞書（電子辞書可）を持参して来ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

遅くとも、二回で一課進む予定なので、それに合わせて予習をしてお
くこと。
特に本文は、出来る限り、訳せるようにしておくこと。

教科書

岩永道子、上村淳子、吉岡みのり、『人類の輝ける軌跡』、朝日出版社

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meiji を通じて配信するため、確認すること。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1344_14D02204

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

第�回：food for lifeという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま
す。

第�回：food for lifeという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第�回：body signsという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：body signsという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきます。
第�回：lesson Bの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第�回：energy buildersという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆき

ます。
第	回：energy buildersという見出しの英文を読み、更に問題を解いてゆきま

す。
第
回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第10回：changing perspectivesという見出しの英文を読み、様々な問題を解い

てゆきます。
第11回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第12回：data dectivesという見出しの英文を読み、様々な問題を解いてゆきま

す。
第13回：lessonBの英文を読み、動画を視聴して理解を確認します。
第14回：a：授業のふりかえりとまとめ b：試験の実施

履修上の注意

熱意をもって授業に臨んで欲しいです。テキストの予習をお願いします。

準備学習（予習・復習等）の内容

�時間前後の予習・復習をしていただきたいです。

教科書

『Tedtalks 21st centuty reading2』 Laurie Brass（センゲ−ジラーニング）

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則と
して、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1345_14D02205

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 梶 原 照 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──
をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このよう
な英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意
をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、
多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

人類史を彩る多様な主題の文章を読みながら、読む技術を習得する。具体的には、
テキストの各章を約1.5回の授業で学んでいく。
<授業予定>
�．イントロダクション
�．Chapter 
: Galileo Galilei
�．Chapter 


Chapter 10: Mahatma Gandhi
�．Chapter 10
�．Chapter 11: From Anne's Dairy
�．Chapter 11
�．速読訓練
	．Chapter 12: Human Nature and War

．Chapter 12

Chapter 13: Expanding Universe (�)
10．Chapter 13
11．Chapter 14: Expanding Universe (�)
12．Chapter 14

Chapter 15: What is Globalization?
13．Chapter 15
14．a まとめ
14．b 期末試験
履修者の関心に合わせて、上記の予定表には多少の変更がある。

履修上の注意

毎回、授業範囲のテキストを予習して下さい。事前に自分で出来ること（語彙を
辞書で調べ、英文の意味を考える、設問を解く、など）を尽くすことで、授業中
の吸収力が違ってきます。積極的に学びましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業範囲のテキストを予習して下さい。事前に自分で出来ること（語彙を
辞書で調べ、英文の意味を考える、設問を解く、など）を尽くすことで、授業中
の吸収力が違ってきます。積極的に学びましょう。

教科書

Epoch Explorer 著者：岩永道子・上村順子・吉岡みのり （朝日出版社）￥1700
(税込￥1870）
ISBN：9784255155128

参考書

とくに指定しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvancedで70%、Intermediateで50%、
Basicで30%とします。

1346_14D02206

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけ
ではなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝
えようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み
解くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の
目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩
など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を
用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を
読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Chapter �
第�回 Chapter �
第�回 Chapter 	
第�回 Chapter 	
第�回 Chapter 

第�回 Chapter 

第	回 Chapter 10
第
回 Chapter 10
第10回 Chapter 11
第11回 Chapter 11
第12回 Chapter12
第13回 Chapter 12
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

第�回授業に必ず出席すること。
授業には英和辞典か英英辞典を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

表面的な読みで終わらせるのではなく、内容をしっかりと理解する
ことが大事です。

教科書

Epoch Explorer (Asahi Press)

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）
40%。原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前
提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成
を行います。
S・A 評価の割合については、原則として Advance で 70%、
Intermediateで50%、Basicで30%とします。
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1347_14D02207

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

前期の続きです。基本文法をおさらいしつつ，英語の表現力向上を目指します。
各章ごとに実際にニュースで使用された英文を聴いてスクリプトを読みます。リ
スニング＋リーディングを軸に，語彙力アップ，内容要約，センテンスレベルの
英文を書いて会話を行い，最終的にまとまったパラグラフを書く練習をします。
�回で�章終了を基本的な授業進行のペースとします。もちろん絶対ではありま
せん。必要に応じて，早くなったり、遅くなったりはあります。また、必要を感
じれば、教科書とは別に教材を用意してリスニングや発音の練習を行います。

［第�回] イントロダクション，おためしライティング
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit 	-�
［第�回] Unit 	-�
［第�回] Unit 
-�
［第�回] Unit 
-�
［第	回] Unit 10-�
［第
回] Unit 10-�
［第10回] Unit 11-�
［第11回] Unit 11-�
［第12回] Unit 12-�
［第13回] Unit 12-�
［第14回] ａ：「総括・まとめ」 ｂ：期末課題提出

履修上の注意

授業には英和辞典を持参してください。学期末には特定のトピックについて英作
文をそれぞれ書いて提出してもらう予定です。必要に応じて，教科書以外の教材
を使います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の学習は前回までの学習の積み重ねの上に成り立ちます。必要に応じて復習
をして授業に臨んでください。

教科書

タイトル：British News Update � (BBC) 『映像で学ぶイギリス公共放送の最新
ニュース�』
出版社：金星堂
価格：2800円（税別）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1348_14D02208

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで

はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え

ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解

くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目

標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な

ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用

いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英

語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読

み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

初回時に説明します。

履修上の注意

初回時に説明します。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回時に説明します。

教科書

Reading Explorer � (3rd ed.)

著者：David Bohlke, et. al.

ISBN: 9780357116272

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。

原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件

とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を

行います。

S・A 評価の割合については，原則として Advanced で 70%，

Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1349_14D02209

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 野 田 恵 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで

はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え

ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解

くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目

標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な

ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用

いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英

語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読

み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

●

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。

原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件

とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を

行います。

S・A 評価の割合については，原則として Advanced で 70%，

Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1350_14D02210

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではな
く、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとす
ること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要
である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓
練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文
体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構
成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・
文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化につ
いても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter 	 ルネサンス（�） 科学革命への序章 Reading

第�回 : Chapter 	 ルネサンス（�） 科学革命への序章 Exercises
第�回 : Chapter 
 近代科学の父、ガリレオ・ガリレイ Reading
第�回 : Chapter 
 近代科学の父、ガリレオ・ガリレイ Exercises
第�回 : Chapter 10 偉大なる魂、マハトマ・ガンジー Reading
第�回 : Chapter 10 偉大なる魂、マハトマ・ガンジー Exercises
第�回 : Chapter 11 �人のユダヤ人少女の遺した日記より Reading
第	回 : Chapter 11 �人のユダヤ人少女の遺した日記より Exercises
第
回 : Chapter 12 人間は戦争を望む動物か？ Reading
第10回 : Chapter 12 人間は戦争を望む動物か？ Exercises
第11回 : Chapter 13 膨張宇宙 Reading
第12回 : Chapter 13 膨張宇宙 Exerciese
第13回 : Chapter 14 人類が目指す「地球規模化」とは？ Reading /

Exercises
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べ、
練習問題を解いておくこと。復習として、教科書の該当箇所を読むこと。
予習には90分、復習には60分程度を要する。

教科書

『人類の輝ける軌跡』 岩永道子・上村淳子・吉岡みのり （朝日出版社）

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

マイクを使用して、講義が聞き取りやすいようにします。

─ 699─



1351_14D02211

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Inter.) 高 島 和 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit �
第�回 Unit �
第�回 Unit 	
第�回 Unit 	
第�回 Unit 

第�回 Unit 

第	回 Unit 10
第
回 Unit 10
第10回 Unit 11
第11回 Unit 11
第12回 Unit 12
第13回 Unit 12
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

教科書とともに辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。携帯電話・
スマートフォンは使用不可。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの文章に目を通し、単語・熟語等を調べ、設問に対す
る答えも用意しておくこと。

教科書

Epoch Explorer
ISBN: 978-�-255-15512-	
Asahi Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1352_14D02301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 松 野 亜希子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

心理学、歴史、環境問題などの多彩なトピックを扱った英語の文章を読んで、
様々な練習問題を解くことにより、語彙力ならびに読解力を高めることを目
指します。

第�回 授業のイントロダクション
第�回 Unit � Group Behavior (�)
第�回 Unit � Group Behavior (�)
第�回 Unit � Group Behavior (�)
第�回 Unit 	 Investigations (�)
第�回 Unit 	 Investigations (�)
第�回 Unit 	 Investigations (�)
第	回 Unit 
 Rediscovering the Past (�)
第
回 Unit 
 Rediscovering the Past (�)
第10回 Unit 
 Rediscovering the Past (�)
第11回 Unit 10 Healthy Living (�)
第12回 Unit 10 Healthy Living (�)
第13回 Unit 10 Healthy Living (�)
第14回 学期末試験と授業の総括

履修上の注意

辞書を引きながら、英語の文章を丁寧に読むことが求められます。よって、
英和辞典（電子辞書・紙媒体のどちらでも可）を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書のなかで事前に講師が指定する箇所を熟読し，練習問題を解い
ておくこと。
復習：授業で読んだ長文をもう一度熟読し、理解が不十分な箇所がないかど
うかをチェックしておくこと。疑問点がある場合は、次回の授業で教員に質
問すること。

教科書

Paul Macintyre & David Bohlke, Reading Explorer � Cengage Learning
ISBN: 978-�-357-12473-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験70%、平常点（小テスト・積極的な授業参加）30%。原則として、
全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。
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1353_14D02302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 鷲 尾 郁

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

基本的にはテキストにそって進めていきます。

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Group Behavior
第�回 Unit � Group Behavior
第�回 Unit 	 Investigations
第�回 Unit 	 Investigations
第�回 Unit 
 Rediscovering the Past
第�回 Unit 
 Rediscovering the Past
第	回 Unit 10 Healthy Living
第
回 Unit 10 Healthy Living
第10回 Unit 11 Green Solutions
第11回 Unit 11 Green Solutions
第12回 Unit 12 Earth and Beyond
第13回 Unit 12 Earth and Beyond
第14回 a: まとめ b: 学期末試験

履修上の注意

必要な辞書は持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各回に読み進める文章は予習段階で目を通しておくこと。

教科書

『Reading Explorer �: Third edition (Text Only)』 Paul Macintyre他著
(ISBN: 978-�-35-711629-�, Cengage Learning)

参考書

特に指定しない。(参照すべき資料等があれば、クラス内で指示しま
す。)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験50%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）50%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1354_14D02303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Unit �B Weaving the Future [�]
第�回 Unit �B Weaving the Future [�]
第�回 Unit �A The DNA Trail [�]
第�回 Unit �A The DNA Trail [�]
第�回 Unit �B Fantastic Voyage [�]
第�回 Unit �B Fantastic Voyage [�]
第�回 Unit �A How Money Made Us Modern [�]
第	回 Unit �A How Money Made Us Modern [�]
第
回 Unit �B The Rise of Virtual Money [�]
第10回 Unit �B The Rise of Virtual Money [�]
第11回 Unit �A A Crowd in Harmony [�]
第12回 Unit �A A Crowd in Harmony [�]
第13回 Unit �B Our Online Behavior [�]
第14回 a : Unit �B Our Online Behavior [�] / b: 試験

履修上の注意

毎回授業前に、指定された範囲の予習を行なっておくこと。遅刻は授
業開始から30分までとする。遅刻�回で欠席�回扱いとする。学期末
に期末試験を行うが、授業日数の�/�以上欠席した場合、期末試験
の受験資格無しとする。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの文章に関し予め語句等を調べ、ある程度内容を理解し、説
明できるようにしておく必要がある。また、練習問題についても、あ
らかじめ答えを考えておくこと。。学期末試験に向けて、文章の内容
や表現等の復習が必要である。

教科書

『Reading Explorer4 (Third Edition)』
Paul MacIntyre and David Bohlke
(Cengage Learning)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評価の割合については，原則として Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1355_14D02304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英
語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──を
つかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような
英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意を
つかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多
様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、
英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過
程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 前期の復習・イントロダクション
第�回 Unit � Human Body, A : Secrets of the Brain
第�回 Unit � Human body, B : Human Bionic
第�回 Unit 	 Social Behavior, A : The Genius of Swarms
第�回 Unit 	 Social Behavior, B : Of Ants and Humans
第�回 Unit 
 Creativity, A : Decoding Leonardo
第�回 Unit 
 Creativity, B : The Power of Writing
第	回 Unit 10 New Discoveries, A : Cosmic Dawn
第
回 Unit 10 New Discoveries, B : Elements Hunters
第10回 Unit 11 Cultural Encounters, A : The World of Suleyman the Magnificent
第11回 Unit 11 Cultural Encounters, B : When the Moors Ruled Spain
第12回 Unit 12 Precious Resources, A : Gold Fever
第13回 Unit 12 Precious Resources, B : The Rush for White Gold
第14回 a: まとめ

b: 試験

履修上の注意

〇毎回、辞書（英和）を必ず持参してください。
〇遅刻複数回は状況に応じて欠席としてカウントします。
〇膨大な量のインプットを確保することと英語を母語話者と同レベル（かそれ以
上に）で精確に読む、ということの両方が大切です。
〇私は言語学（特に、意味論）が専門ですので、言語学的な知見を援用した文法
説明も行うと思います。そのためには、授業中に自由に質問をして頂くことが大
事です。質問が多いほど、私の方はみなさんに多くの知識を伝授することができ
ます。この授業を上手く活用すれば（i.e., 積極的な授業参加により、私の知識を上
手く引き出し、それを吸収すれば）、母語話者がどのような頭の働きで英語を理解
しているか、を学ぶと同時に、英語の文構造や文法の真理を学ぶことができる貴
重な機会とすることができると思います。

準備学習（予習・復習等）の内容

〇予習としては、毎回、教科書の語彙を調べてきてください。その他の詳しいこ
とは授業中にお伝え致します。
〇復習としては、各回の語彙を確認し、身に付けること、そして、そのためにも
音読を行うことです。小テストの前にはそのための勉強もして頂きます。

教科書

Reading Explorer � (3rd ed.)
著者：Nancy Douglas, et. al.
ISBN: 9780357116302
Cengage Learning

参考書

授業中に示唆致します。

課題に対するフィードバックの方法

〇小テストの結果を踏まえて解説致します。
〇Oh!Meijiの掲示板で教科書の内容についての質問に回答致します。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則とし
て、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，
Basicで30%とします。

1356_14D02305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 高 島 和 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけで
はなく、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝え
ようとすること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解
くために必要である。このような英文読解力を培うことが本授業の目
標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩な
ど修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用
いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英
語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、英語の文章を読
み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 イントロダクション
第�回 Unit � Memory
第�回 Unit � Memory
第�回 Unit 	 Personality
第�回 Unit 	 Personality
第�回 Unit 
 Fashion
第�回 Unit 
 Fashion
第	回 Unit 10 The Media
第
回 Unit 10 The Media
第10回 Unit 11 Art
第11回 Unit 11 Art
第12回 Unit 12 Humor
第13回 Unit 12 Humor
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

教科書とともに辞書（電子辞書可）を必ず持参すること。携帯電話・
スマートフォンは使用不可。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの文章に目を通し、単語・熟語等を調べ、設問に対す
る答えも用意しておくこと。

教科書

Strategic Reading Level � (2nd Edition)
ISBN: 978-�-521-28111-

Cambridge University Press

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。
原則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件
とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1357_14D02306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 岡 留 聡 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

第�回 Unit � Survival and Protection: Life on Ice
第�回 Unit � Human Body A Secrets of the Brain
第�回 Unit � Human body B Human Bionic
第�回 Unit 	 Social Behavior A The Genius of Swarms
第�回 Unit 	 Social Behavior B Of Ants and Humans
第�回 Unit 
 Creativity A Decoding Leonardo
第�回 Unit 
 Creativity B The Power of Writing
第	回 Unit 10 New Discoveries : A Cosmic Dawn
第
回 Unit 10New Discoveries : B Elements Hunters
第10回 Unit 11 Cultural Encounters A: The World of Suleyman the

Magnificent
第11回 Unit 11 Cultural Encounters B: When the Moors Ruled Spain
第12回 Unit 12 Precious Resources A: Gold Fever
第13回 Unit 12 Precious Resources B: The Rush for White Gold
第14回 a: まとめ

b: 試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか変更も
ありえます。

履修上の注意

クラスでは精読をしますが、直訳ではなく、意味が分かるように訳してもら
います。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習の際に辞書で意味を調べるだけでなく、ネットや新聞などで背景につい
てある程度の知識を得てから、和訳してきてください。

教科書

Reading Explorer �（ Third Edition ） （Cengage)

参考書

テキストの内容に関する「最新情報を、テレビ、ネット、および雑誌上で知
ることができます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則と
して、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。

1358_14D02307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 加 藤 匠

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではな
く、英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとす
ること──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要
である。このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓
練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文
体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構
成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・
文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化につ
いても学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 a: 春学期内容の復習
b : Chapter � High Tech, Low Tech : Part �

第�回 Chapter � High Tech, Low Tech : Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Money Matters : Part �
第�回 Chapter � Money Matters : Part �
第�回 確認テスト、Chapter � Remarkable Individuals : Part �
第�回 Chapter � Remarkable Individuals : Part �
第�回 確認テスト、Chapter 	 Creativity : Part �
第	回 Chapter 	 Creativity : Part �
第
回 Chapter 	 Creativity : Part �
第10回 確認テスト、Chapter 
 Human Behavior : Part �
第11回 Chapter 
 Human Behavior : Part �
第12回 確認テスト、Chapter 10 Crime and Punishment : Part �
第13回 Chapter 10 Crime and Punishment : Part �
第14回 a: 試験

b: 講義全体のまとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席はもちろん、語彙のチェックなど、毎回の予習・復習は必須である。
予習、復習に関しては事前に指示するので、きちんと行なってから出席す
ることが求められる。なお、辞書は原則として毎回持参すること！

準備学習（予習・復習等）の内容

授業前の予習としては、単語を調べるだけでなく、自分で納得出来るまで
英文を突き詰めていく努力が、そして授業で得た知識をより確実にするた
めの復習を継続的に行なうなどの積極的な姿勢が求められることは言うま
でもない。毎回一時間半ほどの予習・復習が必要になるだろう。納得でき
ない箇所がある場合には、授業前後の時間を利用して積極的に質問してほ
しい。

教科書

Mosaic Reading � (6th edition), Brenda Wegmann & Miki Knezevic.
McGraw-Hill (ISBN: 978-�-259-07036-�)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原
則として、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とす
る。なお遅刻は「0.5欠席」として扱うので、注意すること。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行い
ます。S・A 評価の割合については，原則として Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1359_14D02308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語の
文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつかむ力
こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読解力を
培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、
比喩など修辞的な表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さ
らに、文章の構成、主題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考
法・文化背景が表れており、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても
学ぶことになるだろう。

授業内容

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 Unit 
 Creativity A : Decoding Leonardo

Mini-test #�
第�回 Unit 
 Creativity B : The Power of Writing--Infinity Artist

Mini-test #�
第�回 Unit 
 Creativity：VIDEO

Discussion #�
第�回 Unit 10 New Discoveries A : Cosmic Dawn

Mini-test #�
第�回 Unit 10 New Discoveries B : Element Hunters--Black Holes

Mini-test #�
第�回 Unit 10 New Discoveries：VIDEO

Discussion #�
第	回 Unit 11 Cultural Encounters A : The World of Suleyman the Magnificent

Mini-test #�
第
回 Unit 11 Cultural Encounters B :When theMoors Ruled Spain--Crossroads of

the World
Mini-test #�

第10回 Unit 11 Cultural Encounters：VIDEO
Discussion #�

第11回 Unit 12 Precious Resources A : Gold Fever
Mini-test #�

第12回 Unit 12 Precious Resources B : The Rush for White Gold--The Lure of Lithium
Mini-test #	

第13回 Unit 12 Precious Resources：VIDEO
Discussion #�

第14回 Review 
-12 and Examination

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

出席はもちろんですが、語彙のチェックなど、予習は必須です。かならず事前に授業
範囲のテクストを読み、分からない単語は調べておいてください。予習／復習には、
最低120分必要です。

教科書

Reading Explorer Level � (3rd ed.)
著者：Nancy Douglas et al.
ISBN : ISBN: 978-�-357-11630-�
出版社：CENGAGE Learning

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則として、全
授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。S・A
評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

1360_14D02309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 野 川 浩 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、英語の文章
の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること──をつかむ力こそ、英
語の文章を正確に深く読み解くために必要である。このような英文読解力を培うことが本
授業の目標である。読む訓練としては、素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な
表現まで文体を理解するための精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主
題の選択、議論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れてお
り、英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろう。

授業内容

科学・歴史・医学・芸術など、多岐にわたるテーマを扱った記事を読みます。各ユニット
が Passage A と Passage B で構成されています。�回の授業で�つの記事を取り上げる
予定です。�週目はとりあげる記事を理解するためのプリントを用いながら読解し、�週
目は内容の再確認をした後、さまざまなReading Skill を勉強することで読み方のテクニッ
クを身につけ、Vocabulary Practice によって語彙の確認をします。

(�) Unit � A Quicksilver Vanishing Cities (Understanding words with Multiple
Meanings) Read the Passage with Q & A
(�)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(�))Unit & B Building the Ark (Determining the Meaning of Root Words) Read the
Passage with Q & A
(�)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(�)Unit� A Secrets of the Brain (Understanding the use of the Passive Voice) Read the
Passage with Q & A
(�)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(�)Unit� B Human Bionics (Distinguish Fact from Opinion) Read the Passage with Q
& A
(	)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(
)Unit	 A The Genius of Swarms (Making Inferences� ) Read the Passage with Q &
A
(10)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(11)Unit 	 B Of Ants and Humans (Identifying Multiple Answers to Questions) Read
the Passage with Q & A
(12)Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice
(13)Unit 
 A Decoding Leonard (Understanding Complex Infographics �) Read the
Passage with Q & A
(14)a. Reading Comprehension / Reading Skill / Vocabulary Practice / まとめ b. 試験

授業形態の変更によって生じるシラバスの修正は、シラバス補足に追記します。

履修上の注意

・必ず予習をして授業に臨むように。
・課題の提出は�回までとし、それ以降は受理しないので注意。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業計画と授業時の指示に従い、綿密に辞書を引いて次回の記事を読むとともに、代名
詞が何を指示しているかなどの細部を確認しておくこと。また、事前に配布したレポート
課題に取り組み、授業時に発表できるように準備しておいてください。

教科書

『Reading Explorer �』, 3rd Edition (Cengage Learning) by Nancy Douglas ￥�,750

参考書

配布プリント

課題に対するフィードバックの方法

採点・返却後、授業内で解説。

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則として、全授
業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。
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1361_14D02310

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Reading B(Adv.) 岡 留 聡 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の文章を読む力とは何か。短文を理解する語彙力や文法力だけではなく、
英語の文章の構成を理解し、その文章の主題──筆者が伝えようとすること
──をつかむ力こそ、英語の文章を正確に深く読み解くために必要である。
このような英文読解力を培うことが本授業の目標である。読む訓練としては、
素早く大意をつかむ速読から、比喩など修辞的な表現まで文体を理解するた
めの精読まで、多様な手法を用いる。さらに、文章の構成、主題の選択、議
論の展開、文体には、英語文化圏の書き手の思考法・文化背景が表れており、
英語の文章を読み解く過程で、英語圏の文化についても学ぶことになるだろ
う。

授業内容

第�回 Unit � Survival and Protection: Life on Ice
第�回 Unit � Human Body A Secrets of the Brain
第�回 Unit � Human body B Human Bionic
第�回 Unit 	 Social Behavior A The Genius of Swarms
第�回 Unit 	 Social Behavior B Of Ants and Humans
第�回 Unit 
 Creativity A Decoding Leonardo
第�回 Unit 
 Creativity B The Power of Writing
第	回 Unit 10 New Discoveries : A Cosmic Dawn
第
回 Unit 10New Discoveries : B Elements Hunters
第10回 Unit 11 Cultural Encounters A: The World of Suleyman the

Magnificent
第11回 Unit 11 Cultural Encounters B: When the Moors Ruled Spain
第12回 Unit 12 Precious Resources A: Gold Fever
第13回 Unit 12 Precious Resources B: The Rush for White Gold
第14回 a: まとめ

b: 試験

これは予定にすぎませんので，クラスの様子や状況によっていくつか変更も
ありえます。

履修上の注意

英文の構造、単語の日本語訳にはでてきにくいにニュアンスなども考えなが
ら読み進めてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラスでは精読をしますが、意味が分かるように訳してもらいます。予習の
際に辞書で意味を調べるだけでなく、ネットや新聞などで背景についてある
程度の知識を得てから、和訳してきてください。

教科書

Reading Explorer � Third Edition （Cengage)

参考書

新聞などだけでなく、ネット上のニュースも参考になります。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験60%、平常点（課題・小テスト・積極的な授業参加）40%。原則と
して、全授業回数の�分の�以上の出席を成績評価の前提条件とする。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行いま
す。S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで
50%，Basicで30%とします。

1362_14D02401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くため

の秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文の
みならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論

文を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Writingについて
第�回 Lesson �
第�回 Lesson �
第�回 Lesson �
第�回 Lesson �
第�回 Lesson �
第�回 Lesson �
第	回 Lesson �
第
回 Lesson 	
第10回 Lesson 

第11回 Lesson 10
第12回 Lesson 11
第13回 復習
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

第�回授業に必ず出席すること。
授業には辞書を持参すること。
課題は必ず提出して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの Vocabulary Building を予習したうえで授業に臨みま
しょう。

教科書

Read to Write : An Integrated Course for College Students (Asahi Press)

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・
課題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％
を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成
を行います。
S・A 評価の割合については、原則として Advance で 70%、
Intermediateで50%、Basicで30%とします。
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1363_14D02402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays. You
will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid descriptions,
and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas effectively, and make use of
information from print or digital sources. You will learn the proper way to use information and
ideas that someone else has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and
making a bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing
academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのあるパ
ラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、
説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書く能
力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やインターネットからの情
報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによっ
て得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはど
うすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを
通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけま
しょう。

授業内容

基本文法をおさらいしつつ，英語の表現力向上を目指します。各章ごとにまずはテキストを読
みます。リスニング＋リーディングを軸に，語彙力アップ，内容要約，センテンスレベルの英
文を書いて会話を行い，最終的にまとまったパラグラフを書く練習をします。�回で�章終了
を基本的な授業進行のペースとします。もちろん絶対ではありません。必要に応じて，早く
なったり、遅くなったりはあります。また、必要を感じれば、教科書とは別に教材を用意して
リスニングや発音の練習を行います。

［第�回] イントロダクション，おためしライティング
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第	回] Unit �-�
［第
回] Unit �-�
［第10回] Unit �-�
［第11回] Unit �-�
［第12回] Unit �-�
［第13回] Unit �-�
［第14回] ａ：「総括・まとめ」 ｂ：期末課題提出

履修上の注意

授業には英和辞典を持参してください。学期末には特定のトピックについて英作文をそれぞ
れ書いて提出してもらう予定です。必要に応じて，教科書以外の教材を使います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の学習は前回までの学習の積み重ねの上に成り立ちます。必要に応じて復習をして授業
に臨んでください。

教科書

タイトル：Read to Write : An Integrated Course for College Students
著者：Saeko Noda
¥1,800 （税込 �,980）
朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

1364_14D02403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to
organize your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that someone else
has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a
bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading
and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとま
りのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学
びます。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そして
ちゃんと考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する
方法に加えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕
方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切
に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよい
のか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通
じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身に
つけましょう。

授業内容

第�回 この授業の概要説明などイントロダクション
第�回 Lesson1 E-mail
第�回 Lesson2 Newspaper article
第�回 Lesson3 Magagine article
第�回 Lesson4 Letter of request
第�回 Lesson5 Instruction manual
第�回 Lesson6 情報の伝え方
第	回 Lesson7 Movie review
第
回 Lesson8 Blog
第10回 Lesson9 未来表現
第11回 Lesson10 Job application
第12回 Lesson11 数表現
第13回 Lesson12 Academic article
第14回 a:講義（春学期のまとめ）

b:試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備してお
くこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授業中の使用

は、授業担当教員が許可しない限り、いかなる目的であっても禁止します。
その他の注意事項に関しては、�回目の講義で伝えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書で次週扱う範囲の問題を講義前までに解答しておくこと。
復習としては、次週までにもう一度しっかり見直しを行い、不明な点があればす
ぐに講義担当者に質問するようにすること。

教科書

Read to Write : An Integrated Course for College Students (スキル統合型：英作文
トレーニング）、野田小枝子編著、朝日出版社、2013年

参考書

特に定めませんが、必要に応じて講義中に紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行な
う。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，

Basicで30%とします。
授業に関する要望があれば、学期末実施の「授業改善アンケート」に書くよりも、
学期中に授業担当教員に直接言うようにしてください。可能な範囲で対処します。
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1365_14D02404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 小 川 真 理

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びま
す。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃん
と考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加
えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文
献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方
法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避け
なければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を
増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

�．春学期授業内容の概説
�．Chapter � Introducing Yourself
�．Chapter � Vocabulary, organization, grammar
�．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
�．Chapter � Everyday Routines
�．Chapter � Vocabulary, organization, grammar
�．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
	．Chapter � Every Picture Tells a Story

．Chapter � Vocabulary, organization, grammar
10．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
11．Chapter � A Good Day
12．Chapter � Vocabulary, organization, grammar
13．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
14．a. 学期末英作文課題
b. 春学期末試験

※ 履修人数や理解度によって、進行速度は変わる可能性があります。

履修上の注意

授業内で英文を書く作業がありますので、各自、英語を書くのに必要とする辞書を必
ず持参して下さい（媒体は問いません）。尚、教員からの辞書の貸し出しは行いませ
ん。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書は全て英語で書かれていますので、内容を滞りなく理解できるように、特に文
法用語の意味を予め辞書で調べておきましょう。
教科書を参考に、日誌をつけるなどして、授業で触れた文法事項を活用する英文を書
く機会を設けると良いでしょう。

教科書

Longman Academic Writing Series �: Sentences to Paragraphs, Second Edition, Linda
Butler著 (Pearson, 2020)
ISBN: 9780136769958

参考書

『ジーニアス英和辞典 第�版』 ISBN: 9784469041804
Oxford Collocations Dictionary for Students of English ISBN: 9780194325387
『英和活用大辞典』（研究社） ISBN: 9784767410357

Longman Language Activator ISBN: 9780582419520
Longman Collocations Dictionary with Thesaurus ISBN: 9781408252260

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1366_14D02405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays. You
will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid descriptions,
and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas effectively, and make use of
information from print or digital sources. You will learn the proper way to use information and
ideas that someone else has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and
making a bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing
academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのあるパ
ラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、
説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書く能
力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やインターネットからの情
報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによっ
て得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはど
うすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを
通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけま
しょう。

授業内容

第�回 Lesson � Hi Jason [�]
第�回 Lesson � Hi Jason [�] / Lesson � Crash Closes Bridge during Storm [�]
第�回 Lesson � Crash Closes Bridge during Storm [�] / Lesson � Hightones Reunion

Concert [�]
第�回 Lesson� Hightones Reunion Concert [�] / Lesson� Dear Sirs : A Letter of Reques[�]
第�回 Lesson � Dear Sirs : A Letter of Reques[�] / Lesson � Assembly Instructions for the

XYZ Three-shelf Bookcase [�]
第�回 Lesson� Assembly Instructions for the XYZ Three-shelf Bookcase [�] / Lesson� The

Lesson of the Talking Fish [�]
第�回 Lesson� The Lesson of the Talking Fish [�] / Lesson� Stranded! Leave Us Cold [�]
第	回 Lesson � Stranded! Leave Us Cold [�] / Lesson 	 The Big Storm [�]
第
回 Lesson 	 The Big Storm [�] / Lesson 
 This Is Your Captain [�]
第10回 Lesson 
 This Is Your Captain [�] / Lesson 10 Two Letters [�]
第11回 Lesson 10 Two Letters [�] / Lesson 11 Japanese Youth : Can There Be Life without a

Cellphone? [�]
第12回 Lesson 11 Japanese Youth : Can There Be Life without a Cellphone? [�] / Lesson 12

How Long Can People Live? [�]
第13回 Lesson 12 How Long Can People Live? [�]
第14回 a: 期末試験 / b: 解答・解説

履修上の注意

毎回授業前に、指定された範囲の予習を行なっておくこと。遅刻は授業開始から30分までとす
る。遅刻�回で欠席�回扱いとする。学期末に期末試験を行うが、授業日数の�/�以上欠席し
た場合、期末試験の受験資格無しとする。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの文章に関し予め語句等を調べ、ある程度内容を理解し、練習問題を解いておくこと
が必要である。また、例題の文章で小テストを行うので、暗記してある程度書けるようにして
おく必要がある。

教科書

『Read to Write─An Integrated Course for College Students─』
野田小枝子
(朝日出版社)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。
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1367_14D02460

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 松 本 美千代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘

訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ

ならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文

を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 イントロダクション What is Writing？
第�回 Sentence Structure and Introducing Yourself
第�回 Sentence Mechanics and Your Journal
第�回 Sentence Organization and A Paragrah about Your Morning

Routine
第�回 The Writing Process and A Paragrah about Your Sleep Habits
第�回 Subjects of Sentence and Grammar Advice and A Paragraph about

someone in a Photo
第�回 Looking at theModels and sentence Structure. A Paragraph about

Someone You Know Well
第	回 A Paragraph about Your Journal
第
回 Looking at the Sentence Models about A Good Day
第10回 A Paragraph about a Typical Day
第11回 A Paragraph aobut a Favorite Holiday
第12回 Looking at the Models on Your Hometown
第13回 A Paragraph Describing Your Hometown
第14回 （a）試験、（b）解説

履修上の注意

授業参加を重視する。
英語ライティングを実施するため、「辞書」と「ノート（PC)」を毎回持参
する。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書に記載された課題を行う。

教科書

Longman Academic Writing Series Level � Student Book
Linda Butler (著)
ISBN978-0132679381
￥�,220
Peason Longman ピアソン・ロングマン

参考書

辞書

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業において、ライティングの課題についてディスカッションを行
う。
より良いライティングとは何かを考えながら進め、添削という修正を中心
としないので安心して参加してください。

成績評価の方法

成績評価は、平常点・課題の提出80％、最終レポート20％を総合的に判断
する。
（ライティングの授業のため、エッセイライティングの課題提出によって
評価します。）

その他

S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceで70%、Intermediate
で50%、Basicで30%とする。

1368_14D02461

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to
organize your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that someone else
has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a
bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading
and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとま
りのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学
びます。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そして
ちゃんと考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する
方法に加えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕
方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切
に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよい
のか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通
じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身に
つけましょう。

授業内容

第�回 この授業の概要説明などイントロダクション
第�回 課題英訳作成その�
第�回 課題英訳作成その�
第�回 課題英訳作成その�
第�回 課題英訳作成その�
第�回 課題英訳作成その�
第�回 中間まとめ・確認テスト
第	回 課題英訳作成その�
第
回 課題英訳作成その�
第10回 課題英訳作成その	
第11回 課題英訳作成その

第12回 課題英訳作成その10
第13回 課題英訳作成その11
第14回 a:講義（春学期のまとめ）

b:試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備してお
くこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授業中の使用

は、授業担当教員が許可しない限り、いかなる目的であっても禁止します。
その他の注意事項に関しては、�回目の講義で伝えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書で次週扱う範囲の問題を講義前までに解答しておくこと。
復習としては、次週までにもう一度しっかり見直しを行い、不明な点があればす
ぐに講義担当者に質問するようにすること。

教科書

プリントを配布します。

参考書

特に定めませんが、必要に応じて講義中に紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・課題提出物の成績など）30%、期末試験70%で100点満点に換
算する。欠席が授業回数の�分の�をこえた場合、平常点と期末試験の合計が60点
に達しない場合には、いずれも単位を認定しない。

その他

授業に関する要望があれば、学期末実施の「授業改善アンケート」に書くよりも、
学期中に授業担当教員に直接言うようにしてください。可能な範囲で対処します。
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1369_14D02471

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Basic) 西 浦 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要：スポーツに関する，英語で書かれたニュースを読むクラス。
目標：スポーツ関連の英語の語彙を覚え，英語のスポーツニュース
を読めるようになること。

授業内容

英語のニュースを教材とする。
�. a. イントロダクション b. 質疑応答
�. a. アメリカのプロ野球のニュースを読む b. 今後の授業の進め方
�. a. セ・リーグのニュースを読む b. 確認問題
�. a. パ・リーグのニュースを読む b. 確認問題
�. a. 高校野球のニュースを読む b. 確認問題
�. a. 国内サッカーのニュースを読む b. 確認問題
�. a. 海外サッカーのニュースを読む b. 確認問題
	. a. バスケットボールのニュースを読む b. 確認問題

. a. 相撲のニュースを読む b. 確認問題
10. a. ラグビーのニュースを読む b. 確認問題
11. a. 男子ゴルフのニュースを読む b. 確認問題
12. a. 女子ゴルフのニュースを読む b. 確認問題
13. a. 男子テニスのニュースを読む b. 確認問題
14. a. 女子テニスのニュースを読む b. 確認問題

履修上の注意

私語禁止。
携帯電話の電源を切って，出さない。
授業と関係のないものを出さない。
詳しくは最初のクラスで説明する。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，配布資料を予習してくること。
教科書に書いてある英語をすべて読めて，日本語にできるようにし
ておく。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習ノート：�％
確認問題：95％

その他

1370_14D02501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。
論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考
えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、
書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示
し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学
びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなけれ
ばならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、
アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第	回 Review Session Ia
第
回 Ch. �a
第10回 Ch. �b
第11回 Ch. �a
第12回 Ch. �b
第13回 Review Session Ib
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Q Skills for Success : Reading and Writing � (Oxford University Press)
ISBN: 9780194903943

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceで70%、Intermediateで50%、Basicで
30%とします。
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1371_14D02502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to
organize your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that someone else
has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a
bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading
and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学び
ます。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そして
ちゃんと考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する
方法に加えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕
方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切
に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよい
のか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通
じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身に
つけましょう。

授業内容

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 Chapter � Academic Paragraphs.................2-16
第�回 Chapter � Academic Paragraphs.................17-30
第�回 Chapter � Narrative Paragraphs..................31-40
第�回 Chapter � Narrative Paragraphs..................41-50
第�回 Review and Mini Test #�
第�回 Chapter � Basic Paragraph Structure...........51-63
第	回 Chapter � Basic Paragraph Structure...........64-78
第
回 Chapter � Logical Division of Ideas.............79-89
第10回 Chapter � Logical Division of Ideas.............90-101
第11回 Review and Mini Test #�
第12回 Chapter � Process Paragraphs....................102-110
第13回 Chapter � Process Paragraphs....................111-120
第14回 Review �-� and Examination

履修上の注意

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、ど
の世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さい。予習／復習には、最低120
分必要です。

教科書

Longman Academic Writing Series Level �(4th ed.)
著者：Alice Oshima and Ann Hogue
ISBN: 9780136838531
出版社：Pearson Longman

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします

1372_14D02503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) ウェブスター，ダニエ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays. You
will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid descriptions,
and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas effectively, and make use of
information from print or digital sources. You will learn the proper way to use information and
ideas that someone else has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and
making a bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing
academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのあるパ
ラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、
説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書く能
力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やインターネットからの情
報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによっ
て得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはど
うすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを
通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけま
しょう。

授業内容

Week One: Student Self-Introductions and Student Information Sheet.
Week Two: Finding the errors in a short biographical sketch.
Week Three : Defining what a paragraph is.
Week Four : Writing a topic sentence.
Week Five: Writing supporting sentences.
Week Six: Time order.
Week Seven : Space order.
Week Eight: Allowing the reader to know what the purpose of your essay is.
Week Nine: Indicating cause and effect.
Week Ten: Citing examples.
Week Eleven : Defining words or phrases for the reader.
Week Twelve : Classifying types of people or phenomena.
Week Thirteen : Comparison and contrast.
Week Fourteen: Final drafts.

履修上の注意

Students in this course must be dedicated to improving their writing skills, specifically in regard
to writing about a subject that has connection with their majors or their prospective majors.

Moreover, they will be expected to take an active part in discussions regarding the topics
presented each week, and they will be expected to ask questions about vocabulary or idioms that
they do not understand. And furthermore, they must take into consideration that active
participation about comments and questions are part of their work as students. Finally, they
must understand that this is not a course in which they can only passively listen to the
instructors lectures, but rather that they take a proactive part in said discussions.

準備学習（予習・復習等）の内容

In each semester, students will have to write an essay on a topic related to their majors or
prospective majors.Therefore, they must make a decision early in the semester regarding what
they are going to write about.

Moreover, the essays must have some connection to literature, in any genre, whether fiction,
poetry or non-fiction essays,etc. Students may not write their essays on movies or popular
music.

教科書

Get Your Message Across : Writing Communicative Paragraphs
著者：Jimbo, et al. ed. （CD付き）
ISBN: 9784523175933
南雲堂
¥2,000

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Feedback from the instructor will be given in-class on a weekly basis.

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。
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1373_14D02504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and
informative sentences, organize sentences into coherent paragraphs,
and arrange paragraphs into longer essays. You will develop your
ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that
someone else has written or thought, by learning the rules of quoting,
referencing, and making a bibliography. You will learn what is
plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and
writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文
章をまとまりのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の
文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、説得力のある議論の
進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書
く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書
籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、
参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考
えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるた
めにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るに
は必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデ
ミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

初回に説明します。

履修上の注意

初回に説明します。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回に説明します。

教科書

Great Writing Level � (5th ed.)
著者: Keith Folse, Elena Solomon and David Clabeaux
ISBN: 9780357021071

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1374_14D02505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。
論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考
えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、
書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示
し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学
びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなけれ
ばならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、
アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回：イントロダクション（授業説明）
第�回：Chapter � 前半 (academic paragraph)
第�回：Chapter � 後半 (acadmeic paragraph)
第�回：Chapter � 前半 (narrative paragraph)
第�回：Chapter � 後半 (narrative paragraph)
第�回：Chapter � 前半 (basic paragraph)
第�回：Chapter � 後半 (basic paragraph)
第	回：Chapter � 前半 (logical paragraph)
第
回：Chapter � 後半 (logical paragraph)
第10回：Chapter � 前半 (process paragraph)
第11回：Chapter � 後半 (process paragraph)
第12回：これまでの章のまとめ
第13回：これまでの章のまとめ
第14回：a．試験 b．試験の解説

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

初回の授業ですべて説明するので、履修希望者は必ずテキストを持参すること

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業で指定された箇所を事前によく読み、練習問題(オンライン問題も含む)
を行うこと。

教科書

Alice Oshima 『Longman Academic Writing Level � (4th Edition)』 (Pearson
Longman)

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題については最終授業でまとめて返却する。また、テストの模範解答や点数
に関してはOh-meiji上で各学生に教える。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

─ 711─



1375_14D02506

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？与えられた課題に
対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと
は思いませんか？この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 パラグラフの書き方のステップ
第�回 ブレインストームとトピックセンテンス
第�回 アウトラインの書き方
第�回 サポートセンテンスの書き方
第�回 コンクルージョンの書き方
第�回 第一回目パラグラフ演習
第�回 統一性の展開
第	回 結束性の展開
第
回 第二回パラグラフ演習
第10回 ブレインストームとアウトライン応用
第11回 トピック、サポート、コンクルージョン応用
第12回 第三回パラグラフ演習
第13回 定義と例示の展開応用
第14回 パラグラフライティング総合演習

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だ
けでなく、どの世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習を行い、授業で扱ったテーマでの英文ライティングを復
習として必ず行うこと。

教科書

Longman Academic Writing Level �（Pearson Longman）

参考書

Get Your Message Across (NANʼUN-DO)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします

1376_14D02507

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and
informative sentences, organize sentences into coherent paragraphs,
and arrange paragraphs into longer essays. You will develop your
ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that
someone else has written or thought, by learning the rules of quoting,
referencing, and making a bibliography. You will learn what is
plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and
writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文
章をまとまりのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の
文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、説得力のある議論の
進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書
く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書
籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、
参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考
えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるた
めにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るに
は必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデ
ミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

●

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1377_14D02508

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Inter.) 中 村 美奈子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びま
す。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃん
と考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加
えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文
献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方
法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避け
なければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を
増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回: イントロダクション
Chapter � Academic Paragraphs

第�回: Chapter � Academic Paragraphs
第�回: Chapter � Academic Paragraphs
第�回: Chapter � Narrative Paragraphs
第�回: Chapter � Narrative Paragraphs
第�回: Chapter � Narrative Paragraphs
第�回: 前半のまとめと小テスト
第	回: Chapter � Basic Paragraph Structure
第
回: Chapter � Logical Division of Ideas
第10回: Chapter � Basic Paragraph Structure
第11回: Chapter � Logical Division of Ideas
第12回: Chapter � Logical Division of Ideas
第13回: Chapter � Logical Division of Ideas
第14回: a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

第�回授業に必ず出席すること。
授業には英和辞書を持参すること。（携帯電話・パソコンの使用禁止）

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べてお
くこと。復習としては、授業の内容を次週までに見直しておくこと。

教科書

Alice Oshima, Ann Hogue, Longman Academic Writing Series �: Paragraphs to Essays,
Fourth Edition (Pearson)

参考書

適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

Oh -o!Meijiを通して、または紙面でおこないます。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1378_14D02601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのあ
るパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理
的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレス
ポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイン
ターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，
他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何
か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るに
は必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み
書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Paragraph Structure Introduction

第�回 : Chapter � Noticing Vocabulary : Word Families
第�回 : Chapter � Parts of a Paragraph
第�回 : Chapter � Applying Vocabulary : Using Word Families
第�回 : Chapter � The Writing Process
第�回 : Chapter � Writing Assignment : A Paragraph about Communication
第�回 : Chapter � Self-Assessment / Expansion
第	回 : Chapter� Unity and Coherence Introduction / Noticing Vocabulary : Synonyms�
第
回 : Chapter � Unity
第10回 : Chapter � Coherence
第11回 : Chapter � Applying Vocabulary : Using Synonyms �
第12回 : Chapter � Writing Assignment : A Paragraph about Health and Medicine
第13回 : Chapter � Self-Assessment / Expansion
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。復習とし
て、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックについて下調べをし、そ
の要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度を要する。

教科書

Alice Oshima, Ann Hogue, Longman Academic Writing Series �: Paragraphs to Essays, Fifth
Edition (Pearson Longman)

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

講義が聞き取りやすいように、場合によりマイクを使用します。

─ 713 ─



1379_14D02602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and
informative sentences, organize sentences into coherent paragraphs,
and arrange paragraphs into longer essays. You will develop your
ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that
someone else has written or thought, by learning the rules of quoting,
referencing, and making a bibliography. You will learn what is
plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and
writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文
章をまとまりのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の
文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、説得力のある議論の
進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書
く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書
籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、
参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考
えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるた
めにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るに
は必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデ
ミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

●

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。

1380_14D02603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。
論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考
えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、
書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示
し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学
びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなけれ
ばならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、
アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回：a：introduction b：Things happen for a reason 原因と結果の英語表現につい
て学習します。

第�回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第�回：Same or different 比較の英語表現について学習します。
第�回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第�回：Here' what I think 意見を述べる英語表現について学習します。
第�回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第�回：Sorting things out 区別の英語表現について学習します。
第	回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第
回：Step by step 物事の過程についての英語表現について学習します。
第10回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第11回：Feeling through your senses 事物の描写の英語表現について学習します。
第12回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第13回：Don't you agree 説得力のある英語表現について学習します。
第14回：a：授業のふりかえりとまとめ b：試験の実施

履修上の注意

熱意をもって授業に臨んで欲しいです。テキストの予習をお願いします。

準備学習（予習・復習等）の内容

�時間前後の予習・復習をすることが望ましいです。

教科書

『Jigsaw』 Robert Hickling（センゲ−ジラーニング）

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。
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1381_14D02604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論
理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレ
スポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイ
ンターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じ
て，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃と
は何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知
るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の
読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Paragraph Structure Introduction

第�回 : Chapter � Noticing Vocabulary : Word Families
第�回 : Chapter � Parts of a Paragraph
第�回 : Chapter � Applying Vocabulary : Using Word Families
第�回 : Chapter � The Writing Process
第�回 : Chapter � Writing Assignment : A Paragraph about Communication
第�回 : Chapter � Self-Assessment / Expansion
第	回 : Chapter� Unity and Coherence Introduction / Noticing Vocabulary : Synonyms�
第
回 : Chapter � Unity
第10回 : Chapter � Coherence
第11回 : Chapter � Applying Vocabulary : Using Synonyms �
第12回 : Chapter � Writing Assignment : A Paragraph about Health and Medicine
第13回 : Chapter � Self-Assessment / Expansion
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。復習とし
て、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックについて下調べをし、そ
の要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度を要する。

教科書

Alice Oshima, Ann Hogue, Longman Academic Writing Series �: Paragraphs to Essays, Fifth
Edition (Pearson Longman)

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

講義が聞き取りやすいように、場合によりマイクを使用します。

1382_14D02605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びま
す。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃん
と考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加
えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文
献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方
法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避け
なければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を
増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

�. Paragraph Structure
�.Unity and Coherence
�.Using Outside Sources
�.From Paragraph to Essay
�.Process Essays
�.Cause/Effect Essays
�.Comparison/Contrast Essays
	.Argumentative Essays

.Type of Sentences
10.Parallelism and Sentence Problems
11.Noun Clauses
12.Adverb Clauses
13.Adjective Clauses
14.Participles and Participial Phrases

履修上の注意

Students must have attained intermediate skills in English and be willing to write and
read in English and work in groups.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and participate actively in class. This is a
challenging course that requires a great deal of study but that will definitely studentsʼ
written English considerably if they apply themselves properly. Credits cannot be given
if students are persistently absent without satisfactory explanation.

教科書

Alice Oshima and Ann Hogue, Longman Academic Writing Level �: Essays (Pearson
Longman ピアソン・ロングマン) ISBN: 978-�-132-91569-�, 3200 yen.

参考書

Students should bring a good English-Japanese electronic dictionary.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

20% Class Participation
10% Quizzes
10% Submitted Assignments
10% Attitude
50% Final Exam (held at the end of the semester)

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。
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1383_14D02606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Effective writers have:
(�) good enough linguistic fluency
(�) specific information and ideas
(�) the ability to make oneʼs own observations and use ideas from others
(�) the ability to gather information, categorize information, describe information,
summarize information, explain information, respond to information, visualize information,
and speculate beyond the boundaries of current information
(�) a strong desire to say something

Using a textbook on essay writing as a foundation, you will learn and practice the concepts
and skills identified above in (�) ˜ (�).

授業内容

1. ABC or XYZ + Group Interview for XYZ
2. Group Interview for ABC
3. Discussion of Chapter � for XYZ (Expository Essays)
4. Discussion of Chapter � for ABC (Expository Essays)
5. Sentence Writing for Chapter �
6. Discussion of Chapter � for XYZ (Classification Essays)
7. Discussion of Chapter � for ABC (Classification Essays)
8. Paragraph Writing for Chapter �
9. Discussion of Chapter � for XYZ (Process Essays)
10. Discussion of Chapter � for ABC (Process Essays)
11. Mini-Essay Writing for Chapter �
12. Preparation for Tests on Writing Models & Practice Exercises
13. Test on Writing Models for Chapters �˜�
14. Test on Practice Exercises for Chapters �˜�

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

The most important thing to learn in EAW is how to write a thesis statement. A thesis
statement should make a specific claim about a topic and contain�˜� categories of analysis
through which the claim will be developed. Study the WritingModels in your textbook to see
how a thesis statement is expressed in an introductory paragraph, and how it is used to
structure the body of a multi-paragraph essay.

教科書

This required textbook is『Longman Academic Writing Series, Level �: Essays to Research
Papers』by Alan Meyers. Go to the designated area on Izumi Campus to buy your book, and
give the name, day, and time of this class to make sure you get the right book.

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports Submission function of Oh-Meiji is used to give feedback to students
individually.

成績評価の方法

ABC
30%: � Discussions (Preparation, Courtesy, Motivation, Attentiveness, Cooperation)
40%: Sentence Writing, Paragraph Writing
30%: Mini-Essay

XYZ
30%: � Discussions (Preparation, Courtesy, Motivation, Attentiveness, Cooperation)
35%: Test on Writing Models
35%: Test on Practice Exercises

Other important points:
1. If you do not provide proof of purchase for the required textbook, you cannot pass this
course.
2. Attendance is taken at the start of every class only for the purpose of keeping a record.
Points cannot be earned simply for showing up in class.
3. If you are absent for a graded activity, you can get an exemption or a make-up assignment
if you present proof of personal emergency or illness in the form of a written document from
a medical clinic or an email from a parent, including a phone number to call for verification.

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were
designed and written by me. “R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing
during your time at Meiji University : Read a lot. Examine what you read. Analyze your
examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your
life. Germinate your own words.

1384_14D02607

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing A(Adv.) 香 西 史 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論
理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレ
スポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイ
ンターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じ
て，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃と
は何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知
るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の
読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 Self Introduction
第�回 Unit �: What makes someone admirable? - �
第�回 Unit �: What makes someone admirable? - �
第�回 Unit �: What makes someone admirable? - �
第�回 Unit �: What makes you want to buy something? - �
第�回 Unit �: What makes you want to buy something? - �
第�回 Unit �: What makes you want to buy something? - �
第	回 Unit �: What important lessons do we learn as children? - �
第
回 Unit �: What important lessons do we learn as children? - �
第10回 Unit �: What important lessons do we learn as children? - �
第11回 Unit �: How important is it to write by hand? - �
第12回 Unit �: How important is it to write by hand? - �
第13回 Unit �: How important is it to write by hand? - �
第14回 Final Essay

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世
界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さい。

欠席が授業数の�/�以上の場合、受験資格を失います。
教室備え付けのPCを使用します。保存が必要なデータ用のストレージ（USB、クラウド
等）を必ず準備／持参してください。授業中に積極的にインターネットの活用をする場合
があります。
なお、授業は英語と日本語を併用して行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で、次回までの課題等を指示しますので、必ず時間を作って準備してきてくださ
い。課題には、授業内で学んだことを基にしたライティングと、次回授業で深める内容に
ついての予習の�種類があります。
予習には60分程度、復習にも60分程度要します。

教科書

Q Skills for Success : Reading and Writing� (Student Book with iQ Online Practice)（3rd
ed.)
著者：Debra Daise and Charl Norloff
ISBN: 978-�-19-490431-� ¥3,300（税込み \�,630）

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授
業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvancedで70%、Intermediateで50%、Basic
で30%とします。
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1385_14D02701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 渡 邊 浩 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くため
の秘訣を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文の
みならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論
文を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Lesson 12
第�回 Lesson 13
第�回 Lesson 14
第�回 Lesson 15
第�回 Lesson 16
第�回 Lesson 17
第	回 Lesson 18
第
回 Lesson 19
第10回 Lesson 20
第11回 Lesson 21
第12回 Lesson 22
第13回 復習
第14回 a. まとめ

b. 試験

履修上の注意

授業には辞書を持参すること。
課題は必ず提出して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの Vocabulary Building の予習を行ったうえで授業に臨み
ましょう。

教科書

Read to Wirte : An Integrated Course for College Students ( Asahi
Press)

参考書

必要に応じて担当者が指示します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時にフィードバックする予定です。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・
課題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％
を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成
を行います。
S・A 評価の割合については、原則として Advance で 70%、

Intermediateで50%、Basicで30%とします。

1386_14D02702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 佐久間 桃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays. You
will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid descriptions,
and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas effectively, and make use of
information from print or digital sources. You will learn the proper way to use information and
ideas that someone else has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and
making a bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing
academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのあるパ
ラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、
説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書く能
力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やインターネットからの情
報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによっ
て得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはど
うすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを
通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけま
しょう。

授業内容

前期の続きです。基本文法をおさらいしつつ，英語の表現力向上を目指します。各章ごとにま
ずはテキストを読みます。リスニング＋リーディングを軸に，語彙力アップ，内容要約，セン
テンスレベルの英文を書いて会話を行い，最終的にまとまったパラグラフを書く練習をします。
�回で�章終了を基本的な授業進行のペースとします。もちろん絶対ではありません。必要に
応じて，早くなったり、遅くなったりはあります。また、必要を感じれば、教科書とは別に教
材を用意してリスニングや発音の練習を行います。

［第�回] イントロダクション，おためしライティング
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit �-�
［第�回] Unit 	-�
［第�回] Unit 	-�
［第�回] Unit 
-�
［第�回] Unit 
-�
［第	回] Unit 10-�
［第
回] Unit 10-�
［第10回] Unit 11-�
［第11回] Unit 11-�
［第12回] Unit 12-�
［第13回] Unit 12-�
［第14回] ａ：「総括・まとめ」 ｂ：期末課題提出

履修上の注意

授業には英和辞典を持参してください。学期末には特定のトピックについて英作文をそれぞ
れ書いて提出してもらう予定です。必要に応じて，教科書以外の教材を使います。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の学習は前回までの学習の積み重ねの上に成り立ちます。必要に応じて復習をして授業に
臨んでください。

教科書

タイトル：Read to Write : An Integrated Course for College Students
著者：Saeko Noda
¥1,800 （税込 �,980）
朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

─ 717─
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to
organize your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that someone else
has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a
bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading
and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとま
りのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学
びます。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そして
ちゃんと考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する
方法に加えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕
方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切
に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよい
のか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通
じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身に
つけましょう。

授業内容

第�回 この授業の概要説明などイントロダクション
第�回 Lesson14 Speech manuscript
第�回 Lesson15 Warranty
第�回 Lesson16 Notice
第�回 Lesson17 Advertisement
第�回 Lesson18 前置詞句・分詞
第�回 Lesson19 Biography
第	回 Lesson20 Travel diary
第
回 Lesson21 Recipe
第10回 Lesson22 Formal request letter
第11回 Lesson23 形式主語・強調構文
第12回 Lesson24 Expository writing
第13回 Lesson25 いろいろな否定文
第14回 a:講義（秋学期のまとめ）

b:試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備してお
くこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授業中の使用

は、授業担当教員が許可しない限り、いかなる目的であっても禁止します。
その他の注意事項に関しては、�回目の講義で伝えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書で次週扱う範囲の問題を講義前までに解答しておくこと。
復習としては、次週までにもう一度しっかり見直しを行い、不明な点があればす
ぐに講義担当者に質問するようにすること。

教科書

Read to Write : An Integrated Course for College Students（スキル統合型：英作文
トレーニング）、野田小枝子編著、朝日出版社、2013年

参考書

特に定めませんが、必要に応じて講義中に紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出
10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行な
う。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，

Basicで30%とします。
授業に関する要望があれば、学期末実施の「授業改善アンケート」に書くよりも、
学期中に授業担当教員に直接言うようにしてください。可能な範囲で対処します。

1388_14D02704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 小 川 真 理

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論
理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレ
スポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイ
ンターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じ
て，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃と
は何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知
るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の
読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

�．Chapter � Your Hometown
�．Chapter � Vocabulary, organization, grammar
�．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
�．Chapter � On the Job
�．Chapter � Vocabulary, organization, grammar
�．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
�．Chapter � Remembering an Important Event
	．Chapter � Vocabulary, organization, grammar

．Chapter � Vocabulary, writing, peer review
10．Chapter 	 Memories of a Trip
11．Chapter 	 Vocabulary, organization, grammar
12．Chapter 	 Vocabulary, writing, peer review
13．Chapter 
 Looking Ahead
14．a. 学期末英作文課題
b. 秋学期末試験

※ 履修人数や理解度に応じて、進行速度は変わる可能性がありますが、教科書は全て終
えます。

履修上の注意

授業内で英文を書く作業がありますので、各自、英語を書くのに必要とする辞書を必ず持
参して下さい（媒体は問いません）。尚、教員からの辞書の貸し出しは行いません。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書は全て英語で書かれていますので、内容を滞りなく理解できるように、特に文法用
語の意味を予め辞書で調べておきましょう。
教科書を参考に、日誌をつけるなどして、授業で触れた文法事項を活用する英文を書く機
会を設けると良いでしょう。

教科書

Longman Academic Writing Series�: Sentences to Paragraphs, Second Edition, Linda Butler
著 (Pearson, 2020)
ISBN: 9780136769958

参考書

『ジーニアス英和辞典 第�版』 ISBN: 9784469041804
Oxford Collocations Dictionary for Students of English ISBN: 9780194325387
『英和活用大辞典』（研究社） ISBN: 9784767410357

Longman Language Activator ISBN: 9780582419520
Longman Collocations Dictionary with Thesaurus ISBN: 9781408252260

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 岡 部 了 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays. You
will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas effectively,
and make use of information from print or digital sources. You will learn the proper way to
use information and ideas that someone else has written or thought, by learning the rules of
quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to
avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and acquire useful English
expressions for reading and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのある
パラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理的な
説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンス
を書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やインターネッ
トからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研
究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避
けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことで
す。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語
表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 Lesson 13 Dear Sirs : A Letter of Complain[�]
第�回 Lesson 13 Dear Sirs : A Letter of Complain[�] / Lesson 14 A Farewell Speech [�]
第�回 Lesson 14 A Farewell Speech [�] / Lesson 15 Wind Force 2000 Air Conditioner

Limited Warranty [�]
第�回 Lesson 15 Wind Force 2000 Air Conditioner Limited Warranty [�] / Lesson 16

Hollingsworth State Park (A notice[�]
第�回 Lesson 16 Hollingsworth State Park (A notice[�] / Lesson 17 Super White [�]
第�回 Lesson 17 Super White [�] / Lesson 18 The Tuft Television Spring Conference [�]
第�回 Lesson 18 The Tuft Television Spring Conference [�] / Lesson 19 The Woman Who

Made Cellphone Life Possible [�]
第	回 Lesson 19 The Woman Who Made Cellphone Life Possible [�] / Lesson 20 Geology

Class Field Trip to Yellowstone [�]
第
回 Lesson 20 Geology Class Field Trip to Yellowstone [�] / Lesson 21 Country Cottage

Potato Salad [�]
第10回 Lesson 21 Country Cottage Potato Salad [�] / Lesson 22 An Open Hearing [�]
第11回 Lesson 22 An Open Hearing [�] / Lesson 23 A Letter to the Edito[�]
第12回 Lesson 23 A Letter to the Edito[�] / Lesson 24 The Use of Child Seats [�]
第13回 Lesson 24 The Use of Child Seats [�]
第14回 a: 期末試験 / b: 解答・解説

履修上の注意

毎回授業前に、指定された範囲の予習を行なっておくこと。遅刻は授業開始から30分までと
する。遅刻�回で欠席�回扱いとする。学期末に期末試験を行うが、授業日数の�/�以上
欠席した場合、期末試験の受験資格無しとする。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストの文章に関し予め語句等を調べ、ある程度内容を理解し、練習問題を解いておくこ
とが必要である。また、例題の文章で小テストを行うので、暗記してある程度書けるように
しておく必要がある。

教科書

『Read to Write─An Integrated Course for College Students─』
野田小枝子
(朝日出版社)

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態
度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%
とします。

1390_14D02760

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 松 本 美千代

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？
与えられた課題に対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣

を知りたいとは思いませんか？
この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみな

らず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちます。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文を

書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 イントロダクション Essay Writing on Your Summer Vacation
第�回 Supporting Sentences. A Paragraph Describing Your Hometown.
第�回 A Paragraph about a Favorite Place
第�回 Looking at the Models on the Job
第�回 A Paragrah about Someone at Work
第�回 Timed writing : A Paragraph about Someone with a Good Job
第�回 Looking at the Models on Remembering an Important Event
第	回 A Paragraph about Memorable Event
第
回 Timed Writing : A Paragraph about Weekend
第10回 Looking at the Models on Memories of a Trip
第11回 Timed Writing : A Paragraph about a Childhood Experience
第12回 A Paragraph about Your Future Plance
第13回 A Paragraph about a Future Event
第14回 （a）試験、（b）解説

履修上の注意

授業参加を重視する。
英語ライティングを実施するため、「辞書」と「ノート(PC)」を毎回持参す
る。
授業はライティングを書きやすくするためのブレーンストーミングやディス
カッションも行う。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書に記載された課題を行う。

教科書

Longman Academic Writing Series Level � Student Book
Linda Butler (著)
ISBN：978-013267938
￥�,220
Peason Longman ピアソン・ロングマン

※教科書は毎回使用します。

参考書

辞書

課題に対するフィードバックの方法

授業内で、各自の書いたライティングについてディスカッションを行いま
す。
力点は修正や添削ではなく、よりよいライティングとは何かを目標に定めな
がら、書き方について検討することを中心としますので、安心して参加して
ください。

成績評価の方法

成績評価は、平常点・課題の提出80％、最終レポート20％を総合的に判断し
て行う。
（毎回ライティングの課題を授業内で行います）

その他

S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceで70%、Intermediateで
50%、Basicで30%とします。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 宇 野 雅 章

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to
organize your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that someone else
has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a
bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading
and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとま
りのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学
びます。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そして
ちゃんと考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する
方法に加えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕
方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切
に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよい
のか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通
じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身に
つけましょう。

授業内容

第�回 この授業の概要説明などイントロダクション
第�回 課題英文エッセイ作成その�
第�回 課題英文エッセイ作成その�
第�回 課題英文エッセイ作成その�
第�回 課題英文エッセイ作成その�
第�回 課題英文エッセイ作成その�
第�回 中間まとめ・確認テスト
第	回 課題英文エッセイ作成その�
第
回 課題英文エッセイ作成その�
第10回 課題英文エッセイ作成その	
第11回 課題英文エッセイ作成その

第12回 課題英文エッセイ作成その10
第13回 課題英文エッセイ作成その11
第14回 a:講義（秋学期のまとめ）

b:試験

履修上の注意

英和（英英）辞典は必ず持参して、講義中はすぐに使用できるように準備してお
くこと。
携帯電話やノートパソコン等、インターネットに接続できる機器の授業中の使用

は、授業担当教員が許可しない限り、いかなる目的であっても禁止します。
その他の注意事項に関しては、�回目の講義で伝えます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書で次週扱う範囲の問題を講義前までに解答しておくこと。
復習としては、次週までにもう一度しっかり見直しを行い、不明な点があればす
ぐに講義担当者に質問するようにすること。

教科書

プリントを配布します。

参考書

特に定めませんが、必要に応じて講義中に紹介していきます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テスト・課題提出物の成績など）30%、期末試験70%で100点満点に換
算する。欠席が授業回数の�分の�をこえた場合、平常点と期末試験の合計が60点
に達しない場合には、いずれも単位を認定しない。

その他

授業に関する要望があれば、学期末実施の「授業改善アンケート」に書くよりも、
学期中に授業担当教員に直接言うようにしてください。可能な範囲で対処します。

1392_14D02771

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Basic) 西 浦 徹

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要：スポーツに関する，英語で書かれたニュースを読むクラス。
目標：スポーツ関連の英語の語彙を覚え，英語のスポーツニュース

を読めるようになること。

授業内容

英語のニュースを教材とする。
�. a. イントロダクション b. 質疑応答
�. a. 男子水泳のニュース b. 今後の授業の進め方
�. a. 女子水泳のニュース b. 確認問題
�. a. ボクシングのニュース b. 確認問題
�. a. 男子体操のニュース b. 確認問題
�. a. 女子体操のニュース b. 確認問題
�. a. 柔道のニュース b. 確認問題
	. a. 男子バレーボールのニュース b. 確認問題

. a. 女子バレーボールのニュース b. 確認問題
10. a. アイスホッケーのニュース b. 確認問題
11. a. 男子マラソンのニュース b. 確認問題
12. a. 女子マラソンのニュース b. 確認問題
13. a. 男子フィギュアスケートのニュース b. 確認問題
14. a. 女子フィギュアスケートのニュース b. 確認問題

履修上の注意

私語禁止。
携帯電話の電源を切って，出さない。
授業と関係のないものを出さない。
詳しくは最初のクラスで説明する。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回，配布資料を予習してくること。
教科書に書いてある英語をすべて読めて，日本語にできるようにし

ておく。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

予習ノート：�％
確認問題：95％

その他
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1393_14D02801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 三 松 幸 雄

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。
論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考
えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、
書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示
し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学
びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなけれ
ばならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、
アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 Introduction
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. �a
第�回 Ch. �b
第�回 Ch. 	a
第�回 Ch. 	b
第	回 Review Session IIa
第
回 Ch. 
a
第10回 Ch. 
b
第11回 Ch. 10a
第12回 Ch. 10b
第13回 Review Session IIb
第14回 （a）Final Examination （b）Review

※ 上述の内容は大枠での予定。実際の授業では進展に応じて適宜調整。

履修上の注意

基本的な内容を扱うので、この機会に身につけてください。
「授業の概要・到達目標」欄の内容は同系列の授業と共通。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から当該言語による各種メディアに接してみること。

教科書

Q Skills for Success : Reading and Writing � (Oxford University Press)
ISBN: 9780194903943

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1394_14D02802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 矢 野 磯 乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to
organize your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that someone else
has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a
bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading
and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学び
ます。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そして
ちゃんと考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する
方法に加えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕
方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切
に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよい
のか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通
じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身に
つけましょう。

授業内容

第�回 Course Introduction, Explanation and Discussion
第�回 Chapter � Definition Paragraphs.............................121-134
第�回 Chapter � Definition Paragraphs.............................135-146
第�回 Chapter � Cause/Effect Paragraphs.........................148-160
第�回 Chapter � Cause/Effect Paragraphs.........................161-170
第�回 Review and Mini Test #�
第�回 Chapter 	 Comparison/Contrast Paragraphs...........171-183
第	回 Chapter 	 Comparison/Contrast Paragraphs...........184-196
第
回 Chapter 
 Essay Organization.................................198-210
第10回 Chapter 
 Essay Organization.................................211-221
第11回 Review and Mini Test #�
第12回 Chapter 10 Opinion Essays....................................222-230
第13回 Chapter 10 Opinion Essays....................................231-239
第14回 Review �-10 and Examination

履修上の注意

教員への質問・相談窓口として，専用メールアドレスを履修者に通知する。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、ど
の世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さい。予習／復習には、最低120
分必要です。

教科書

Longman Academic Writing Series Level �(4th ed.)
著者：Alice Oshima and Ann Hogue
ISBN: 9780136838531
出版社：Pearson Longman

参考書

授業中に随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvanceで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします
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1395_14D02803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) ウェブスター，ダニエ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays. You
will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid descriptions,
and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas effectively, and make use of
information from print or digital sources. You will learn the proper way to use information and
ideas that someone else has written or thought, by learning the rules of quoting, referencing, and
making a bibliography. You will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must.
You will expand your vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing
academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりのあるパ
ラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、
説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書く能
力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やインターネットからの情
報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによっ
て得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはど
うすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを
通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけま
しょう。

授業内容

Week One : Student Self-Introductions and Student Information Sheets.
Week Two : Finding the errors in a short biographical sketch.
Week Three : Review : Finding the errors in a short biographical sketch.
Week Four : Review of writing a topic sentence.
Week Five : Review of writing supporting sentences.
Week Six : Review of time order.
Week Seven : Review of space order.
Week Eight : Review of allowing the reader to know what the purpose of your essay is.
Week Nine : Review of indicating cause and effect.
Week Ten : Review of citing examples.
Week Eleven : Review of defining words or phrases for the reader.
Week Twelve : Review of classifying types of people or phenomena.
Week Thirteen : Review of pointing out similarities and differences.
Week Fourteen : Final drafts for the autumn semester.

履修上の注意

Students in this course must be dedicated to improving their writing skills, specifically in regard
to writing about a subject that has connection with their majors or their prospective majors.

Moreover, they will be expected to take an active part in discussions regarding the topics
presented each week, and they will be expected to ask questions about vocabulary or idioms that
they do not understand. And furthermore, they must take into consideration that active
participation about comments and questions are part of their work as students. Finally, they
must understand that this is not a course in which they can only passively listen to the
instructors lectures, but rather that they take a proactive part in said discussions.

準備学習（予習・復習等）の内容

In this semester, students will have to write an essay on a topic related to their majors or
prospective majors.Therefore, they must make a decision early in the semester regarding what
they are going to write about.

Moreover, the essays must have some connection to literature, in any genre, whether fiction,
poetry or non-fiction essays,etc. Students may not write their essays on movies or popular
music.

教科書

Get Your Message Across : Writing Communicative Paragraphs
著者：Jimbo, et al. ed. （CD付き）
ISBN: 9784523175933
南雲堂
¥2,000

参考書

課題に対するフィードバックの方法

Feedback from the instructor will be given in-class on a weekly basis.

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業態度
（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで30%と
します。

1396_14D02804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 横 山 晃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and
informative sentences, organize sentences into coherent paragraphs,
and arrange paragraphs into longer essays. You will develop your
ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that
someone else has written or thought, by learning the rules of quoting,
referencing, and making a bibliography. You will learn what is
plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and
writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文
章をまとまりのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の
文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、説得力のある議論の
進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書
く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書
籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、
参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考
えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるた
めにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るに
は必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデ
ミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

初回時に説明します。

履修上の注意

初回時に説明します。

準備学習（予習・復習等）の内容

初回時に説明します。

教科書

Great Writing Level � (5th ed.)
著者: Keith Folse, Elena Solomon and David Clabeaux
ISBN: 9780357021071

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1397_14D02805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 安 田 努

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。
論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考
えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、
書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示
し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学
びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなけれ
ばならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、
アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回：イントロダクション（授業説明）
第�回：Chapter � 前半 (definition paragraph)
第�回：Chapter � 後半 (definition paragraph)
第�回：Chapter � 前半 (Cause and Effect paragraph)
第�回：Chapter � 後半 (Cause and Effect paragraph)
第�回：Chapter 	 前半 (Contrast paragraph)
第�回：Chapter 	 後半 (Contrast paragraph)
第	回：Chapter 
 前半 (Essay paragraph)
第
回：Chapter 
 後半 (Essay paragraph)
第10回：Chapter 10 前半 (opinion paragraph)
第11回：Chapter 10 後半 (opinion paragraph)
第12回：これまでの章のまとめ
第13回：これまでの章のまとめ
第14回：a．試験 b．試験の解説

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

初回の授業ですべて説明するので、履修希望者は必ずテキストを持参すること

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業で指定された箇所を事前によく読み、練習問題(オンライン問題も含む)
を行うこと。

教科書

Alice Oshima 『Longman Academic Writing Level � (4th Edition)』 (Pearson
Longman)

※春学期と同じテキスト

参考書

なし

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題については最終授業でまとめて返却する。また、テストの模範解答や点数
に関してはOh-meiji上で各学生に教える。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1398_14D02806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？与えられた課題に
対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと
は思いませんか？この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 従属性の展開
第�回 スタイルの種別
第�回 描写パラグラフの展開
第�回 第�回パラグラス演習
第�回 比較と対照応用�の展開
第�回 分類の展開
第�回 第�回パラグラフ演習
第	回 論議展開
第
回 論議展開応用
第10回 第�回パラグラフ演習
第11回 因果関係応用の展開
第12回 通過、手順による応用展開
第13回 パラグラスからエッセイへ
第14回 パラグラフからエッセイ応用

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だ
けでなく、どの世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習をし、授業で扱ったテーマでの英文ライティングを復習
として必ず行うこと。

教科書

Longman Academic Writing Level �（Pearson Longman）

参考書

Get Your Message Across (NANʼUN-DO)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします
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1399_14D02807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 小 池 知 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

英語の作文が苦手だと思っている人はいませんか？与えられた課題に
対して、論理的かつ説得力のある文章を書くための秘訣を知りたいと
は思いませんか？この授業は、そんな人に打ってつけです。
とにかく実践的な訓練を積み重ねるので、英語のエッセイや論文のみ
ならず、日本語の小論文やエッセイを書く際にも大いに役に立ちま
す。
一年間、真面目にこつこつ訓練をこなせば、英語でエッセイや小論文
を書くことに対する自信が必ずつきます。

授業内容

第�回 従属性の展開
第�回 スタイルの種別
第�回 描写パラグラフの展開
第�回 第�回パラグラス演習
第�回 比較と対照応用�の展開
第�回 分類の展開
第�回 第�回パラグラフ演習
第	回 論議展開
第
回 論議展開応用
第10回 第�回パラグラフ演習
第11回 因果関係応用の展開
第12回 通過、手順による応用展開
第13回 パラグラスからエッセイへ
第14回 パラグラフからエッセイ応用

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だ
けでなく、どの世界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さ
い。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書の予習をし、授業で扱ったテーマでの英文ライティングを復習
として必ず行うこと。

教科書

Longman Academic Writing Level �（Pearson Longman）

参考書

Get Your Message Across (NANʼUN-DO)

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advance で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします

1400_14D02808

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Inter.) 中 村 美奈子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びま
す。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃん
と考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加
えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文
献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方
法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避け
なければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を
増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回: イントロダクション
Chapter � Process Paragraphs

第�回: Chapter � Process Paragraphs
第�回: Chapter � Process Paragraphs
第�回: Chapter � Definition Paragraphs
第�回: Chapter � Definition Paragraphs
第�回: Chapter � Definition Paragraphs
第�回: 前半のまとめと小テスト
第	回: Chapter � Cause/Effect Paragraphs
第
回: Chapter � Cause/Effect Paragraphs
第10回: Chapter � Cause/Effect Paragraphs
第11回: Chapter 	 Comparison/ Contrast Paragraphs
第12回: Chapter 	 Comparison/ Contrast Paragraphs
第13回: Chapter 	 Comparison/ Contrast Paragraphs
第14回: a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

第�回授業に必ず出席すること。
授業には英和辞書を持参すること。（携帯電話・パソコンの使用禁止）

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べてお
くこと。復習としては、授業の内容を次週までに見直しておくこと。

教科書

Alice Oshima, Ann Hogue, Longman Academic Writing Series �: Paragraphs to Essays,
Fourth Edition (Pearson)

参考書

適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

Oh -o!Meijiを通して、または紙面でおこないます。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。
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1401_14D02901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論
理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレ
スポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイ
ンターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じ
て，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃と
は何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知
るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の
読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Using Outside Sources Introduction

第�回 : Chapter � Analyzing the Model
第�回 : Chapter � Noticing Vocabulary : Synonyms �
第�回 : Chapter � Using and Citing Sources
第�回 : Chapter � Quotations / Paraphrasing
第�回 : Chapter � Analyzing the Model / Summarizing
第�回 : Chapter � Analyzing the Model / Applying Vocabulary : Using Synonyms �
第	回 : Chapter � Writing Assignment : A Summary of an Article
第
回 : Chapter � Self-Assessment / Expansion
第10回 : Chapter � From Paragraph to Essay Introduction / Analyzing the Model
第11回 : Chapter � Noticing Vocabulary : Nouns and Noun Suffixes / Parts of an Essay
第12回 : Chapter � Patterns of Organization / Outlines of Essays
第13回 : Chapter � Applying Vocabulary : Using Nouns and Noun
Suffixes / Writing Assignment : An Essay about Education
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。復習とし
て、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックについて下調べをし、そ
の要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度を要する。

教科書

Alice Oshima, Ann Hogue, Longman Academic Writing Series �: Paragraphs to Essays, Fifth
Edition (Pearson Longman)

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

講義が聞き取りやすいように、場合によりマイクを使用します。

1402_14D02902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) 江 崎 麻 里

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and
informative sentences, organize sentences into coherent paragraphs,
and arrange paragraphs into longer essays. You will develop your
ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital
sources. You will learn the proper way to use information and ideas that
someone else has written or thought, by learning the rules of quoting,
referencing, and making a bibliography. You will learn what is
plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and
writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文
章をまとまりのあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の
文章にしていく方法を学びます。論理的な説明、説得力のある議論の
進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレスポンスを書
く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書
籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、
参考文献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考
えを適切に活用する方法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるた
めにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知るに
は必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデ
ミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

●

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課
題の提出10％・授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を
総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を
行います。
S・A 評 価 の 割 合 に つ い て は，原 則 と し て Advanced で 70%，
Intermediateで50%，Basicで30%とします。
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1403_14D02903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) 池 田 史 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。
論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考
えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、
書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示
し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学
びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなけれ
ばならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、
アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回：You be the judge 価値判断をするための英語表現について学習します。
第�回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第�回：Two sides to every story 賛成か反対か理由とともに英語で述べる練習をしま

す。
第�回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第�回：A bit of advice 助言をするための英語表現について学習します。
第�回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第�回：Pleaase don't misunderstand 分かり易い英語表現について学習します。
第	回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第
回：Revisiting the past 過去の回想の英語表現について学習します。
第10回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第11回：Seeking solutions 問題の解決を提示する英語表現について学習します。
第12回：問題を解きながら、自由英作文を実践してゆきます。
第13回：Let me entertain you 読者を楽しませる英語表現について学習します。
第14回：a：授業のふりかえりとまとめ b：試験の実施

履修上の注意

熱意をもって授業に臨んで欲しいです。テキストの予習をお願いします。

準備学習（予習・復習等）の内容

�時間前後の予習・復習をすることが望ましいです。

教科書

『Jigsaw』 Robert Hickling（センゲ−ジラーニング）

参考書

『英語のハノン』 横山雅彦（筑摩書房）

課題に対するフィードバックの方法

oh Meijiあるいは私のパソコンのメアドを通じてやり取りします。

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1404_14D02904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) 原 田 道 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.

English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論
理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレ
スポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイ
ンターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じ
て，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃と
は何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知
るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の
読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 a : イントロダクション
b : Chapter � Using Outside Sources Introduction

第�回 : Chapter � Analyzing the Model
第�回 : Chapter � Noticing Vocabulary : Synonyms �
第�回 : Chapter � Using and Citing Sources
第�回 : Chapter � Quotations / Paraphrasing
第�回 : Chapter � Analyzing the Model / Summarizing
第�回 : Chapter � Analyzing the Model / Applying Vocabulary : Using Synonyms �
第	回 : Chapter � Writing Assignment : A Summary of an Article
第
回 : Chapter � Self-Assessment / Expansion
第10回 : Chapter � From Paragraph to Essay Introduction / Analyzing the Model
第11回 : Chapter � Noticing Vocabulary : Nouns and Noun Suffixes / Parts of an Essay
第12回 : Chapter � Patterns of Organization / Outlines of Essays
第13回 : Chapter � Applying Vocabulary : Using Nouns and Noun
Suffixes / Writing Assignment : An Essay about Education
第14回 a : まとめ

b : 試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に教科書の該当箇所を読み、分からない語句について辞書等で調べること。復習とし
て、教科書の該当箇所を読むこと。ディスカッションのトピックについて下調べをし、そ
の要約を用意すること。予習には90分、復習には60分程度を要する。

教科書

Alice Oshima, Ann Hogue, Longman Academic Writing Series �: Paragraphs to Essays, Fifth
Edition (Pearson Longman)

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授業
態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basicで
30%とします。

講義が聞き取りやすいように、場合によりマイクを使用します。
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1405_14D02905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) ワトソン，アレックス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative
sentences, organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into
longer essays. You will develop your ability to write logical explanations, persuasive
arguments, vivid descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize
your ideas effectively, and make use of information from print or digital sources. You
will learn the proper way to use information and ideas that someone else has written or
thought, by learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You
will learn what is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your
vocabulary and acquire useful English expressions for reading and writing academic
English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまり
のあるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びま
す。論理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃん
と考えたレスポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加
えて、書籍やインターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文
献の示し方を通じて，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方
法を学びます。剽窃とは何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避け
なければならないのかを知るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を
増やし、アカデミックな英語の読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

�.Recap : Paragraphs and Essays
�.Expository Essays �
�.Expository Essays �
�.Classification Essays
�.Process Essays
�.Cause/Effect Essays �
�.Cause/Effect Essays �
	.Extended Definition Essays

.Problem / Solution Essays
10.Summary / Response Essays
11.Argumentative Essays �
12.Argumentative Essays �
13.Research Papers �
14.Research Papers �

履修上の注意

Students must have attained intermediate skills in English and be willing to write and
read in English and work in groups.

準備学習（予習・復習等）の内容

Students must complete regular homeworks and participate actively in class. This is a
challenging course that requires a great deal of study but that will definitely studentsʼ
written English considerably if they apply themselves properly. Credits cannot be given
if students are persistently absent without satisfactory explanation.

教科書

Alan Myers, Longman Academic Writing Level �: Essays to Research Papers (Pearson
Longman,ピアソン・ロングマン) ISBN: 978-�-132-91274-�, ¥3,220.

参考書

Students should bring a good English-Japanese electronic dictionary.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

20% Class Participation
10% Quizzes
10% Submitted Assignments
10% Attitude
50% Final Exam (held at the end of the semester)

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・
授業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・A評価の割合については，原則としてAdvancedで70%，Intermediateで50%，Basic
で30%とします。

1406_14D02906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) サトウ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Effective writers have:
(�) good enough linguistic fluency
(�) specific information and ideas
(�) the ability to make oneʼs own observations and use ideas from others
(�) the ability to gather information, categorize information, describe information,
summarize information, explain information, respond to information, visualize information,
and speculate beyond the boundaries of current information
(�) a strong desire to say something

Using a textbook on essay writing as a foundation, you will learn and practice the concepts
and skills identified above in (�) ˜ (�).

授業内容

�. ABC or XYZ + Group Interview with XYZ
�. Group Interview with ABC
�. Discussion of Chapter � for XYZ (Cause/Effect Essays)
�. Discussion of Chapter � for ABC (Cause/Effect Essays)
�. Sentence Writing for Chapter �
�. Discussion of Chapter � for XYZ (Extended Definition Essays)
�. Discussion of Chapter � for ABC (Extended Definition Essays)
	. Paragraph Writing for Chapter �

. Discussion of Chapter � for XYZ (Problem/Solution Essays)
10. Discussion of Chapter � for ABC (Problem/Solution Essays)
11. Mini-Essay Writing for Chapter �
12. Preparation for Tests on Writing Models & Practice Exercises
13. Test on Writing Models for Chapters �˜�
14. Test on Practice Exercises for Chapters �˜�

履修上の注意

Classes are conducted in English.

準備学習（予習・復習等）の内容

The most important thing to learn in EAW is how to write a thesis statement. A thesis
statement should make a specific claim about a topic and contain�˜� categories of analysis
through which the claim will be developed. Study the WritingModels in your textbook to see
how a thesis statement is expressed in an introductory paragraph, and how it is used to
structure the body of a multi-paragraph essay.

教科書

This required textbook is『Longman Academic Writing Series, Level �: Essays to Research
Papers』by Alan Meyers. Go to the designated area on Izumi Campus to buy your book, and
give the name, day, and time of this class to make sure you get the right book.

参考書

None

課題に対するフィードバックの方法

The Reports Submission function of Oh-Meiji is used to give feedback to students
individually.

成績評価の方法

ABC
30%: � Discussions (Preparation, Courtesy, Motivation, Attentiveness, Cooperation)
40%: Sentence Writing, Paragraph Writing
30%: Mini-Essay

XYZ
30%: � Discussions (Preparation, Courtesy, Motivation, Attentiveness, Cooperation)
35%: Test on Writing Models
35%: Test on Practice Exercises

Other important points:
1. If you do not provide proof of purchase for the required textbook, you cannot pass this
course.
2. Attendance is taken at the start of every class only for the purpose of keeping a record.
Points cannot be earned simply for showing up in class.
3. If you are absent for a graded activity, you can get an exemption or a make-up assignment
if you present proof of personal emergency or illness in the form of a written document from
a medical clinic or an email from a parent, including a phone number to call for verification.

その他

The title, concept, and preface to your textbook for ECS (English Communication Skills) were
designed and written by me. “R.E.A.D.I.N.G.” sums up my idea of what you should be doing
during your time at Meiji University : Read a lot. Examine what you read. Analyze your
examination. Discuss your examination. Imagine reading as muscle training. Navigate your
life. Germinate your own words.

─ 727─



1407_14D02907

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

English Academic Writing B(Adv.) 香 西 史 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

In English Academic Writing, you will learn how to write clear and informative sentences,
organize sentences into coherent paragraphs, and arrange paragraphs into longer essays.
You will develop your ability to write logical explanations, persuasive arguments, vivid
descriptions, and thoughtful responses. You will learn how to organize your ideas
effectively, and make use of information from print or digital sources. You will learn the
proper way to use information and ideas that someone else has written or thought, by
learning the rules of quoting, referencing, and making a bibliography. You will learn what
is plagiarism̶how to avoid it and why you must. You will expand your vocabulary and
acquire useful English expressions for reading and writing academic English.
English Academic Writing では、明快でわかりやすい文章の書き方、文章をまとまりの
あるパラグラフにまとめる方法、複数の段落を長目の文章にしていく方法を学びます。論
理的な説明、説得力のある議論の進め方、生き生きとした描写、そしてちゃんと考えたレ
スポンスを書く能力を養います。自分の考えを効果的に整理する方法に加えて、書籍やイ
ンターネットからの情報を活用する方法、さらに引用の仕方、参考文献の示し方を通じ
て，他の人が研究などによって得た情報や考えを適切に活用する方法を学びます。剽窃と
は何か、それを避けるためにはどうすればよいのか、なぜ避けなければならないのかを知
るには必要なことです。このクラスを通じて英語の語彙を増やし、アカデミックな英語の
読み書きに役立つ英語表現を身につけましょう。

授業内容

第�回 Unit �: Should science influence what we eat? - �
第�回 Unit �: Should science influence what we eat? - �
第�回 Unit �: Should science influence what we eat? - �
第�回 Unit �: Does school prepare you for work? - �
第�回 Unit �: Does school prepare you for work? - �
第�回 Unit �: Does school prepare you for work? - �
第�回 Unit �: Is discovery always a good thing? - �
第	回 Unit �: Is discovery always a good thing? - �
第
回 Unit �: Is discovery always a good thing? - �
第10回 Unit �: Is discovery always a good thing? - �
第11回 Unit 	: Can failure lead to success? - �
第12回 Unit 	: Can failure lead to success? - �
第13回 Unit 	: Can failure lead to success? - �
第14回 Final Essay

履修上の注意

授業は楽しくても、予習／復習は楽しくない。それは、英語の授業だけでなく、どの世
界・分野でも同じ。課題はかならず提出して下さい。

欠席が授業数の�/�以上の場合、受験資格を失います。
教室備え付けのPCを使用します。保存が必要なデータ用のストレージ（USB、クラウド
等）を必ず準備／持参してください。授業中に積極的にインターネットの活用をする場合
があります。
なお、授業は英語と日本語を併用して行います。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で、次回までの課題等を指示しますので、必ず時間を作って準備してきてくださ
い。課題には、授業内で学んだことを基にしたライティングと、次回授業で深める内容に
ついての予習の�種類があります。
予習には60分程度、復習にも60分程度要します。

教科書

Q Skills for Success : Reading and Writing� (Student Book with iQ Online Practice)（3rd
ed.)
著者：Debra Daise and Charl Norloff
ISBN: 978-�-19-490431-� ¥3,300（税込み \�,630）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行なう。成績評価は、平常点20％・小テスト10％・課題の提出10％・授
業態度（積極的な発言）10％・学期末の試験50％を総合的に判断して行なう。

その他

�年次期末実施のTOEIC試験のスコアに基づき�年次のクラス編成を行います。
S・Ａ評価の割合については、原則としてAdvanceで70%、Intermediateで50%、Basicで
30%とします。

1408_14D10301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 今 村 武

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

（�）大学初年次にぜひ身につけておきたい英語以外の外国語であるドイツ語の基
礎的運用能力を身につけるための授業です。この授業では主にドイツ語初級文法
の修得を目指します。
（�）授業の到達目標は、以下のように設定します。
・ドイツ語の初級文法を十分に理解した上で、基礎的運用能力を身につけます。
・ドイツ語圏の根底をなすドイツ語の学修を通じて、異文化理解への土台を築き
ます。
・ドイツ語検定�級合格程度の実力養成を、具体的な到達目標とします。

授業内容

第�回a：授業内容と進め方、予習と復習の方法、成績評価方法等について説明し
ます。b：基礎的なドイツ語の発音の練習、基本単語の口頭練習などを行います。
第�回：Lektion � ドイツ語の人称代名詞、動詞の現在人称変化を学習し、あわ

せて練習問題を通じて、その理解を深めます。各回の授業ではaにおいて
解説をおこない、bにおいて練習問題を通じてその知識の定着をはかりま
す。また小テストも行います。以下各回の授業について、学習する項目
を記載します。

第�回：Lektion � 規則的な動詞の現在人称変化
第�回：Lektion � 定動詞の位置、ドイツ語の名詞の性
第�回：Lektion � 定冠詞と不定冠詞
第�回：Lektion � 重要な動詞の現在人称変化
第�回：Lektion � 不規則変化動詞の現在人称変化
第	回：Lektion � 名詞の複数形
第
回：Lektion � 並列接続詞、従属接続詞、副文
第10回：Lektion � 前置詞
第11回：Lektion � 人称代名詞
第12回：Lektion � 再帰代名詞、再帰動詞
第13回：Lektion � 定冠詞類と不定冠詞類
第14回a：春学期の学習項目について達成度についての試験形式による確認をしま
す。b：学習事項のまとめ、及び補足説明を行います。

履修上の注意

（�）学期を通して「授業の内容」に記載した要領で授業を進めていきます。進行
具合はクラスの状況等により多少の変更もあり得ます。その場合は授業で周知し
ます。
（�）疑問点がある場合は、授業時にその場でどしどし質問してください。
（�）授業開始の30分前を大学到着時刻の目安としてください。やむを得ない事情
で遅刻した場合は、後ろのドアから静かに行ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容

・授業の開始当初は、予習範囲を指定します。回数が進むにつれて予習すべき範
囲がおおむね予測できるようになりますので、各自で必ず文法項目を予習し、練
習問題を一通り自分のノートに解答しておいてください。

教科書

『レーアブッフ＝レーゲンスブルク』今村 武（著）朝日出版社

参考書

たくさんのドイツ語参考書・問題集・独検対策参考書が出版されています。まず
は自分で書店に出向いて手にとってみてください。選択に迷った場合はいつでも
相談に応じます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

以下の要領で成績評価を行います。全授業の�割以上に出席していることが、
成績評価を開始する前提条件となります。
小テスト及び授業時の練習問題解答回数等：50%
定期期末試験結果：50%

その他
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1409_14D10302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 山 地 良 造

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、ドイツ文法をＡＢＣの初歩から学びます。特に動詞
の用法はドイツ語の基本ですので、これを中心に練習問題を含めて
しっかり学んでいきます。また、定冠詞と不定冠詞もドイツ語の要で
すので、その活用についても春学期で正しく理解できるようにしたい
と思います。
また、ドイツ語は語順が�タイプしかありませんので、早い段階で

この文法に親しむことがドイツ語上達への近道です。春学期のうちに、
語順にできるだけ慣れ親しむことを到達目標にしたいと思います。
なお、ドイツ語の響きになるべく早く慣れてもらうため、ビデオ教
材を活用する予定です。

授業内容

第�回 ドイツ語を学ぶために：ドイツ語の特徴や英語との比較など
について

第�回 動詞の活用
第�回 前回の復習と練習問題
第�回 名詞の特質
第�回 前回の復習と練習問題
第�回 定冠詞類と不定冠詞類
第�回 前回の復習と練習問題
第	回 不規則動詞と副文助動詞と人称代名詞
第
回 前回の復習と練習問題
第10回 分離動詞とzu不定詞
第11回 前回の復習と練習問題
第12回 動詞の�基本形（�）
第13回 前回の復習と練習問題
第14回 動詞の�基本形と春学期のまとめ

履修上の注意

独和辞典を活用すること。最初は辞典の記述を読み解くつもりで臨む
と、ドイツ語に早く親しむことができます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習いずれも大切ですが、新しく習う語学では予習の方に重点
を置いてください。

教科書

「リヒトホーフ・ノイ 初級ドイツ語文法」(松鵜ほか著) 朝日出版社
この教科書を使いますので、早めにご用意してください。

参考書

独和辞典については、第一回目の授業で各種紹介します。参考書に
ついては、学習の進み具合をみて、授業の中で紹介する予定です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験=80％，授業に対する取り組み姿勢=20％

その他

質問は授業の中で遠慮なく、積極的にして下さい。なお、一限の授
業は交通事情の関係で授業開始に間に合わない場合があります。時間
に余裕をもって通学して下さい。

1410_14D10303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 久 保 哲 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
秋学期の「ドイツ語ⅠB」と合わせ、一年間でドイツ語の初級文法を学
びます。またドイツ語圏の文化、たとえば音楽や映画にも触れてみた
いと思います。

【到達目標】
文法中心の授業ですが、読む・書く・聞く・話すという�つの技能は
相互に関連しているので、これらをバランスよく身につけることを目
指します。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：発音・アクセント（その�）
第�回：発音・アクセント（その�）
第�回：人称代名詞、動詞の現在人称変化（その�）
第�回：人称代名詞、動詞の現在人称変化（その�）
第�回：名詞の性、定冠詞と不定冠詞、格の用法（その�）
第�回：名詞の性、定冠詞と不定冠詞、格の用法（その�）
第	回：名詞の複数形、命令形（その�）
第
回：名詞の複数形、命令形（その�）
第10回：定冠詞類と不定冠詞類（その�）
第11回：定冠詞類と不定冠詞類（その�）
第12回：分離動詞と非分離動詞、接続詞（その�）
第13回：分離動詞と非分離動詞、接続詞（その�）
第14回a: まとめの試験、b: 正答解説

履修上の注意

第�回のイントロダクションのときにさまざまな独和辞典について紹
介しますので、買うのはそれからでかまいませんが、授業の時には必
ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】教員の指示に従い、教科書の説明を読んだり、練習問題をやっ
てくること。

【復習】初級の語学では一歩一歩確実に進むことが、結局は一番の早道
です。よくわからなかった点はあいまいなままにせず、教科書などを
読み返したり、次回の授業時に教員に質問したりしてください。

教科書

『心に刻まれるドイツ語』久保哲司／Andrea Raab著（朝日出版社）

参考書

第�回のイントロダクションのときなどに紹介しますが、特に薦めた
いのは：
『改訂版 必携 ドイツ文法総まとめ』中島悠爾他著（白水社）

課題に対するフィードバックの方法

最終授業日にまとめの試験を行い、同日に解説の時間を設けます。

成績評価の方法

平常点（授業への参加度や小テスト）40パーセント、まとめの試験60
パーセント。

その他
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1411_14D10304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 宗 宮 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

このクラスではドイツ語の基礎文法をゼロから学習します。
動詞の人称変化や名詞の格変化など、ドイツ語の文章を作文、読解するため
の基礎文法項目を正確に身につけることを目指します。
身につけた文法項目をテキスト読解を通して確認できるようになることも目
指します。

授業内容

［第�回] ａ：イントロダクション／ｂ：ドイツ語の発音
［第�回] 動詞の現在人称変化／動詞の位置
［第�回] seinとhabenの現在人称変化／不規則動詞の現在人称変化
［第�回] 名詞の性／名詞の�格
［第�回] 所有冠詞
［第�回] 名詞の複数形／名詞の�格と�格
［第�回] 人称代名詞の�格と�格
［第	回] 分離動詞／非分離動詞
［第
回] 話法の助動詞
［第10回] 前置詞の格支配／�・�格支配の前置詞
［第11回] 前置詞と定冠詞の融合形／�格支配の前置詞／�格支配の前置詞
［第12回] 前置詞と定冠詞の融合形
［第13回] 春学期の復習
［第14回] ａ：試験／ｂ：正答解説

※ 授業内容は履修者の理解度に応じて変更することがあります。

履修上の注意

授業では問題演習や発音練習に積極的に取り組むこと。
授業の初めと終わりに時間を取るので、分からないことは必ず質問するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

出された宿題は必ず自力でやってくること。
新規学習項目は各自で必ず復習、暗記すること。
試験は持ち込み一切不可で実施するので、単語等は各自で整理暗記するこ
と。

教科書

『ドイツ語の時間 〈わくわくライプツィヒ〉』 清野智昭著（朝日出版社）
独和辞典

※ 教科書は第�回授業より毎回使用します

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の結果85%、平常点15%をもとに判定する。
平常点は毎回の授業で「授業への貢献度」および「授業への参加度」が認め
られた者にのみ加点する。

※ 教室に来て座っているだけの「出席」に対する加点は一切無い。
※ 成績評価の公平を期すため、期末試験を課題等で代替することは一切し
ない。
※ 試験答案は保管義務があるため返却できないが、結果を確認したい者に
は採点済み答案を開示する。

その他

授業開始時刻10分経過後の教室への無断入退出は禁止します。
授業に取り組む姿勢が見られない場合（目に余る居眠り、教科書辞書不携帯
等）は教室から退出していただきます。
文学部事務室を通した正規の証明書類の提出がない学生への特別な配慮は一
切しません。

1412_14D10305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 三 根 靖 久

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初修のドイツ語の授業です。授業では、毎回、短い会話形式の教材を
用いますので、まずはドイツ語のフレーズを耳で聞いて、次にそれを
声に出して覚えていくことになります。その上で、文法事項を学習し
ていきます。また、教材を通じてドイツ語圏の文化や習慣にも色々と
触れることになると思いますので、授業では、可能な範囲でドイツ語
圏の生活等についても紹介できればと考えています。

到達目標：ドイツ語の発音の仕方を覚えるとともに、現在人称変化と
格変化の仕組みを理解できるようになる。

授業内容

�.導入
�.Lek.1：動詞の現在人称変化
�.Lek.1：seinとhabenについて
�.Lek.2：名詞と冠詞の格変化について
�.Lek.3：不規則動詞の人称変化、命令表現
�.Lek.3：人称代名詞の�格と�格
�.Lek.4：定冠詞類と不定冠詞類（所有冠詞と否定冠詞）について
	.Lek.4：否定文について

.Lek.5：前置詞と格支配
10.Lek.5：前置詞の続き
11.Lek.6：話法の助動詞と分離動詞
12.Lek.6：従属接続詞
13.総合練習
14.総括

履修上の注意

独和辞典の持参が必須となる。初回の授業で幾つか辞典を紹介する。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習は復習が中心になります。授業で扱った会話のフレーズを何
度も音読して、フレーズごと文法事項を覚えるように心がけてくださ
い。

教科書

前田良三・高木葉子著：ドイツ語ナビゲーション3.0（朝日出版
ISBN：978-�-255-25462-�）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜、授業中に行う。必要に応じてOh-h Meijiを使用する。

成績評価の方法

参加度：25％、期末試験：75％

その他
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1413_14D10306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 岡 本 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語文法の基礎を学びます。
週に�時間かけて初級ドイツ語文法を習得し，平易な文章を自力で
読めるようになることが，この授業の目的です。外国語を学ぶという
ことは，他者の論理を理解するということにほかなりません。日本語
のそれとも英語のそれとも異なるドイツ語の論理（文法）の理解を通
じて，他者の論理の多様性に具体的に触れ，みずからの思考・視野の
幅を広げてゆくことを目指します。また，毎時間最初の15分程度を，
耳の訓練（短い会話文を使った練習やドイツ語の歌を聴く等）に充て
ます。

授業内容

�．ドイツ語の特徴。発音練習。
�．発音練習。動詞の現在人称変化
�．動詞の現在人称変化
�．sein，haben, werdenの人称変化
�．名詞の＜性・数・格＞
�．定冠詞と名詞の格変化，名詞の複数形
�．不定冠詞と名詞の格変化
	．定冠詞類と不定冠詞類

．不規則動詞の現在人称変化
10．人称・代名詞，非人称のes, man
11．前置詞
12．前置詞・命令形
13．形容詞
14．試験と解説

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

ドイツ語圏、ヨーロッパで現在起こっている問題、話題になっている
事柄にも関心をもってください。

教科書

上野 成利, 本田 雅也著『パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール［三訂
版］CD付』（白水社）
独和辞典は、授業で説明を聞いてから購入してください。

参考書

授業中に提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テストと平常点（授業への参加）を総合的に評価します。（期末
テスト70%，平常点30%）

その他

1414_14D10307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 阪 東 知 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業概要】
「聞く・読む・話す・書く」の基本的なコミュニケーション能力を身につけま
す。日常生活で用いられる基本的な表現を理解し、使うことができるように
することで、「ヨーロッパ言語共通参照枠」のA1レベルに相当するドイツ語能
力の養成を目指します。ペアワークやグループワークを通じて学習者同士が
協力して学び、ドイツ語を積極的に使う機会を提供します。

【到達目標】
（�）間違いを恐れずに、ドイツ語を積極的に使ってみることができる。
（�）ドイツ語の発音とつづりに習熟し、正確に発声できる。
（�）日常生活に必要な基本的表現と初級文法を理解し、運用できる。
（�）ドイツ語学習を通じて異文化を知り、異文化を視野に入れてものを考え
られる。

授業内容

第�回 イントロダクション─授業の進め方、外国語の学習について
第�回 人と知り合う⑴
第�回 人と知り合う⑵
第�回 人と知り合う⑶
第�回 好きな活動・趣味・仕事⑴
第�回 好きな活動・趣味・仕事⑵
第�回 好きな活動・趣味・仕事⑶
第	回 好きな活動・趣味・仕事⑷
第
回 都市・交通・道案内⑴
第10回 都市・交通・道案内⑵
第11回 都市・交通・道案内⑶
第12回 都市・交通・道案内⑷
第13回 復習
第14回 a：春学期のまとめ

b：期末試験

履修上の注意

積極的な発言を歓迎します。楽しく集中して学べる雰囲気を一緒に作りま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

わからない箇所があれば質問できるように、復習・宿題をして授業に来てく
ださい。

教科書

Netzwerk neu A1.1. Kurs- und Übungsbuch (Ernst Klett Sprachen GmbH. )
(ISBN: 978-�-12-607154-�)

参考書

特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席状況が良好であることを前提として、平常点（授業貢献度・課題・小テ
スト等）30％と期末試験70％で総合的に評価します。

その他
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1415_14D10308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
言語を運用するために必要な四つの能力（聞く・話す・読む・書く）
のうち、読む・書くに重点をおいてドイツ
語の初歩を学習します。

【到達目標】
ドイツ語の基本的文法構造をマスターする。
辞書を使えば、平易なドイツ語の文章が読め、基本的なドイツ語の文
章が書けるようになる。

授業内容

�. ドイツ語の特徴。発音。挨拶。
�. 動詞の現在人称変化（�）
�. 名詞・冠詞・複数形
�. 動詞の現在人称変化（�）・命令形
�. 定冠詞類・不定冠詞類
�. 人称代名詞
�. 前置詞
	. 話法の助動詞・未来形

. 分離動詞・分離動詞
10. 接続詞
11. 過去形
12. 完了形
13. 受動形
14. まとめの試験

履修上の注意

教科書および辞書類は毎回必ず持参して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習する習慣をつけましょう。

教科書

『リヒトホーフ-初級ドイツ語文法』（松鵜、高本他著、朝日出版社）
その他、プリントを配布します。

参考書

『ドイツ文法総まとめ』（中島他著、白水社）
初級から上級に至るまで、繰り返し参照できる、携帯可能な小型参考
書です。購入を強く推奨します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テスト70%、平常点30%

その他

1416_14D10309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 野 口 健

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基本的な文法力を土台とし独作文の練習をします。同じ日本文を英語とドイツ
語の両方に訳しながら、理解を深めていきます。

今まで学んできたドイツ語力を使って自ら文を作り表現することで，実践的な
ドイツ語力の習得を目指します。時としてプリントを使って，さまざまなドイ
ツ文化に関する文献にも親しんでもらいます。

授業内容

それぞれの課は文法項目別に分けられていますので，最初に，その課の文法
項目の復習を行った上で，作文の練習に入ります。簡単な文から徐々に難易度
をあげ，無理なく正しいドイツ語を書ける力を養います。

�回 �年次の文法知識の確認
�回 名詞の性と冠詞，動詞の現在形（�）
�回 定冠詞と名詞の格変化，定冠詞類
�回 定動詞の位置（�）
�回 動詞の現在形（�)，（�）
�回 定動詞の位置（�）
�回 不定冠詞と不定冠詞類
	回 名詞の複数形

回 疑問代名詞
10回 人称代名詞
11回 前置詞（�）
12回 前置詞（�）
13回 前置詞（�）
14回a 復習
b 試験

上記の内容に加え、一連の流れのある長めの文章の作文を行います。日常に即
した話題のものを選びます。

履修上の注意

語学の授業なので，積極的に授業に参加して自ら問題を解き，練習することが
何より大切です。丁寧な指導を心がけますのでドイツ語力が向上することは確
実です。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として新しく学んだ文は暗記することが望ましい。

教科書

「はじめての独作文」大岩信太郎（朝日出版社）

参考書

定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業に参加することによって語学の基本的訓練を行っていくので，出席を重視
します。正当な理由なく多く欠席した者には単位を出しません。積極的授業参
加態度30%，ノート検査20%，定期試験50%で総合的に評価します。

その他

特になし
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1417_14D10371

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠA 金 子 祥 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基本的なドイツ語文法や単語を学習しながら，ドイツ語表現の練習

を行います。外国語で読み，書き，かつ話す上で文法を身に着けるこ

とは非常に重要です。授業ではまず発音からはじめ，春学期では現在

時制で基本的なドイツ語を読み・書くことができるレベルまで学習す

ることを予定しています。また，言語だけではなくドイツの文化や国

柄，歴史などについても考えていきたいと思います。

学習した事項をもとに，基本的な表現ができるようになることを目

標とします。

授業内容

第一回 a：イントロダクション b：発音のルール

第二回〜三回 動詞の現在人称変化（�）・動詞の位置

第四回〜五回 名詞の性と格変化

第六回〜七回 名詞の性と格変化（�）

第八回〜九回 分離動詞・助動詞

第十回〜十一回 前置詞（�）

第十二〜十三回 前置詞（�）

第十四回 a：まとめ b：試験

履修上の注意

毎回辞書を使用します。必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

外国語の習得に「聞いて・話す」ことはとても重要です。授業で扱

うドイツ語についてはぜひ事前に音声を聞いておくようにしてくださ

い。その際，一緒に発音してみると，学習効果が向上します。

教科書

『ドイツ語の時間＜わくわくライプツィヒ＞』（朝日出版社）を使用し

ます。

参考書

毎回辞書を使用します。独和辞書を一冊準備してください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験50％，授業への貢献度50％

その他

発音や作文などの演習時間をなるべく多くとりたいと考えています。

1418_14D10401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 今 村 武

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

（�）大学初年次生にとってぜひ身につけておきたい英語以外の外国語の基礎的
運用能力を身につけるための授業です。この授業ではドイツ語初級文法の修得
を目指します。
（�）授業の到達目標は、以下のように設定します。
・ドイツ語の初級文法を十分に理解した上で、基礎的運用能力を身につけます。
・ドイツ語圏の根底をなすドイツ語の学修を通じて、異文化理解への土台を築
きます。
・ドイツ語検定�級合格程度の実力養成を、具体的な到達目標とします。

授業内容

第�回：a：春学期の学習項目についての復習、補足説明を行います。b：
Lektion� 不定詞、分離動詞について解説と問題演習を行います。各
回の授業ではaにおいて解説をおこない、bにおいて練習問題を通じて
その知識の定着を図ります。また小テストも行います。以下各回の授
業について、学習する項目を記載します。

第�回：Lektion � 非分離動詞
第�回：Lektion 	 形容詞の格変化
第�回：Lektion 	 比較級、最上級の用法
第�回：Lektion 
 話法の助動詞
第�回：Lektion 
 動詞の三基本形、過去人称変化
第�回：Lektion 10 現在完了形
第	回：Lektion 10 受動態の基本的用法
第
回：Lektion 10 受動態の過去形、現在完了形、状態受動
第10回：Lektion 11 関係代名詞
第11回：Lektion 11 命令の表現
第12回：Lektion 12 接続法第�式
第13回：Lektion 12 接続法第�式
第14回：a：学習内容についてテスト形式で理解度を確認します。b：秋学期の

学習項目、特に重要文法事項の補足説明および解説を行います。

履修上の注意

（�）学期を通して「授業の内容」に記載した要領で授業を進めていきます。進
行具合はクラスの状況等により多少の変更もあり得ます。その場合は授業で周
知します。
（�）疑問点がある場合は、授業時にその場でどしどし質問してください。
（�）授業開始の30分前を大学到着時刻の目安としてください。やむを得ない事
情で遅刻した場合は、後ろのドアから静かに行ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容

・授業の開始当初は、予習範囲を指定します。回数が進むにつれて予習すべき
範囲がおおむね予測できるようになりますので、各自で必ず文法項目を予習し、
練習問題を一通り解答しておいてください。

教科書

「レーアブッフ＝レーゲンスブルク」今村 武（著）朝日出版社 2015年

参考書

たくさんのドイツ語参考書・問題集・独検対策参考書が出版されています。ま
ずは自分で書店に出向いて手にとってみてください。選択に迷った場合はいつ
でも相談に応じます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

以下の要領で成績評価を行います。全授業の�割以上に出席していることが、
成績評価を開始する前提条件となります。
小テスト等及び授業時の問題解答回数等：50%
定期期末試験結果：50%

その他
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1419_14D10402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 山 地 良 造

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期は、前置詞の授業から開始します。動詞の活用という面で
は、最後の接続法が重要ですが、これは春学期の動詞活用の復習とい
う側面がありますので、ⅠＡでの学習がいかに大切かが分かると思い
ます。言い換えれば、春学期の勉強をしっかりしておけば、その分、
負担は軽くなります。接続法まで終えれば、標準的なドイツ文法をす
べて学習することになります。この教科書を一冊仕上げることが、授
業の最も基本的な到達目標です。
なお、春学期同様、主語と動詞の関係および�タイプの語順につ

いて折に触れて学んでいくこととします。
また、前期同様、ビデオ教材も活用する予定にしています。

授業内容

第�回 前置詞と再帰動詞
第�回 前回の復習と練習問題
第�回 形容詞の用法
第�回 前回の復習と練習問題
第�回 比較の用法と命令形
第�回 前回の復習と練習問題
第�回 関係文
第	回 前回の復習と練習問題
第
回 受動文
第10回 前回の復習と練習問題
第11回 接続法（�）
第12回 前回の復習と練習問題
第13回 接続法（�）
第14回 全体の復習

履修上の注意

春学期以上に独和辞典を活用して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期に学んだ文法にも目配りを怠らないようにして下さい。

教科書

春学期と同様、「リヒトホーフ・ノイ」(松鵜ほか著、朝日出版社)を
使います。

参考書

学習の進み具合や理解度などから、授業中に紹介することにしていま
す。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験=80％，授業への取り組み姿勢=貢献度20％

その他

質問は授業の中で遠慮なく、積極的にして下さい。また、時間に余
裕をもって�限の授業に出席して下さい。

1420_14D10403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 久 保 哲 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
春学期の「ドイツ語ⅠA」に引き続き、ドイツ語の初級文法を学びま
す。またドイツ語圏の文化、たとえば音楽や映画にも触れてみたいと
思います。

【到達目標】
文法中心の授業ですが、読む・書く・聞く・話すという�つの技能は
相互に関連しているので、これらをバランスよく身につけることを目
指します。

授業内容

第�回：話法の助動詞、未来の助動詞（その�）
第�回：話法の助動詞、未来の助動詞（その�）
第�回：形容詞の格変化（その�）
第�回：形容詞の格変化（その�）
第�回：形容詞と副詞の比較変化、不定代名詞、疑問詞（その�）
第�回：形容詞と副詞の比較変化、不定代名詞、疑問詞（その�）
第�回：再帰代名詞、zu不定詞の用法（その�）
第	回：再帰代名詞、zu不定詞の用法（その�）
第
回：動詞の�基本形、過去時称（その�）
第10回：動詞の�基本形、過去時称（その�）
第11回：完了形、分詞の用法
第12回：受動態、関係代名詞、指示代名詞
第13回：接続法
第14回a: まとめの試験、b: 正答解説

履修上の注意

授業の時には独和辞典を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】教員の指示に従い、教科書の説明を読んだり、練習問題をやっ
てくること。

【復習】初級文法は一歩一歩確実に進むことが、結局は一番の早道で
す。よくわからなかった点はあいまいなままにせず、教科書などを読
み返したり、次回の授業時に教員に質問したりしてください。

教科書

春学期の「ドイツ語ⅠA」に引き続き、以下の教科書を使用します：
『心に刻まれるドイツ語』久保哲司／Andrea Raab著（朝日出版社）

参考書

特に薦めたいのは：
『改訂版 必携 ドイツ文法総まとめ』中島悠爾他著（白水社）

課題に対するフィードバックの方法

最終授業日にまとめの試験を行い、同日に解説の時間を設けます。

成績評価の方法

平常点（授業への参加度や小テスト）40パーセント、まとめの試験60
パーセント。

その他
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1421_14D10404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 宗 宮 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

このクラスでは前期に引き続きドイツ語の基礎文法を学習します。
助動詞や様々な時制を使った、より細かなニュアンスの文章を作文したり
読解したりすることが目標です。
また、様々な語彙、文法をつかった文章を正確に分析できるようになるこ
とも目標です。

授業内容

［第�回] 前置詞句とともに使われる動詞
［第�回] 再帰代名詞と再帰動詞
［第�回] 命令形
［第�回] 形容詞の格変化
［第�回] 比較級と最上級
［第�回] 定冠詞類
［第�回] 従属接続詞と副文
［第	回] 現在完了形
［第
回] 過去形
［第10回] 受動態
［第11回] 関係代名詞
［第12回] zu不定詞句
［第13回] 秋学期の総復習
［第14回] ａ：試験／ｂ：正答解説

※ 授業内容は履修者の理解度に応じて変更することがあります。

履修上の注意

授業では問題演習や発音練習に積極的に取り組むこと。
授業の初めと終わりに対応時間を取るので、分からないことは遠慮せず必
ず質問すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

出された宿題は必ず自力でやってくること。
新規学習項目は各自で必ず復習、暗記すること。
期末試験は持ち込み一切不可で行うので、単語は各自で整理，暗記するこ
と。

教科書

『ドイツ語の時間 〈わくわくライプツィヒ〉』 清野智昭著（朝日出版社）
独和辞典

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の結果85%、平常点15%として算出する。
平常点は毎回の授業で「授業への貢献度」および「授業への参加度」が認
められた者にのみ加点する。

※ 教室に来て座っているだけの「出席」に対する加点は一切ありません。
※ 期末試験は対面、持ち込み一切不可の筆記試験で実施します。公正に
成績評価を行うため、試験を課題等で代替することはしません。

その他

授業開始時刻10分経過後の教室への無断入退出禁止。
授業に取り組む姿勢が見られない態度は（目に余る居眠り、教科書辞書不
携帯等）授業妨害ですので教室から退出を命じます。
文学部事務室を通した正規の書類の提出が無い者への配慮等は一切しませ
ん。

1422_14D10405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 三 根 靖 久

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初修のドイツ語の授業です。授業では、毎回、短い会話形式の教材を
用いますので、まずはドイツ語のフレーズを耳で聞いて、次にそれを
声に出して覚えていくことになります。その上で、文法事項を学習し
ていきます。また、教材を通じてドイツ語圏の文化や習慣にも色々と
触れることになると思いますので、授業では、可能な範囲でドイツ語
圏の生活等についても紹介できればと考えています。

到達目標：ドイツ語の初級文法を一通り身に着け、易しい文章が読め
るようになる。

授業内容

�.Lek.7：動詞の�基本形
�.Lek.7：過去人称変化
�.Lek.7：現在完了
�.Lek.8：再帰表現
�.Lek.8：zu不定詞
�.Lek.9：形容詞の格変化
�.Lek.9：形容詞の比較・最上級
	.Lek.10：受動文

.Lek.11：関係代名詞
10.Lek.11：指示代名詞
11.Lek.12：接続法
12.Lek.12：接続法（続き）
13.発展練習
14.総括

履修上の注意

独和辞典の持参が必須となる。

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習は復習が中心になります。授業で扱った会話のフレーズを何
度も音読して、フレーズごと文法事項を覚えるように心がけてくださ
い。

教科書

前田良三・高木葉子著：ドイツ語ナビゲーション3.0（朝日出版
ISBN：978-�-255-25462-�）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜、授業中に行う。必要に応じてOh-h Meijiを使用する。

成績評価の方法

参加度：25％、期末試験：75％

その他
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1423_14D10406

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 岡 本 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語文法の基礎を学びます。
週に�時間かけて初級ドイツ語文法を習得し，平易な文章を自力で
読めるようになることが，この授業の目的です。外国語を学ぶという
ことは，他者の論理を理解するということにほかなりません。日本語
のそれとも英語のそれとも異なるドイツ語の論理（文法）の理解を通
じて，他者の論理の多様性に具体的に触れ，みずからの思考・視野の
幅を広げてゆくことを目指します。 また，毎時間最初の15分程度
を，耳の訓練（短い会話文を使った練習やドイツ語の歌を聴く等）に
充てます。

授業内容

�．形容詞・比較
�．分離動詞
�．再帰代名詞・再帰動詞
�．話法の助動詞
�．zu不定詞
�．動詞の�基本形，過去基本形
�．現在完了形
	．現在完了形

．従属の接続詞
10．受動態
11．関係代名詞
12．接続法I式
13．接続法II式
14．試験と解説

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

ドイツ語圏、ヨーロッパで現在起こっている問題、話題になっている
事柄にも関心をもってください。

教科書

上野 成利, 本田 雅也著『パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール［三訂
版］CD付』（白水社）

参考書

授業中に提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テストと平常点（授業への参加）を総合的に評価します。（期末
テスト70%，平常点30%）

その他

1424_14D10407

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 阪 東 知 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業概要】
「聞く・読む・話す・書く」の基本的なコミュニケーション能力を身につけま
す。日常生活で用いられる基本的な表現を理解し、使うことができるように
することで、「ヨーロッパ言語共通参照枠」のA1レベルに相当するドイツ語能
力の養成を目指します。ペアワークやグループワークを通じて学習者同士が
協力して学び、ドイツ語を積極的に使う機会を提供します。

【到達目標】
（�）間違いを恐れずに、ドイツ語を積極的に使ってみることができる。
（�）ドイツ語の発音とつづりに習熟し、正確に発声できる。
（�）日常生活に必要な基本的表現と初級文法を理解し、運用できる。
（�）ドイツ語学習を通じて異文化を知り、異文化を視野に入れてものを考え
られる。

授業内容

第�回 春学期の復習
第�回 買い物・食事⑴
第�回 買い物・食事⑵
第�回 買い物・食事⑶
第�回 買い物・食事⑷
第�回 予定・家族⑴
第�回 予定・家族⑵
第	回 予定・家族⑶
第
回 予定・家族⑷
第10回 友人と過ごす・イベント⑴
第11回 友人と過ごす・イベント⑵
第12回 友人と過ごす・イベント⑶
第13回 復習
第14回 a：秋学期のまとめ

b：期末試験

履修上の注意

積極的な発言を歓迎します。楽しく集中して学べる雰囲気を一緒に作りま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

わからない箇所があれば質問できるように、復習・宿題をして授業に来てく
ださい。

教科書

Netzwerk neu A1.1. Kurs- und Übungsbuch (Ernst Klett Sprachen GmbH. )
(ISBN: 978-�-12-607154-�)

参考書

特に指定しません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席状況が良好であることを前提として、平常点（授業貢献度・課題・小テ
スト等）30％と期末試験70％で総合的に評価します。

その他
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1425_14D10408

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
言語を運用するために必要な四つの能力（聞く・話す・読む・書く）
のうち、読む・書くに重点をおいてドイツ
語の初歩を学習します。

【到達目標】
ドイツ語の基本的文法構造をマスターする。
辞書を使えば、平易なドイツ語の文章が読め、基本的なドイツ語の文
章が書けるようになる。

授業内容

�. 動詞の現在人称変化（�）
�. 名詞・冠詞・複数形
�. 動詞の現在人称変化（�）・命令形
�. 定冠詞類・不定冠詞類を用いた作文練習。
�. 人称代名詞・前置詞を用いた作文練習。
�. 話法の助動詞・未来形を用いた作文練習。
�. 過去形。過去のことを話す、書く。
	. 冠詞類。使役表現。買い物・交通について話す、書く。

. 分離・非分離動詞の現在形。街並み・暮らしについて話す、書く。
10. 分離・非分離動詞の過去形、現在完了形。�日の行動について書
く(�)

11. 再帰表現。�日の行動について書く(�)
12. 命令形、丁寧な表現。食文化について述べる。
13. 従属の接続詞、副文。理由を述べる。
14. まとめの試験

履修上の注意

教科書および辞書類は毎回必ず持参して下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習する習慣をつけましょう。

教科書

『リヒトホーフ-初級ドイツ語文法』（松鵜、高本他著、朝日出版社）
その他、プリントを配布します。

参考書

『ドイツ文法総まとめ』（中島他著、白水社）
初級から上級に至るまで、繰り返し参照できる、携帯可能な小型参考
書です。購入が強く推奨されます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テスト70%、平常点30%

その他

1426_14D10409

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 野 口 健

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基本的な文法力を土台とし独作文の練習をします。同じ日本文を英語とドイツ
語の両方に訳しながら、理解を深めていきます。

今まで学んできたドイツ語力を使って自ら文を作り表現することで，実践的な
ドイツ語力の習得を目指します。時としてプリントを使って，さまざまなドイ
ツ文化に関する文献にも親しんでもらいます。

授業内容

それぞれの課は文法項目別に分けられていますので，最初に，その課の文法
項目の復習を行った上で，作文の練習に入ります。簡単な文から徐々に難易度
をあげ，無理なく正しいドイツ語を書ける力を養います。

�回 過去形
�回 現在完了形，過去完了形
�回 未来形，未来完了形
�回 形容詞の格変化
�回 受動態
�回 zu不定詞
�回 比較
	回 話法の助動詞（�）

回 話法の助動詞（�）
10回 関係代名詞（�）（�）
11回 再帰動詞
12回 命令法，分詞
13回 非現実話法
14回a まとめ
b 試験

上記の内容に加え、一連の流れのある長めの文章の作文を行います。日常に即
した話題のものを選びます。

履修上の注意

語学の授業なので，積極的に授業に参加して自ら問題を解き，練習することが
何より大切です。丁寧な指導を心がけますのでドイツ語力が向上することは確
実です。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習として、新しく学んだ文は暗記することが望ましい。

教科書

「はじめての独作文」大岩信太郎（朝日出版社）

参考書

定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業に参加することによって語学の基本的訓練を行っていくので，出席を重視
します。正当な理由なく多く欠席した者には単位を出しません。積極的授業参
加態度30%，ノート検査20%，定期試験50%で総合的に評価します。

その他

特になし
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1427_14D10471

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅠB 金 子 祥 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期で身につけた文法事項を確認しながら，新しい項目を学んでいき
ます。
この講座の到達目標は，動詞の�基本形を覚えた上で，完了形・受動

態・非現実話法などの文法事項を理解していくことにあります。
当然のことながら，ドイツ語の文は複雑に，長くなっていきます。しか

し，習得したドイツ語の文法の知識を丁寧に活用していけば，難しそうに
みえるドイツ語の文章でもパズルのピースをはめるように論理的に理解す
ることができるのだということを確認していきましょう。
そして，このような言葉を持つドイツ語圏の国々が，どういった国であ
るのか，視聴覚教材等を利用しながら，その文化や風土を適宜紹介してい
きます。教養と視野を広げるための一助になれば幸いです。

授業内容

およそ，以下のような順番で学んでいきます。
［第�回] 春学期の復習動詞の人称変化，名詞の格変化を中心に復習
［第�回] 再帰代名詞と再帰動詞・命令形（�）
［第�回] 再帰代名詞と再帰動詞・命令形（�）
［第�回] 形容詞・比較表現（�）
［第�回] 形容詞・比較表現（�）
［第�回] 定冠詞類・副文（�）
［第�回] 定冠詞類・副文（�）
［第	回] 現在完了形・過去形（�）
［第
回] 現在完了形・過去形（�）
［第10回] 受動態・関係代名詞（�）
［第11回] 受動態・関係代名詞（�）
［第12回] zu不定詞句・未来形（�）
［第13回] zu不定詞句・未来形（�）
［第14回] a：復習 これまでの重要文法事項を復習する

b：試験

履修上の注意

授業には必ず，辞書を携帯してください。
春学期に比べ，一回の授業の進み具合は速くなります。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期同様、予習よりも復習に時間をかけましょう。授業時に次回まで
の課題を提示いたします。期限までに完成させ提出してください。

教科書

『ドイツ語の時間＜わくわくライプツィヒ＞』（朝日出版社）を使用しま
す。

参考書

独和辞書を毎回使用します。必ず用意してください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験50％，授業への貢献度50％によって評点を算出し，60点以上を合格
とします。

その他

部活動もドイツ語も頑張りましょう。

1428_14D10501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡA 石 原 竹 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この講座ではドイツ語の基礎文法を「読む」・「書く」を中心に学習し
ます。ドイツ語特有の発音、挨拶表現、動詞の現在人称変化、名詞と
冠詞の格変化、前置詞、助動詞、分離動詞をあつかいます。これはド
イツ語技能検定�級の出題範囲に対応します。またドイツ語の日常会
話レベルの文章を読解します。

春学期終了時にはドイツ語で自己紹介や道案内ができるようになって
いるはずです。

授業内容

第�回 文字と発音
第�回 動詞の現在人称変化
第�回 語順など
第�回 様々な疑問文
第�回 sein 名詞の性と格変化
第�回 定冠詞と不定冠詞の用法
第�回 格の用法 haben
第	回 不規則動詞
第
回 命令形 人称代名詞
第10回 名詞の複数形 定冠詞の仲間
第11回 不定冠詞の仲間 einとkein
第12回 �格支配、�格支配、�格支配の前置詞
第13回 �，�格支配の前置詞 前置詞の様々な用法
第14回 aモジュール：試験 bモジュール：正答解説

履修上の注意

授業は連続して休まないようにしましょう。宿題をやってこなかった
り、寝ていたり、ただそこに座っているだけでは出席にはなりませ
ん。授業には積極的に参加してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に、テ
キストにあらかじめ目を通し、どのようなことを学ぶのか確認しま
しょう。また毎回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてくださ
い。

教科書

『ドイツ語を学ぼう！改訂版』、石原竹彦・南はるつ著、同学社、2023
年

参考書

独和辞典は必ず必要です。どの辞書が良いのかについては授業中に説
明します。

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは、原則授業中におこないますが、oho
meijiを用いることもあります。

成績評価の方法

授業への貢献度20％、小テスト20％、試験60％
�分の�以上の出席が期末試験を受験する条件です。
出席の条件をクリアしたうえで、小テスト、試験の結果から総合的に
評価します。

その他
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1429_14D10502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡA 前 田 良 三

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語文法を初歩から学び、外国語としてのドイツ語の基本的運用能力を総合
的に訓練する授業です。特に、ドイツ語初級文法の最も基礎的な部分の理解、日
常会話の基本表現と語彙の習得、正確な発音の訓練に重点を置きます。
授業の到達目標は、（�）ドイツ語文法の初級文法をきちんと理解し、ドイツ語の
基礎的運用能（聞く、話す、読む、書く）を修得すること、（�）ドイツ語の学習
を通じて、ドイツ語圏の文化を理解するための基盤を構築することです。

授業内容

教科書の内容に沿って、原則として�週間でひとつのLektion（課）を学びます。
文法事項などの説明の後、教科書の練習問題、ドイツ語の文章の音読と和訳を教
室でやってもらいます。
第�回：ａ 授業履修上の注意・イントロダクション、ｂ アルファベットと発

音・日常会話の基本的表現
第�回：ａ アルファベットと発音（復習）、ｂ Lektion �（�〜�ページ）
第�回：Lektion �（	〜
ページ）
第�回：Lektion �（10〜11ページ）
第�回：Lektion �（12〜13ページ）
第�回：Lektion �（14〜15ページ）
第�回：Lektion �（16〜17ページ）
第	回：中間テスト
第
回：Lektion � (18〜19ページ）
第10回：Lektion �（20〜21ページ）
第11回：Lektion �（22〜23ページ）
第12回：Lektion �（24〜25ページ）
第13回：Lektion �（26〜27ページ）
第14回：ａ 期末テスト、ｂ 春学期のまとめ
授業の進度はクラスの理解度に応じて変更することがあります。

履修上の注意

授業には必ず予習をして臨むことが必要です。また、積極的に授業に参加するこ
とが求められます。授業中に練習問題と音読・和訳をやってもらいますので、辞
書を持参してください。授業は時間通りに開始します。授業開始までに教室に入
り、受講体制を整えておいてください。
授業形態が遠隔授業となった場合も、対面授業と同様、積極的に授業に参加する
ことが必要です。また遠隔授業の場合は、授業時間中はコンピュータなどのカメ
ラをオンにすることが履修の前提となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：シラバスに沿って、教科書の次回授業の当該Lektionの単語の意味を調べ、
音声教材（各自ダウンロードすること）を聞いて発音練習をし、練習問題をやっ
てみてください。
復習：授業でとりあげた重要な文法事項や基礎表現を中心に復習してください。

教科書

『身につくドイツ語・初級〈再改定新版〉』、前田良三・髙木葉子（著）、（郁文堂）

参考書

独和辞典については、第�回目の授業で紹介します。参考書については、授業
中に紹介する予定です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

履修者が授業中に練習問題や音読・訳読を実際に行うことが必須の授業のため、
（�）10回以上授業に出席すること、（�）また�回連続して欠席しないことが、
成績評価の前提となります。中間テスト35％、期末テスト35％、授業への貢献度
30％を総合して成績評価します。
遠隔授業となった場合は、レポート等の提出物70％、授業への貢献度30％を総
合して評価します。

その他

1430_14D10503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡA 小野間 亮 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
初級文法の定着を図りつつ、辞書を使って平易なテクストが読める程
度の力を養成する。
また、発音練習や作文を通じて基本的な語彙や表現を学ぶ。

到達目標
ドイツ語を正確に発音できるようになる。
辞書を使って平易なドイツ語のテクストを読むことができるようにな
る。

授業内容

第�回 文字と発音
第�回 Lektion � 動詞の現在人称変化
第�回 Lektion � 出会いと自己紹介
第�回 Lektion � 名詞の性と格/冠詞の格変化
第�回 Lektion � 家族について尋ねる
第�回 Lektion � 不規則変化動詞/人称代名詞
第�回 Lektion � 明日の予定を尋ねる
第	回 Lektion � 定冠詞類・不定冠詞類
第
回 Lektion � 買い物に出かける
第10回 Lektion � 前置詞の格支配
第11回 Lektion � 週末の予定を尋ねる
第12回 Lektion � 名詞の複数形/形容詞の格変化
第13回 Lektion � 趣味について尋ねる
第14回 a試験・bまとめ

履修上の注意

辞書を持参すること。
毎回の出席を心がけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各課に掲載されている会話については授業前にわからない単語を調
べ、教科書の付属音声で発音を確認すること。
授業後は学習内容を復習し、知識の定着につとめること。
また、練習問題を宿題として課すことがある。

教科書

『パノラマ・エクスプレス 初級ドイツ語ゼミナール』 上野成利・本
田雅也著 （白水社）2022年

参考書

『必携ドイツ文法総まとめ』中島 悠爾 ・平尾 浩三 ・朝倉巧 著
（白水社）2003年

課題に対するフィードバックの方法

第14回のｂモジュールで、試験の解説を行う。

成績評価の方法

平常点（予習状況・練習問題や発音練習への取り組みなど）40％、期
末試験60％を総合的に判断する。
なお評価の対象となるためには原則として授業実施回数の�分の�以
上の出席を必要とする。

その他
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1431_14D10504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡA 大 山 浩 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，�年間でひととおりの初級文法を習得することを目的

とします。

ドイツ語の運用に必要な基本的なルールを一緒に勉強していきましょ

う。

よろしくお願いします。

授業内容

第�回 イントロダクション、ドイツ語が話されている国

第�回、第�回 Lektion1

第�回、第�回 Lektion2

第�回、第�回 Lektion3

第	回、第
回 Lektion4

第10回、第11回 Lektion5

第12回、第13回 Lektion6

第14回 春学期のまとめ

履修上の注意

授業中の私語，携帯電話、スマホの無断操作等，授業の進行を妨げた

者については聴講許可を取り消します。

準備学習（予習・復習等）の内容

独和辞典は各自で必ず用意して下さい。使用する辞典については特に

指定しません。

指定した箇所の準備（予習）は、必ず行って下さい。

教科書

『プロムナード やさしいドイツ語文法【改訂版】』

萩原耕平・山崎泰孝

白水社・2019年

参考書

橋本郁雄/伊藤眞 『読んでわかるドイツ語』（同学社）

『アポロン独和辞典』（同学社）

（上記の書物はあくまで「参考」ですので、各自の好みに応じて用意

してください。詳細は授業の初回に説明します。）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（学期末に実施予定）60％，平常点40％

（平常点は授業中の受け答えにより評価します。）

その他

1432_14D10505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡA 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

平易なドイツ語の文を発音し、聞き取り、読んで理解することがで
きるようになることを目標とする。

授業内容

授業は以下のスケジュールでおこなう。

第一回 イントロダクション
第二回 第�課（前半）
第三回 第�課（後半）
第四回 第�課（前半）
第五回 第�課（後半）
第六回 第�課（前半）
第七回 第�課（後半）
第八回 第�課（前半）
第八回 第�課（後半）
第九回 第�課（前半）
第十回 第�課（後半）
第十一回 第�課（前半）
第十二回 第�課（後半）
第十三回 復習
第十四回 試験とまとめ

履修上の注意

積極的に参加すること。毎回ランダムに指名し、訳読や練習問題を
担当してもらうので、その際できなかった者は平常点が原点になる。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の該当箇所のドイツ語文の文法的分析や訳読、練習問題を事前
に解いておくこと。

教科書

『改訂版・ドイツ語を学ぼう！』著者：石原竹彦・南はるつ、同学
社、2500円＋税

参考書

特にない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点を40点、筆記試験を60点満点とし、これを合わせて100点満
点換算し評価する。

その他

特にない。
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1433_14D10506

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡA 岡 本 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語文法の基礎を学びます。
週に�時間かけて初級ドイツ語文法を習得し，平易な文章を自力で
読めるようになることが，この授業の目的です。外国語を学ぶという
ことは，他者の論理を理解するということにほかなりません。日本語
のそれとも英語のそれとも異なるドイツ語の論理（文法）の理解を通
じて，他者の論理の多様性に具体的に触れ，みずからの思考・視野の
幅を広げてゆくことを目指します。また，毎時間最初の15分程度を，
耳の訓練（短い会話文を使った練習やドイツ語の歌を聴く等）に充て
ます。

授業内容

�．ドイツ語の特徴。発音練習。
�．発音練習。動詞の現在人称変化
�．動詞の現在人称変化
�．sein，haben, werdenの人称変化
�．名詞の＜性・数・格＞
�．定冠詞と名詞の格変化，名詞の複数形
�．不定冠詞と名詞の格変化
	．定冠詞類と不定冠詞類

．不規則動詞の現在人称変化
10．人称・代名詞，非人称のes, man
11．前置詞
12．前置詞・命令形
13．形容詞
14．試験と解説

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

ドイツ語圏、ヨーロッパで現在起こっている問題、話題になっている
事柄にも関心をもってください。

教科書

上野 成利, 本田 雅也著『パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール［三訂
版］CD付』（白水社）
独和辞典は、授業で説明を聞いてから購入してください。

参考書

授業中に提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テストと平常点（授業への参加）を総合的に評価します。（期末
テスト70%，平常点30%）

その他

1434_14D10601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡB 石 原 竹 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語ⅡAに引き続き、この講座ではドイツ語の基礎文法を「読
む」・「書く」を中心に学習します。形容詞、zu不定詞、過去形、完
了形、再帰表現、受動態、関係代名詞など、ドイツ語技能検定�級の
出題範囲を学習します。

秋学期終了時にはグリムなど平易なドイツ語で書かれた文章を読める
ようになっているはずです。

授業内容

第�回 前期の内容を復習
第�回 分離動詞
第�回 分離動詞と話法の助動詞
第�回 従属接続詞
第�回 再帰代名詞と再帰表現
第�回 zu不定詞の用法
第�回 動詞の�基本形
第	回 現在完了形
第
回 過去形
第10回 形容詞の格語尾
第11回 受動態
第12回 受動態と比較表現
第13回 定関係代名詞と接続法
第14回 a：試験 b：正答解説

履修上の注意

授業は連続して休まないようにしましょう。宿題をやってこなかった
り、寝ていたり、ただそこに座っているだけでは出席にはなりませ
ん。授業には積極的に参加してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に、テ
キストにあらかじめ目を通し、どのようなことを学ぶのか確認しま
しょう。また毎回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてくださ
い。

教科書

『ドイツ語を学ぼう！改訂版』、石原竹彦・南はるつ著、同学社、2023
年

参考書

独和辞典

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは、原則授業中におこないますが、oho
meijiを用いることもあります。

成績評価の方法

授業への貢献度20％、小テスト10％、試験70％
�分の�以上の出席が期末試験を受験する条件です。
出席の条件をクリアしたうえで、小テスト、試験、授業への貢献度か
ら総合的に評価します。
春学期に引き続きこの講座では、�年次に学習した文法事項を復習し
ながら、さらに「読む力」、「書く力」のレベルアップをはかります。

その他
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1435_14D10602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡB 前 田 良 三

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期の授業は、春学期で学んだ文法事項を復習し定着させながら、まだ未
修の文法項目を学びます。授業の到達目標としては、（�）ドイツ語文法の初
級文法を関係代名詞の用法まで学び、ドイツ語の基礎的運用能（聞く、話す、
読む、書く）をさらに訓練すること、（�）ドイツ語の学習を通じて、ドイツ
語圏の文化をさらに深く理解するための基盤を構築することです。

授業内容

春学期を継続し、教科書の内容に沿って、原則として�週間でひとつの
Lektion（課）を学びます。文法事項などの説明の後、教科書の練習問題、ド
イツ文の音読・訳読を教室でやってもらいます。
第�回：Lektion �（28〜29ページ）
第�回：Lektion �（30〜31ページ）
第�回：Lektion �（32〜33ページ）
第�回：Lektion 	（34〜35ページ）
第�回：Lektion 	（36〜37ページ）
第�回：Lektion 
（38〜39ページ）
第�回：中間テスト
第	回：Lektion 
（40〜41ページ）
第
回：Lektion 10（42〜43ページ）
第10回：Lektion 10（44〜45ページ）
第11回：Lektion 11（46〜47ページ）
第12回：Lektion 11（48〜49ページ）
第13回：Lektion 12（50〜51ページ）
第14回：ａ 期末テスト、ｂ 秋学期のまとめ
クラスの理解度に応じて、授業進度を変更することがあります。

履修上の注意

授業には必ず予習をして臨むことが必要です。また、積極的に授業に参加す
ることが求められます。秋学期は辞書の使い方にも習熟することをめざしま
すので、辞書を持参してください。授業は時間通りに開始します。授業開始
までに教室に入り、受講体制を整えておいてください。
授業形態が遠隔授業となった場合は、対面授業と同様、積極的に授業に参加
することが必要です。また、遠隔授業では授業時間中はコンピュータなどの
カメラをオンにすることが履修の前提となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：シラバスに沿って、教科書の次回授業の当該Lektionの単語の意味を調
べ、練習問題、ドイツ文の音読と和訳をやってみてください。
復習：授業でとりあげた重要な文法事項や基礎表現を中心に復習してくださ
い。

教科書

『身につくドイツ語・初級〈再改訂前田良三・髙木葉子（著）、（郁文堂）

参考書

参考書については、授業中に紹介する予定です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中に練習問題や音読・和訳を実際にやってもらう形式の授業なので、
（�）10回以上授業に出席すること、（�）�回連続して欠席しないことが、
成績評価の前提となります。中間テスト35％、期末テスト35％、授業への貢
献度30％を総合して評価します。
遠隔授業となった場合は、レポート等の提出物70％、授業への貢献度30％
を総合して評価します。

その他

1436_14D10603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡB 小野間 亮 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
初級文法の定着を図りつつ、辞書を使って平易なテクストが読める程
度の力を養成する。
また、発音練習や作文を通じて基本的な語彙や表現を学ぶ。

到達目標
ドイツ語を正確に発音できるようになる。
辞書を使って平易なドイツ語のテクストを読むことができるようにな
る。

授業内容

第�回 Lektion � 話法の助動詞/分離動詞
第�回 Lektion � 駅の職員に質問する
第�回 Lektion 	 zu不定詞/従属接続詞
第�回 Lektion 	 休暇の計画を尋ねる
第�回 Lektion 
 動詞の�基本形/過去形
第�回 Lektion 
 旅の体験を語る（�）
第�回 Lektion 10 現在完了形/受動態/非人称表現
第	回 Lektion 10 旅の体験を語る（�）
第
回 Lektion 11 関係代名詞/比較表現
第10回 Lektion 11 日本について語る
第11回 Lektion 12 接続法第I式
第12回 Lektion 12 接続法第II式
第13回 Lektion 12 別れと再会の約束
第14回 a試験・bまとめ

履修上の注意

辞書を持参すること。
毎回の出席を心がけること。

準備学習（予習・復習等）の内容

各課に掲載されている会話については授業前にわからない単語を調
べ、教科書の付属音声で発音を確認すること。
授業後は学習内容を復習し、知識の定着につとめること。
また、練習問題を宿題として課すことがある。

教科書

『パノラマ・エクスプレス 初級ドイツ語ゼミナール』 上野成利・本
田雅也著 （白水社）2022年

参考書

『必携ドイツ文法総まとめ』中島 悠爾 ・平尾 浩三 ・朝倉巧 著
（白水社）2003年

課題に対するフィードバックの方法

第14回のｂモジュールで、試験の解説を行う。

成績評価の方法

平常点（予習状況・練習問題や発音練習への取り組みなど）40％、期
末試験60％を総合的に判断する。
なお評価の対象となるためには原則として授業実施回数の�分の�以
上の出席を必要とする。

その他
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1437_14D10604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡB 大 山 浩 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，�年間でひととおりの初級文法を習得することを目的
とします。
ドイツ語の運用に必要な基本的なルールを一緒に勉強していきましょ
う。
よろしくお願いします。

授業内容

第�回、第�回 Lektion7
第�回 Lektion8
第�回、第�回 Lektion9
第�回、第�回 Lektion10
第	回、第
回 Lektion11
第10回、第11回 Lektion12
第12回 Lektion13
第13回 Lektion14
第14回 秋学期のまとめ

受講者の理解度などに応じて、
内容を変更する場合もあります。

履修上の注意

授業中の私語，携帯電話、スマホの無断操作等，授業の進行を妨げた
者については聴講許可を取り消します。

準備学習（予習・復習等）の内容

独和辞典は各自で必ず用意して下さい。使用する辞典については特に
指定しません。
指定した箇所の準備（予習）は、必ず行って下さい。

教科書

『プロムナード やさしいドイツ語文法【改訂版】』
萩原耕平・山崎泰孝
白水社・2019年

参考書

橋本郁雄/伊藤眞 『読んでわかるドイツ語』（同学社）
『アポロン独和辞典』（同学社）
（上記の書物はあくまで「参考」ですので、各自の好みに応じて用意
してください。）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（学期末に実施予定）60％，平常点40％
（平常点は授業中の受け答えにより評価します。）

その他

1438_14D10605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡB 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

平易なドイツ語の文を発音し、聞き取り、読んで理解することがで

きるようになることを目標とする。

授業内容

以下のスケジュールで進行する。

第一回 イントロダクション

第二回 第�課（前半）

第三回 第�課（後半）

第四回 第	課（前半）

第五回 第	課（後半）

第六回 第
課（前半）

第七回 第
課（後半）

第八回 第10課（前半）

第九回 第10課（後半）

第十回〜第十三回 読み物（未定）輪読

第十四回 試験とまとめ

履修上の注意

積極的に参加すること。毎回ランダムに指名し、ドイツ語文の訳読

や文法分析、練習問題を担当してもらうので、それができなかった者

は平常点が減点になる。

準備学習（予習・復習等）の内容

その回の課のドイツ語文を音読し、訳せるようにしておき、練習問

題もしておく。

教科書

『改訂版・ドイツ語を学ぼう！』著者：石原竹彦・南はるつ、同学

社、2500円＋税

参考書

特にない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点を40点、筆記試験を60点満点とし、これを合わせて総計100

点満点で評価する。

その他
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1439_14D10606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅡB 岡 本 和 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ドイツ語文法の基礎を学びます。
週に�時間かけて初級ドイツ語文法を習得し，平易な文章を自力で
読めるようになることが，この授業の目的です。外国語を学ぶという
ことは，他者の論理を理解するということにほかなりません。日本語
のそれとも英語のそれとも異なるドイツ語の論理（文法）の理解を通
じて，他者の論理の多様性に具体的に触れ，みずからの思考・視野の
幅を広げてゆくことを目指します。また，毎時間最初の15分程度を，
耳の訓練（短い会話文を使った練習やドイツ語の歌を聴く等）に充て
ます。

授業内容

�．形容詞・比較
�．分離動詞
�．再帰代名詞・再帰動詞
�．話法の助動詞
�．zu不定詞
�．動詞の�基本形，過去基本形
�．現在完了形
	．現在完了形

．従属の接続詞
10．受動態
11．関係代名詞
12．接続法I式
13．接続法II式
14．試験と解説

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

ドイツ語圏、ヨーロッパで現在起こっている問題、話題になっている
事柄にも関心をもってください。

教科書

上野 成利, 本田 雅也著『パノラマ 初級ドイツ語ゼミナール［三訂
版］CD付』（白水社）

参考書

授業中に提示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末テストと平常点（授業への参加）を総合的に評価します。（期末
テスト70%，平常点30%）

その他

1440_14D10701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 今 村 武

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

（�）�年次の授業で修得したドイツ語文法の重要事項を復習しつつ、ドイツ語
の総合的な運用力を上げるための授業です。授業では教科書のほか、プリント
教材、DVD資料、インターネット等も活用する予定です。
（�）テキストを通じて、ドイツ語圏の文化と歴史、さらにはヨーロッパ文化圏
の文化と社会、歴史に対する興味を喚起して、より深い知識を身につけます。
（�）ドイツ語検定�級合格程度の実力養成を、具体的な到達目標とします。

授業内容

第�回目：a：授業の内容説明、一年次の学習項目の整理と復習を行います。時
間的に不足する場合は、各回に多少の時間を設定して、復習を行います。b：
Rotkäppchenのテキスト読解、小テストを行います。以下、各回の授業において
はaにおいて表記タイトルの作品を読み進めるとともに、bにおいては読解とと
もに文法の補足説明、小テストを行います。
第�回目：Rotkäppchen（�）
第�回目：Rotkäppchen（�）
第�回目：Rotkäppchen（�）
第�回目：Rotkäppchen（�）
第�回目：Rotkäppchen（�）
第�回目：a：ここまでの学習事項のまとめと解説。b：映像資料を通じた異文
化解説と聞き取りの練習。
第	回目：Die Bremer Stadtmusikanten（�）
第
回目：Die Bremer Stadtmusikanten（�）
第10回目：Die Bremer Stadtmusikanten（�）
第11回目：Die Bremer Stadtmusikanten（�）
第12回目：Die Bremer Stadtmusikanten（�）
第13回目：a：学習事項のまとめと解説。b：映像資料を通じた異文化解説と聞
き取りの練習。
第14回目：a：前期学習項目の理解度を試験形式で測ります。b：補足的な解説
と講義。

履修上の注意

（�）学期を通して「授業の内容」に記載した要領で授業を進めていきます。進
行具合はクラスの状況等により多少の変更もあり得ます。その場合は授業で周
知します。
（�）疑問点がある場合は、授業時にその場でどしどし質問してください。
（�）授業開始の30分前を大学到着時刻の目安としてください。やむを得ない事
情で遅刻した場合は、後ろのドアから静かに行ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容

・毎回テキストを読み進めますので、予習を行うことが大切です。予習の範囲、
方法は、毎回指示します。自分のノートに独文和訳を行うことが基本となりま
す。

教科書

三浦（編）『グリム童話�』郁文堂 ISBN �-261-00327-


参考書

たくさんのドイツ語参考書・問題集・独検対策参考書が出版されています。ま
ずは自分で書店に出向いて手にとってみてください。選択に迷った場合はいつ
でも相談に応じます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

下記の要領で成績評価を行います。授業の�割以上に出席していることが、成
績評価を開始する前提条件です。
小テスト等及び授業時の参加度等：50%
定期期末試験結果：50%

その他
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1441_14D10702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 山 地 良 造

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、ドイツ語による童話をテキストにして、幾つかの童話を丁寧
に読んでいきます。
春学期は、いわばグリム入門として「赤頭巾ちゃん」から読み始める予定です。
このお話は教科書には掲載されてませんので、これだけはプリント授業となり
ます。
ただし、各回の始めにウォーミングアップとして、ビデオ教材を利用すること
を予定しています。これによって、一年時のドイツ語の復習ができると思いま
す。
授業は、動詞の理解を中心としたものになります。独和辞典を大いに活用し

てください。
グリム童話と関連して、ドイツの地誌についても随時触れることにしています。
なお、どの童話をどの順番で読むかは、受講生の関心や希望を聞いて決めたい
と思います。「七匹の子ヤギ」や「カエルの王様」などが挙げられていますの
で、楽しみにしていてください。
従いまして、以下の授業内容は、第�回以降はあくまで予定です。

授業内容

第�回 グリム兄弟と『グリム童話』について
第�回 「赤頭巾ちゃん」の講読（�）
第�回 「赤頭巾ちゃん」の講読（�）
第�回 「赤頭巾ちゃん」の講読（�）
第�回 「赤頭巾ちゃん」の講読（�）
第�回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読（�）
第�回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読(�）
第	回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読（�）
第
回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読（	）
第10回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読（
）
第11回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読（10）
第12回 「七匹の子ヤギ」（予定）の講読（11）
第13回 「七匹の子ヤギ」(予定)の講読（12）
第14回 春学期のまとめ

履修上の注意

独和辞典と独文法の教科書を活用しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回学習予定の単語・イディオムを事前に調べておきましょう。
主語と動詞の関係を見極め、動詞の活用に注意しましょう。

教科書

三浦編著 『グリム童話�』（郁文堂）

参考書

グリム関連の文献や資料を授業の中で随時紹介することにしています。
独和辞典は必携です。また、昨年度のドイツ文法の教科書も持参するとよいで
しょう。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験=80％，授業への取り組み姿勢=20％

その他

質問は授業の中で遠慮なく、積極的にして下さい。

1442_14D10703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 久 保 哲 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】
�年次に学んだ文法知識を再確認しながら、ドイツ文学の有名作品な
どをやさしいドイツ語に書き改めた教材を用いて、読解の練習をしま
す。単語や文の発音・アクセントにも注意を払います。

【到達目標】
比較的平易な文章を正確に理解できるようにする。併せてドイツ文
学・文化に関する知識を深める。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：シラー「人質」（その�）
第�回：シラー「人質」（その�）
第�回：「ローエングリーン」（その�）
第�回：「ローエングリーン」（その�）
第�回：ムゼーウス「リューベツァールの物語 第�話」（その�）
第�回：ムゼーウス「リューベツァールの物語 第�話」（その�）
第	回：「タンホイザー」（その�）
第
回：「タンホイザー」（その�）
第10回：バラージュ「ワンフーチェンの本」（その�）
第11回：バラージュ「ワンフーチェンの本」（その�）
第12回：グリム兄弟「がちょう番の娘」（その�）
第13回：グリム兄弟「がちょう番の娘」（その�）
第14回a: まとめの試験、b: 正答解説

履修上の注意

授業の時には独和辞典を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】辞書を綿密に引いて予習をしてくること。

【復習】よくわからなかった点はあいまいなままにせず、辞書を引き
なおしたり、�年時に使った教科書などを読み返したり、次回の授業
時に教員に質問したりしてください。

教科書

『名作イージーリーダー』Diana Beier-Taguchi／久保哲司著（朝日出
版社）

参考書

次に挙げるものは文法をかなり詳しいところまでコンパクトにまとめ
た本で、持っていると非常に便利：
『改訂版 必携 ドイツ文法総まとめ』中島悠爾他著（白水社）
その他の参考書については授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

最終授業日にまとめの試験を行い、同日に解説の時間を設けます。

成績評価の方法

平常点（授業への参加度）30パーセント、まとめの試験70パーセン
ト。

その他

─ 745 ─



1443_14D10704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 宗 宮 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初中級レベルのドイツ語の文法項目をドイツ語のテキスト読解を通して精密
に確認していきます。
ドイツ語で書かれた様々なテキストを正確に文法解析し、読解できるように
なることが目標です。

授業内容

［第�回] ａ：イントロダクション／ｂ：テキスト読解（文法事項：動詞の
現在人称変化）
［第�回] テキスト読解（文法事項：定冠詞）
［第�回] テキスト読解（文法事項：不定冠詞）
［第�回] テキスト読解（文法事項：名詞の複数形）
［第�回] テキスト読解（文法事項：不規則動詞）
［第�回] テキスト読解（文法事項：定冠詞類）
［第�回] テキスト読解（文法事項：不定冠詞類）
［第	回] テキスト読解（文法事項：並列接続詞）
［第
回] テキスト読解（文法事項：命令文）
［第10回] テキスト読解（文法事項：人称代名詞）
［第11回] テキスト読解（文法事項：前置詞）
［第12回] テキスト読解（文法事項：話法の助動詞）
［第13回] 春学期のまとめ
［第14回] ａ：試験／ｂ：正答解説

※ 内容は履修者の理解度に応じて変更する場合があります。

履修上の注意

授業ではドイツ語の発音確認やテキスト読解演習に積極的に取り組むこと。
授業の初めと終わりに時間を取るので、分からないことは必ず質問するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

出された宿題（テキスト読解、文法分析）は独和辞典や参考書を使って必ず
自力でやってくること。
試験は持ち込み一切不可で実施するので、文法項目や単語については自分で
整理、暗記しておくこと。

教科書

ドイツ語で書かれたテキストのプリントを配布する。
�年次のドイツ語クラスで使用した教科書を文法事項の確認で使用するので
必ず持ってくること。
独和辞典も準備すること。

参考書

�年次のドイツ語クラスで使用した教科書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の結果85%、平常点15%をもとに算出する。
平常点は毎回の授業で「授業への貢献度」および「授業への参加度」が認め
られた者にのみ加点する。

※ 教室に来て座っているだけの「出席」に対する加点は一切ありません。
※ 成績評価の公平を期すため、期末試験を課題等で代替することは一切し
ません。
※ 試験答案は保管義務があるため返却できませんが、希望者には採点済み
答案を開示します。

その他

授業開始時刻10分経過後の教室への無断入退出禁止。
授業に取り組む姿勢が見られない場合（目に余る居眠り、教科書辞書不携帯
等）は教室から退出していただきます。
文学部事務室を通した正規の証明書類の提出がない学生への特別な配慮は一
切しません。

1444_14D10705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 三 根 靖 久

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

外国語としてのドイツ語学習者向けに作成された読解教材を用いて、
ドイツ語を読むトレーニングを行う授業です。授業は読解の回と文法
確認の回に別れており、一年次に学習した基礎文法を復習しながら、
少しずつドイツ語を読む力を身につけていきます。読解テクストのト
ピックは、ドイツの文化や社会に関するものとなっており、授業で
は、教材に関連した話題も提供できたらと考えています。
また、発展編と題した回では、ドイツのラジオ放送局の番組を教材と
して扱う予定でいます。

到達目標：ドイツ語の基礎文法をしっかり身につけ、文化や社会に関
するやさしい文章（A1、A2レベル）を読めるようになる。

授業内容

�.導入
�.文法�：否定文、不定代名詞
�.読解�：食生活
�.読解�：休暇と余暇
�.文法�：zu不定詞
�.読解�：イチゴの季節
�.読解�：イチゴの季節 続き
	.文法�：枠構造と語順

.読解�：休暇にボランティアとして働く
10.読解�：休暇にボランティアとして働く 続き
11.文法�：指示代名詞
12.発展編
13.発展編
14.総括

履修上の注意

必ず独和辞典を持参すること。加えて、一年生の時に使用した教科書
を持参することが望ましい（文法事項の確認のため）。

準備学習（予習・復習等）の内容

読解テクストは事前に配布するので、各自、下読みして分からない単
語の意味は調べておくこと。

教科書

指定しない。教材はこちらで配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜授業中に行う。また、必要に応じてOh-h Meijiを使って公開す
る。

成績評価の方法

授業への参加度：20％、中間試験：20％、期末試験：60％

その他
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1445_14D10706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Web上の記事からドイツ語圏における出来事・トピックを取り上げ
て読んでいくことで、現代ドイツ語圏社会についての知見を得るとと
もに、その背景をなす政治的、文化的記憶についても理解を深めてい
きます。確実な読解力を養成すると同時に、視聴覚資料を用いた課題
を課すことで、バランスのとれたドイツ語運用能力の向上をはかりま
す。さまざまなドイツ語表現を、ドイツ語圏の歴史・文化と深く結び
ついたものとして理解できるよう指導していきます。B�レベルの読
解力習得を目指します。

授業内容

第�回 イントロダクション ─ テクストの紹介、授業の進め方、中
級ドイツ語学習の手引き

第�回 ドイツ社会の現在(�)
第�回 ドイツ社会の現在(�)
第�回 ドイツ社会の現在(�)
第�回 ドイツ社会の現在(�)
第�回 ドイツ社会の現在(�)
第�回 ドイツ社会の現在(�)
第	回 「過去と向き合うドイツ」の現在(�)
第
回 「過去と向き合うドイツ」の現在(�)
第10回 「過去と向き合うドイツ」の現在(�)
第11回 ドイツ語圏の多様性─ドイツ・オーストリア・スイス(�)
第12回 ドイツ語圏の多様性─ドイツ・オーストリア・スイス(�)
第13回 ドイツ語圏の多様性─ドイツ・オーストリア・スイス(�)
第14回 まとめと試験

履修上の注意

毎回必ず独和辞典を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題テクストを精読してくること。
課題テクストの音声もしくは映像を視聴してくること。

教科書

Deutsche Welle のサイト上のTop-Themaの記事を使用します。
(初回に第�回頃までのものを配布します。以降のテクストも追って
配布します。)

参考書

授業中に適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

ドイツ語作文の添削を適宜行います。

成績評価の方法

期末テストと授業中の発表等による平常点を総合的に評価します（期
末テスト70%，平常点30%）

その他

1446_14D10740

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢA 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

平易なドイツ語の文章を読んだり、聞いて理解できるようになるこ
とを目標とする。

授業内容

ドイツで女性初の首相であったアンゲラ・メルケルのテレビ演説を
テキストとして次のスケジュールで授業をおこなう。

第一回 イントロダクション
第二回 Ⅰ（前半）
第三回 Ⅰ（後半）
第四回 Ⅱ（前半）
第五回 Ⅱ（後半）
第六回 Ⅲ（前半）
第七回 Ⅲ（後半）
第八回 Ⅳ（前半）
第九回 Ⅳ（後半）
第十回 Ⅴ（前半）
第十一回 Ⅴ（後半）
第十二回 Ⅵ（前半）
第十三回 Ⅵ（後半）
第十四回 春学期試験とまとめ

履修上の注意

積極的に参加すること。ただ出席しているだけでは評価できない。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内容を予め予習しておくこと。毎回ランダムに指名し、訳読や
練習問題を担当してもらうので、答えられない状態であれば平常点か
ら減点する。

教科書

『メルケル首相のテレビ演説 −コロナ危機に挑むドイツ−』 編著
者：荻野蔵平、同学社、1800円＋税

参考書

特にないが、�年で文法の教科書として使用していたテキストを持参
してほしい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点を40点、筆記試験点を60点満点とし、総計100点満点で評価
する。

その他

特にない。
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1447_14D10801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 今 村 武

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

（�）�年次の授業で修得したドイツ語文法の重要事項を復習しつつ、ドイツ語
の総合的な運用力を上げるための授業です。授業では教科書のほか、プリント
教材、DVD資料、インターネット等も活用する予定です。
（�）ドイツ語圏の文化と歴史、さらにはヨーロッパ文化圏の文化と社会、歴史
に対する興味を喚起して、より深い知識を身につけます。
（�）ドイツ語検定�級合格程度の実力養成を、具体的な到達目標とします。

授業内容

第�回目：a：授業の内容説明、一年次の学習項目の整理と復習を行います。時
間的に不足する場合は、各回に多少の時間を設定して、復習を行います。b：
Hänsel und Gretelのテキスト読解、小テストを行います。以下、各回の授業にお
いてはaにおいて表記タイトルの作品を読み進めるとともに、bにおいては読解
とともに文法の補足説明、小テストを行います。
第�回目：Hänsel und Gretel（�）
第�回目：Hänsel und Gretel（�）
第�回目：Hänsel und Gretel（�）
第�回目：Hänsel und Gretel（�）
第�回目：a：ここまでの学習事項のまとめと解説。b：映像資料を通じた異文
化解説と聞き取りの練習。
第�回目：Hänsel und Gretel（�）
第	回目：Hänsel und Gretel（�）
第
回目：Hänsel und Gretel（�）
第10回目：Hänsel und Gretel（	）
第11回目：Hänsel und Gretel（
）
第12回目：グリム童話より短編を訳読（プリント資料配布）
第13回目：a：学習事項のまとめと解説。b：映像資料を通じた異文化解説と聞
き取りの練習。
第14回目：a：前期学習項目の理解度を試験形式で測ります。b：補足的な解説
と講義。

履修上の注意

（�）学期を通して「授業の内容」に記載した要領で授業を進めていきます。進
行具合はクラスの状況等により多少の変更もあり得ます。その場合は授業で周
知します。
（�）疑問点がある場合は、授業時にその場でどしどし質問してください。
（�）授業開始の30分前を大学到着時刻の目安としてください。やむを得ない事
情で遅刻した場合は、後ろのドアから静かに行ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容

・毎回テキストを読み進めますので、予習を行うことが大切です。予習の範囲、
方法は授業時に指示します。自分のノートに独文和訳を行うことが基本となり
ます。

教科書

三浦（編）『グリム童話�』郁文堂

参考書

たくさんのドイツ語参考書・問題集・独検対策参考書が出版されています。ま
ずは自分で書店に出向いて手にとってみてください。選択に迷った場合はいつ
でも相談に応じます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

下記の要領で成績評価を行います。授業の�割以上に出席していることが、成
績評価を開始する前提条件です。
小テスト等及び授業時の回答回数等：50%
定期期末試験結果：50%

その他

1448_14D10802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 山 地 良 造

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期はグリム童話の「兄と妹」などを読む予定です。ただし、以
下の「授業内容」は、春学期の授業内容との兼ね合いで順序が変わる
ことがあります。
また、せっかくの機会ですので、グリムと同時代に生きた音楽家の

作品も紹介したいと思います。中でもベートーヴェンは、詩人のシ
ラーが書いたドイツ詩による交響曲、すなわち第九交響曲を完成して
いますので、全曲は無理としても、ドイツ語に関係した部分だけでも
授業で取り上げたいと考えています。
また、ハイネの詩にシューマンが作曲した歌曲、例えば、「詩人の

恋」といった作品も折に触れて紹介したいと思います。

授業内容

第�回 ドイツ史におけるグリム兄弟について
第�回 「兄と妹」（�）
第�回 「同」（�）
第�回 「同」（�）
第�回 「同」（�）
第�回 「同」（�）
第�回 「同」（�）
第	回 「同」（�）
第
回 「同」（	）
第10回 「同」（
）
第11回 「同」（10）
第12回 グリム兄弟と同時代に生きた作曲家の作品紹介
第13回 グリム兄弟と同時代に生きた作曲家の作品紹介
第14回 秋学期のまとめ

履修上の注意

独和辞典と独文法の教科書を活用すること。グリム兄弟についても
関心を寄せ、伝記などを読んで下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

次回学習予定の単語・イディオムを事前に調べ、質問事項も整理し
ておくようにして下さい。

教科書

三浦編著 『グリム童話』（郁文堂、春学期と同じです）

参考書

グリム関連の文献や資料を授業の中で随時紹介することにしていま
す。
独和辞典はもちろんのこと、昨年度のドイツ語文法の教科書も持参す
るとよいと思います。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験=80％，授業への取り組み姿勢=20％

その他

質問は授業の中で遠慮なく、積極的にして下さい。
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1449_14D10803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 久 保 哲 司

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【概要】

�年次に学んだ文法知識を再確認しながら、ドイツ文学の有名作品な

どをやさしいドイツ語に書き改めた教材を用いて、読解の練習をしま

す。単語や文の発音・アクセントにも注意を払います。

【到達目標】

比較的平易な文章を正確に理解できるようにする。併せてドイツ文

学・文化に関する知識を深める。

授業内容

第�回：イントロダクション

第�回〜第13回：テキストの講読

第14回a: まとめの試験、b: 解説

履修上の注意

授業の時には独和辞典を必ず持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】辞書を綿密に引いて予習をしてくること。

【復習】よくわからなかった点はあいまいなままにせず、辞書を引き

なおしたり、�年時に使った教科書などを読み返したり、次回の授業

時に教員に質問したりしてください。

教科書

19世紀オーストリアの作家アーダルベルト・シュティフターの小説

「ブリギッタ」を平易なドイツ語に書き改めたものなどを予定してい

ますが、参加者の興味関心や学力にも配慮して決めます（プリント使

用）。

参考書

次に挙げるものは文法をかなり詳しいところまでコンパクトにまとめ

た本で、持っていると非常に便利：

『改訂版 必携 ドイツ文法総まとめ』中島悠爾他著（白水社）

その他の参考書については授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

最終授業日にまとめの試験を行い、同日に解説の時間を設けます。

成績評価の方法

平常点（授業への参加度）30パーセント、まとめの試験70パーセン

ト。

その他

1450_14D10804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 宗 宮 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中級ドイツ語の文法事項をテキスト読解を通して精密に確認していきま
す。
中級レベルのドイツ語で書かれたテキストの正確な文法解析、読解ができ
るようになることが目標です。

授業内容

［第�回] テキスト読解（文法事項：形容詞の格変化）
［第�回] テキスト読解（文法事項：再帰動詞）
［第�回] テキスト読解（文法事項：es の用法）
［第�回] テキスト読解（文法事項：zu 不定詞）
［第�回] テキスト読解（文法事項，比較級，最上級）
［第�回] テキスト読解（文法事項：過去形）
［第�回] テキスト読解（文法事項．従属接続詞）
［第	回] テキスト読解（文法事項：現在完了形，過去完了形）
［第
回] テキスト読解（文法事項：受動文）
［第10回] テキスト読解（文法事項：分詞）
［第11回] テキスト読解（文法事項：関係代名詞）
［第12回] テキスト読解（文法事項：接続法�式）
［第13回] 秋学期のまとめ
［第14回] ａ：試験／ｂ：正答解説

※ 内容は履修者の理解度に応じて変更する場合があります。

履修上の注意

授業ではドイツ語の発音確認やテキスト読解演習に積極的に取り組むこ
と。
授業の初めと終わりに時間を取るので、分からないことは必ず質問するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

出された宿題（テキスト読解、文法解析）は辞書や参考書を使って必ず
やってくること。
試験は持ち込み一切不可で実施するため、テキストに出てきた文法項目や
単語等は各自で整理、暗記しておくこと。

教科書

ドイツ語で書かれたテキストのプリントを配布します。
�年次のドイツ語クラスで使用した教科書を文法の確認で使用するので必
ず持ってくること。
独和辞典も準備すること。

参考書

�年次のドイツ語クラスで使用した教科書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験の結果85%、平常点15%をもとに算出する。
平常点は毎回の授業で「授業への貢献度」および「授業への参加度」が認
められた者にのみ加点する。

※ 教室に来て座っているだけの「出席」に対する加点は一切ありません。
※ 成績評価の公平を期すため、期末試験を課題等で代替することは一切
しません。
※ 試験答案は保管義務があるため返却できませんが、希望者には採点済
み答案を開示します。

その他

授業開始時刻10分経過後の教室への無断入退出禁止。
授業に取り組む姿勢が見られない場合（目に余る居眠り、教科書辞書不携
帯等）は教室から退出していただきます。
文学部事務室を通した正規の証明書類の提出がない学生への特別な配慮は
一切しません。
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1451_14D10805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 三 根 靖 久

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

外国語としてのドイツ語学習者向けに作成された読解教材を用いて、
ドイツ語を読むトレーニングを行う授業です。授業は読解の回と文法
確認の回に別れており、一年次に学習した基礎文法を復習しながら、
少しずつドイツ語を読む力を身につけていきます。読解テクストのト
ピックは、ドイツの文化や社会に関するものとなっており、授業で
は、教材に関連した話題も提供できたらと考えています。
また、発展編と題した回では、ドイツのラジオ放送局の番組を教材と
して扱う予定でいます。

到達目標：ドイツ語の基礎文法をしっかり身につけ、文化や社会に関
するやさしい文章（A1、A2レベル）を読めるようになる。

授業内容

�.文法�：副文
�.読解�：オクトーバーフェスト
�.文法�：関係代名詞
�.読解�：ハロウィーン
�.読解�：都市か郊外か
�.読解�：都市か郊外か
�.文法�：受動文
	.読解�：ツーリズム

.読解�：ツーリズム 続き
10.文法確認：冠飾句
11.発展編
12.発展編
13.発展編
14.総括

履修上の注意

必ず独和辞典を持参すること。加えて、一年生の時に使用した教科書
を持参することが望ましい（文法事項の確認のため）。

準備学習（予習・復習等）の内容

読解テクストは事前に配布するので、各自、下読みして分からない単
語の意味は調べておくこと。

教科書

指定しない。教材はこちらで配布する。

参考書

課題に対するフィードバックの方法

適宜授業中に行う。また、必要に応じてOh-h Meijiを使って公開す
る。

成績評価の方法

授業への参加度：20％、中間試験：20％、期末試験：60％

その他

1452_14D10806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 新 本 史 斉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Web上の記事からドイツ語圏における出来事・トピックを取り上げ
て読んでいくことで、現代ドイツ語圏社会についての知見を得るとと
もに、その背景をなす政治的、文化的記憶についても理解を深めてい
きます。確実な読解力を養成すると同時に、視聴覚資料を用いた課題
を課すことで、バランスのとれたドイツ語運用能力の向上をはかりま
す。さまざまなドイツ語表現を、ドイツ語圏の歴史・文化と深く結び
ついたものとして理解できるよう指導していきます。B�レベルの読
解力習得を目指します。

授業内容

第�回 ドイツ語圏文化の過去と現在(�)
第�回 ドイツ語圏文化の過去と現在(�)
第�回 ドイツ語圏文化の過去と現在(�)
第�回 ドイツ語圏文化の過去と現在(�)
第�回 ドイツ語圏文化の過去と現在(�)
第�回 ドイツ語圏文化の過去と現在(�)
第�回 ヨーロッパの中のドイツ語圏 (�)
第	回 ヨーロッパの中のドイツ語圏 (�)
第
回 ヨーロッパの中のドイツ語圏 (�)
第10回 ヨーロッパの中のドイツ語圏 (�)
第11回 ヨーロッパの中のドイツ語圏 (�)
第12回 ヨーロッパの中のドイツ語圏 (�)
第13回 中級ドイツ語から上級ドイツ語へ
第14回 まとめと試験

履修上の注意

毎回必ず独和辞典を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の課題テクストを精読してくること。
課題テクストの音声もしくは映像を視聴してくること。

教科書

Deutsche Welle のサイト上のTop-ThemaおよびVideo-Themaの記事
を使用します。
(初回に第�回頃までのものを配布します。以降のテクストも追って
配布します。)

参考書

授業中に適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

ドイツ語作文の添削を適宜行います。

成績評価の方法

期末テストと授業中の発表等による平常点を総合的に評価します（期
末テスト70%，平常点30%）

その他

授業中の学習に加え、コンスタントな学習方法を身につけることで、
中級、上級のドイツ語運用能力の習得にチャレンジしましょう。
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1453_14D10840

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅢB 冨 重 与志生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

平易なドイツ語の文章を読んで理解し、聞いて理解できるようにな

ることを目標とする。

授業内容

春学期に用いたテキストの残りを用い、以下のスケジュールで進め

る。

第一回 イントロダクション

第二回 Ⅶ（前半）

第三回 Ⅶ（後半）

第四回 Ⅷ（前半）

第五回 Ⅷ（後半）

第六回 Ⅸ（前半）

第七回 Ⅸ（後半）

第八回 Ⅹ（前半）

第九回 Ⅹ（後半）

第十回〜第十三回 新しいテキスト（未定）

第十四回 試験とまとめ

履修上の注意

積極的に参加すること。事前に予習をしておいてほしい。毎回ラン

ダムに指名し、訳読と練習問題にあたってもらうので、できない者は

平常点から減点される。

準備学習（予習・復習等）の内容

その回に該当する箇所のドイツ語文の発音、文法的な分析、日本語

訳と練習問題を準備しておく。、

教科書

『メルケル首相のテレビ演説 −コロナ危機に挑むドイツ−』編著

者：荻野蔵平、同学社、1800円＋税

参考書

一年次の文法の教科書。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点を40点、筆記試験の点を60点、これを総計し100点満点で評

価する。

その他

特にない。

1454_14D10901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣA 石 原 竹 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この講座では、�年次に学習した文法事項（動詞の現在形、過去形、現在完
了形）を復習しながら、さらに表現の幅を高めることを目標にします。ここ
でいう表現の幅とは主に「読む力」、「書く力」のことです。読本テキストと
しては、ドイツと日本の習慣の違い、考え方の違いについて書かれた比較的
読みやすいものを用意します。レベルはドイツ語技能検定�級相当です。そ
れぞれのテキストは数回の授業で読み終えることができるものを選定します。
これと並行してドイツ語の作文能力を強化します。作文と言っても自由作文
ではありません。それぞれの文法事項ごとに10〜15の日本語の短文をドイツ
語にしていきます。作文は荷が重いと思われる方もいると思いますが、あら
かじめヒントを与えますので心配しないでください。

ドイツ語技能検定�級レベルのドイツ語の文章を読めるようにします。また
簡単なドイツ語の文章を書けるようにします。

授業内容

第�回 読む力と書く力をつけるために
第�回 動詞の現在人称変化 文法確認
第�回 動詞の現在人称変化 演習
第�回 冠詞類 文法確認
第�回 冠詞類 演習
第�回 前置詞 文法確認
第�回 前置詞 演習
第	回 分離動詞 非分離動詞
第
回 �基本形の復習
第10回 過去形
第11回 完了形 文法確認
第12回 完了形 演習
第13回 従属接続詞
第14回 a：試験 b：正答解説

履修上の注意

文法事項を確認できるように�年次に使用した教科書を持参してください。
連続して休まないようにしましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に、テキスト
にあらかじめ目を通し、どのようなことを学ぶのか確認しましょう。また毎
回の授業で宿題を出しますので必ずやってきてください。

教科書

プリントを用意します。

参考書

和独辞書 文法書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは、原則授業中におこないますが、oho meijiを
用いることもあります。

成績評価の方法

授業への貢献度40％、試験60％
�分の�以上の出席が期末試験を受験する条件です。授業中に寝ている、宿
題をやっていない、などの場合、出席と認めません。
出席の条件をクリアしたうえで、試験、授業への貢献度から総合的に評価し
ます。

その他
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1455_14D10902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣA 前 田 良 三

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次で学んだドイツ語文法の基礎知識を復習しながら、ドイツ語の運用能力を
総合的に高めるとともに、現代のドイツ語圏の文化と社会についての理解をより
深めるための授業です。授業は教科書を中心に進めます。時間が許す限り、イン
ターネットの情報や動画なども利用します。
授業の到達目標は、（�）ドイツ語基礎文法と基本語彙の定着、（�）現代ドイツ
語圏の文化と社会についての基礎知識の獲得、とします。

授業内容

教科書の内容に沿って、原則として�回の授業で�つのKapitel（章）を学びます。
第�回：a：受講上の注意とイントロダクション b：�年次で学習した文法事項

の確認
第�回：Kapitel 01: Hamstern als Pflicht?
第�回：a : Kapitel 01: EHamstern als Pflicht?（続き）b : Kapitel 02: Der letzte

grosse Wunsch
第�回：Kapitel 02: Der letzte grosse Wunsch（続き）
第�回：Kapitel 03: Ausstieg aus dem Atomausstieg?
第�回：a : Kapitel 03: Ausstieg aus dem Atomausstieg?（続き） b : Kapitel 04:

Fuer 
 Euro
第�回：Kapitel 04: Fuer 
 Euro（続き）
第	回：中間テスト
第
回：Kapitel 05: Naechster Halt
第10回：a : Kapitel 05: Naechster Halt（続き）b : Kapitel 06: Auf der Flucht vor dem

Krieg
第11回：Kapitel 06: Auf der Flucht vor dem Krieg（続き）
第12回：Kapitel 07: Die Neutralitaet der Schweiz
第13回：Kapitel 07: Die Neutralitaet der Schweiz（続き）
第14回：期末テスト

履修上の注意

授業には必ず予習をして臨んでください。授業ではテキストの音読、日本語訳、
練習問題をやってもらいますので、辞書を持参してください。授業は時間通りに
開始します。授業開始までに教室に入り、受講体制を整えておいてください。
授業形態が遠隔授業となった場合も、対面授業と同様、積極的に授業に参加する
ことが必要です。また、遠隔授業では、授業時間中はコンピュータなどのカメラ
をオンにすることが履修の前提となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必須です。次の授業の当該Kapitelのテキストの音声を聞いて発音を確認し、
単語の意味を調べ、さらに練習問題をやってみることが予習の内容です。音声・
映像ストリーミングは教科書に掲載されているURLから各自ダウンロードするこ
と。さらに、授業中にとくに詳しく説明された重要な文法や表現などを中心に復
習することを心がけてください。

教科書

『DACH・トピックス10 2023年度版』、Iana Beier-Taguchi、田中雅敏（著）、（朝
日出版社）

参考書

参考書は授業の中で紹介する予定です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

受講者が教室で実際にテクストの音読・訳読などを行う授業のため、（�）10回以
上授業に出席すること、（�）�回連続して欠席しないことが、成績評価の前提と
なります。中間テスト35％、期末テスト35％、授業への貢献度30％を総合して成
績評価します。
遠隔授業となった場合は、レポート等の提出物70％、授業への貢献度30％を総合
して評価します。

その他

1456_14D10903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣA 大 山 浩 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次に学んだドイツ語文法の基礎をもとに、ドイツ語のテキストを

沢山読むことで、文法知識をより確実なものとし、辞書などを使用す

ればドイツ語の文章を読みこなしていける能力を身につける。

また精読の他に授業内で独作文も行います。

独作文に関しては、グループワークの形態で実施することもありま

す。

授業内容

第�回 ガイダンス、ドイツ語が話されいる国

第�・�回 Lektion1

第�・�回 Lektion2

第�・�回 Lektion3

第	・
回 Lektion4

第10・11回 Lektion5

第12・13回 Lektion6

第14回 春学期のまとめ

履修上の注意

授業中の私語，携帯電話、スマホの無断操作等，授業の進行を妨げた

者については聴講許可を取り消します。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回きちんと予習して授業に臨み、授業に積極的に参加して下さい。

独和辞典は各自で必ず用意して下さい。使用する辞典については特に

指定しません。

教科書

『ドイツ語、次のステップへ！Weiter auf Deutsch!』

伊藤 眞 / Emi Schinzinger / 木村高明 共編

同学社 2019年

ISBN 978-�-8102-0699-


参考書

独和辞典と、�年次に各自が使用した教科書または参考書。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60%、平常点40%

（平常点は授業中の受け答えにより評価します。）

その他
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1457_14D10904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣA 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は、＜初級文法の復習＞・＜中級への橋渡し＞を目標に、文法的に少
し難易度の高い部分を含む短めのテクストを読み進めてみたい。

�年生は、実際には初級文法（特に接続法など）が十分に定着していない
ことが多いので、文章の読解を行いはするが、初めのうちは文法の説明に時
間を多く使い、慣れてきたら徐々に様々な種類の文章を読むことを中心とす
る授業に移行させてゆきたい。

この時期は、ドイツ語の学習において、目標とするレベルが個々人によっ
て分かれる時期である。留学を目標に会話や実用的文章が読めるようになり
たい人もいれば、文学作品をしっかり読める高度な文法を求める人もいるし、
あるいは初級文法も定着していないのでとりあえずそこが目標の人もいる。
共通の到達目標を設定することは難しいのだが、基本的には、全員が自信を
もって基礎を習得したと言えるところを目指したい。

授業内容

第�回 一年次の復習−文法（�）
第�回 一年次の復習−文法（�）
第�回 文章読解−平易な説明的文章を用いて（�）
第�回 文章読解−平易な説明的文章を用いて（�）
第�回 文章読解−平易な小説を用いて（�）
第�回 文章読解−平易な小説を用いて（�）
第�回 文章読解−中程度の説明的文章を用いて（�）
第	回 文章読解−中程度の説明的文章を用いて（�）
第
回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第10回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第11回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第12回 中級文法−ドイツ語検定問題を用いて（�）
第13回 中級文法−ドイツ語検定問題を用いて（�）
第14回 総括とテスト

履修上の注意

一年次の教科書を持参すること。
スマートフォンは辞書としては認められないので、紙の辞書か電子辞書を用
意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストは事前に提示するので、指示された箇所については毎回予習をして
臨むこと。
終了した内容について小テストを実施するので復習をしておくこと。

教科書

テキストはオリジナルのものを使用する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行い、その成績を90％。学期中に行う小テストや課題の提出
状況、授業への取り組みの積極性から総合的に判断するのが10％とする。

その他

1458_14D10940

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣA 飯 沼 隆 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目標は文法の再確認とできる限りの語彙の追加という外国語学習の基本
を踏まえながらドイツ語の総合的な力をアップさせていくことです。

テキストは初級文法読本の形式をとっていますが、第�課からすべての文法項目
が要求され、文章やLandeskundeの情報の分量も大変多くなっています。受講者の
希望などによりさらに異なった高度の文を扱いたい場合は随時プリントで追加補充
するつもりです。
授業の実際は本文の訳読、練習問題を問答形式で行う一般的なものです。�，�，

�月は月最終回に小テストをする予定です。

授業内容

�． 理解度の判定。発音の確認（綴りと読み方の対応）。
�． 第�課「復習」 人称代名詞と動詞の人称変化。sein, haben, werden。不規則変

化。
�． 話法の助動詞の人称変化。冠詞類。人称代名詞。
�． 前置詞。動詞の三基本形。過去人称変化。語彙（数字・季節・月・曜日・あい

さつ）
�． 第�課「Hallo, ich heiße Yuria」 前置詞の格支配。形容詞の付加語的用法。
�． 序数。コラム（ランツフート）
�． 第�課「Heidelberg ist eine Großstadt, die im Südwesten von Deutschland

liegt.」 分離動詞。定関係代名詞。
	． 非分離動詞。指示代名詞。コラム（ハイデルベルク））

． 第�課「Was hast du am Wochenende gemacht?」 話法の助動詞。過去の表現
（過去形・現在完了形）。

10． 過去完了形。コラム（ザルツブルク）
11． 第�課「Ich freue mich schon darauf, nach Prag zu reisen.」 zu不定詞とzu不定

詞句。
12． 再帰代名詞と再帰動詞。sein zu不定詞。haben zu不定詞。
13． 体の部位を表す名詞と用いる所有の�格。相互的用法。コラム（プラハ）
14． 期末試験と正答解説。
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

まず授業への参加度を重視します。また前もって渡された教材をできるだけ読んで
みてください。そのうちの問題のある箇所、文法項目をはっきりさせておくことが
大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

学習の興味は予習にあります。文章部はできる範囲でドイツ語の意味を考えてお
いてください。
復習はテスト前には誰でもやると思うのでその前に大前提になるのが発音です。

ドイツ語は英語と異なり、綴りに対する読み方が決まっているのでこれを身につけ
ないと文法理解も語彙修得も困難になります。
この発音のコツと、授業で説明する文法構造の大まかな理解を並行させれば学習

を進めていけると思います。

教科書

『もっとつながるドイツ語みっとリーベ�』（朝日出版社） 中村修他著

参考書

『ドイツ語ステップアップ』市川明他著（郁文堂）
『素朴なぎもんからわかるドイツ文法』高田博行著（郁文堂）

課題に対するフィードバックの方法

コメントペーパー形式の提出物に対しては次の授業で返却したときに解答解説しま
す。小テストは採点後に必ず返却し解答解説します。

成績評価の方法

定期試験60％、平常点（回答回数、提出、小テスト等）40％で評価します。

その他
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1459_14D11001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣB 石 原 竹 彦

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

前期に引き続きこの講座では、�年次に学習した文法事項（受動態、関係詞、
zu不定詞、接続法）を復習しながら、さらに表現の幅を高めることを目標にし
ます。ここでいう表現の幅とは主に「読む力」、「書く力」のことです。読本テ
キストとしては、ドイツと日本の習慣の違い、考え方の違いについて書かれた
比較的読みやすいものを用意します。レベルはドイツ語技能検定�級相当です。
それぞれのテキストは数回の授業で読み終えることができるものを選定します。
これと並行してドイツ語の作文能力を強化します。作文と言っても自由作文で
はありません。それぞれの文法事項ごとに10〜15の日本語の短文をドイツ語に
していきます。作文は荷が重いと思われる方もいると思いますが、あらかじめ
ヒントを与えますので心配しないでください。

ドイツ語技能検定�級レベルのドイツ語の文章を読めるようにします。また簡
単なドイツ語の文章を書けるようにします。

授業内容

第�回 読む力と書く力をつけるために
第�回 �基本形の復習
第�回 受動態 �
第�回 受動態 �
第�回 形容詞の格変化
第�回 形容詞の比較表現
第�回 関係代名詞 �
第	回 関係代名詞 �
第
回 zu 不定詞 �
第10回 zu 不定詞 �
第11回 分詞の使い方
第12回 接続法 �
第13回 接続法 �
第14回 a：試験 b：正答解説

履修上の注意

文法事項を確認できるように�年次に使用した教科書を持参してください。

連続して休まないようにしましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は予習と復習による反復学習がとても大切です。授業の前に、テキストに
あらかじめ目を通し、どのようなことを学ぶのか確認しましょう。また毎回の
授業で宿題を出しますので必ずやってきてください。

教科書

プリントを用意します。

参考書

和独辞書 文法書

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックは、原則授業中におこないますが、oho meijiを用
いることもあります。

成績評価の方法

授業への貢献度40％、試験60％
�分の�以上の出席が期末試験を受験する条件です。授業中に寝ている、宿題
をやっていない、などの場合、出席と認めません。
出席の条件をクリアしたうえで、試験、授業への貢献度から総合的に評価しま
す。

その他

1460_14D11002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣB 前 田 良 三

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期の授業を引き継ぎ、ドイツ語の運用能力を総合的に高めるとともに、
現代のドイツ語圏の文化と社会についての理解をより深めるための授業です。
授業は教科書を中心に、プリント教材や映像資料、インターネットの情報な
ども利用して進めます。
授業の到達目標は、（�）ドイツ語基礎文法と基本語彙の定着、（�）現代ド
イツ語圏の文化と社会についての基礎知識の獲得、とします。

授業内容

原則として�回の授業で教科書の�つのKapitel（章）を学びます。教科書が
終わった後は、プリント教材を配布してその音読・訳読を行います。
第�回：春学期の授業の復習と理解度確認
第�回：Kapitel 08: O Tannenbaum
第�回：a : Kapitel 08: O Tannenbaum（続き） b : Kapitel 09: Die Schweiz
第�回：Kapitel 09: Die Schweiz（続き）
第�回：Kapitel 10: Erwachsen werden in DACH
第�回：Kapitel 10: Erwachsen werden in DACH（続き）
第�回：中間テスト
第	回：メディアのドイツ語�
第
回：メディアのドイツ語�
第10回：文学のドイツ語�
第11回：文学のドイツ語�
第12回：評論のドイツ語�
第13回：評論のドイツ語�
第14回：a：期末テスト b：秋学期のまとめ

履修上の注意

授業には必ず予習をして臨んでください。授業ではテキストの音読、日本語
訳、練習問題をやってもらいますので、辞書を持参してください。授業は時
間通りに開始します。授業開始までに教室に入り、受講体制を整えておいて
ください。
授業形態が遠隔授業となった場合も、対面授業と同様、積極的に授業に参加
することが必要です。また、遠隔授業では、授業時間中はコンピュータなど
のカメラをオンにすることが履修の前提となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は必須です。次の授業の当該Kapitelのテキストの音声を聞いて発音を確
認し、単語の意味を調べ、さらに練習問題をやってみることが予習の内容で
す。教科書終了後は、プリント教材のドイツ文の単語の意味を調べ、訳して
おくことが予習の内容です。さらに、授業中にとくに詳しく説明された重要
な文法や表現などを中心に復習することを心がけてください。

教科書

『DACH・トピックス10 2023年度版』、Diana Beier-Taguchi、田中雅敏
（著）、（朝日出版社）

参考書

参考書は授業の中で紹介する予定です。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

受講者が教室で音読・訳読などを行う授業なので、（�）10回以上授業に出席
すること、（�）�回連続して欠席しないことが、成績評価の前提となりま
す。中間テスト35％、期末テスト35％、授業への貢献度30％を総合して成績
評価します。
遠隔授業となった場合は、レポート等の提出物70％、授業への貢献度30％を
総合して評価します。

その他
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1461_14D11003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣB 大 山 浩 太

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次に学んだドイツ語文法の基礎をもとに、ドイツ語のテキストを
沢山読むことで、文法知識をより確実なものとし、辞書などを使用す
ればドイツ語の文章を読みこなしていける能力を身につける。
なお学期の途中でテクストを読み終えてしまうこともあり得ます。
その場合は受講者の希望に応じて、新しいテクストを用意します。
また精読の他に授業内で独作文も行います。
独作文に関しては、グループワークの形態で実施することもありま
す。
（共同作業者に迷惑をかけないよう、常にレベルアップを心がけてく
ださい。）

授業内容

第�・�回 Lektion7
第�・�回 Lektion8
第�・�回 Lektion9
第�・	回 Lektion10
第
・10回 Lektion11
第11-13回 Lektion12
第14回 秋学期のまとめ

履修上の注意

授業中の私語，携帯電話、スマホの無断操作等，授業の進行を妨げた
者については聴講許可を取り消します。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回きちんと予習して授業に臨み、授業に積極的に参加して下さい。
独和辞典は各自で必ず用意して下さい。使用する辞典については特に
指定しません。

教科書

『ドイツ語、次のステップへ！Weiter auf Deutsch!』
伊藤 眞 / Emi Schinzinger / 木村高明 共編
同学社 2019年
ISBN 978-�-8102-0699-


参考書

独和辞典と、�年次に各自が使用した文法教科書または参考書。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（学期末に実施予定）60%、平常点40%
（平常点は授業中の受け答えにより評価します。）

その他

1462_14D11004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣB 福 間 具 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は、＜初級文法の復習＞・＜中級への橋渡し＞を目標に、文法的に
少し難易度の高い部分を含む短めのテクストを読み進めてみたい。

春学期に引き続き、短めのテクストを読んで行くが、認容文や要求話
法、心態詞など、中級文法に関しては分からない場合も出てくるだろうか
ら、その点については文法中心の授業も適宜組み込んでいきたい。

�年次は、ドイツ語の学習において、目標とするレベルが個々人によっ
て分かれる時期である。留学を目標に会話や実用的文章が読めるようにな
りたい人もいれば、文学作品をしっかり読める高度な文法を求める人もい
るし、あるいは初級文法も定着していないのでとりあえずそこが目標の人
もいる。共通の到達目標を設定することは難しいのだが、基本的には、全
員が自信をもって基礎を習得したと言えるところを目指したい。

授業内容

第�回 中級文法（�）
第�回 中級文法（�）
第�回 文章読解−中程度の説明的文章を用いて（�）
第�回 文章読解−中程度の説明的文章を用いて（�）
第�回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第�回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第�回 文章読解−会話文（�）
第	回 文章読解−会話文（�）
第
回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第10回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第11回 文章読解−中程度の小説を用いて（�）
第12回 中級文法−ドイツ語検定問題を用いて（�）
第13回 中級文法−ドイツ語検定問題を用いて（�）
第14回 総括とテスト

履修上の注意

一年次の教科書を持参すること。
スマートフォンは辞書としては認められないので、紙の辞書か電子辞書を
用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキストは事前に提示するので、指示された箇所については毎回予習をし
て臨むこと。
終了した内容について小テストを実施するので復習をしておくこと。

教科書

テキストはオリジナルのものを使用する。

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末に試験を行い、その成績を90％。学期中に行う小テストや課題の提
出状況、授業への取り組みの積極性から総合的に判断するのが10％とす
る。

その他
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1463_14D11040

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ドイツ語ⅣB 飯 沼 隆 一

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目標は文法の再確認とできる限りの語彙の追加という外国語学習の基本
を踏まえながらドイツ語の総合的な力をアップさせていくことです。

テキストは初級文法読本の形式をとっていますが、第�課からすべての文法項目
が要求され、文章やLandeskundeの情報の分量も大変多くなっています。受講者の
希望などによりさらに異なった高度の文を扱いたい場合は随時プリントで追加補充
するつもりです。
授業の実際は本文の訳読、練習問題を問答形式で行う一般的なものです。�，�，

�月は月最終回に小テストをする予定です。

授業内容

�． 理解度の判定。発音の確認（綴りと読み方の対応）。
�．「前期内容の復習」 形容詞の付加語的用法。定関係代名詞。
�． 過去人称変化。現在完了形。
�． 再帰代名詞。再帰動詞。
�． 第�課「Das Bild wurde 1617 von Peter Paul Rubens gemalt.」 不定関係代名

詞。
�． 受動態（動作受動・状態受動）。コラム（ミュンヘン）
�． 第�課「Wenn ich viel Geld hätte, würde ich durch gany Europa reisen.」 従属

接続詞。
	． 接続法�式（非現実話法・婉曲話法）。コラム（南チロル）
	． 第�課「Sie sagte mir, sie bleibe ab heute bei ihrer Tante in Berlin.」 比較表現。

． 接続法�式（間接話法・要求話法）
10． 第	課「Yurinamuss ihren voll gepackten Koffer allein schleppen.」 相関接続

詞。
11． 現在分詞と過去分詞。冠飾句と関係文。
12． 追加教材。コラム（ベルリン）（ドイツサッカーの歴史）
13． 追加教材。後期内容の振り返り。
14． 期末試験と正答解説。
＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

まず授業への参加度を重視します。また前もって渡された教材をできるだけ読んで
みてください。そのうちの問題のある箇所、文法項目をはっきりさせておくことが
大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

学習の興味は予習にあります。文章部はできる範囲でドイツ語の意味を考えてお
いてください。
復習はテスト前には誰でもやると思うのでその前に大前提になるのが発音です。

ドイツ語は英語と異なり、綴りに対する読み方が決まっているのでこれを身につけ
ないと文法理解も語彙修得も困難になります。
この発音のコツと、授業で説明する文法構造の大まかな理解を並行させれば学習

を進めていけると思います。

教科書

『もっとつながるドイツ語みっとリーベ�』（朝日出版社） 中村修他著

参考書

『ドイツ語ステップアップ』市川明他著（郁文堂）
『素朴なぎもんからわかるドイツ文法』高田博行著（郁文堂）

課題に対するフィードバックの方法

コメントペーパー形式の提出物に対しては次の授業で返却したときに解答解説しま
す。小テストは採点後に必ず返却し解答解説します。

成績評価の方法

定期試験60％、平常点（回答回数、提出、小テスト等）40％で評価します。

その他

1464_14D20301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 永 倉 千夏子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

〈概要〉
フランス語の基本的な構造を学び、読む、書く、聞く、話すの基礎的運用を身につ
ける。

〈到達目標〉
教科書の例文または同じレベルの文を聞き、読み、書き、応答できる。

授業内容

第�回：導入、アルファベ、発音と綴り字、基本的な挨拶、数詞�〜10
第�回：主語人称代名詞、第�群規則動詞、否定文、数詞11〜20、名前や住んでい

るところを言う
第�回：名詞の性数、冠詞、提示の表現、「これは何ですか？」、国名と言語、好み

を言う
第�回：動詞etre、国籍・身分・職業を表す名詞、身分を言う
第�回：形容詞の性数一致と位置、人物や服装を描写する
第�回：avoir、否定のde、中性代名詞en、場所の前置詞、年齢や体調を話す
第�回：中間まとめ試験
第	回：所有形容詞、指示形容詞、動詞acheter、持ち物や服装を話す
第
回：疑問文、動詞faire、月の名前、序数
第10回：疑問形容詞、時刻・天気・曜日、動詞partir、finir
第11回：動詞aller, venir、定冠詞の縮約、中性代名詞y、交通手段
第12回：部分冠詞、動詞prendre、命令文、強勢形、動詞boire、飲み物、食べ物
第13回：近接未来、近接過去、動詞devoir, pouvoir, vouloir、今週末にしたいこと、

教室内でできることできないことを話す
第14回：a：定期試験

b：全体の振り返りと試験の解答解説

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

授業中の口頭、筆記での応答、演習への参加、課題提出が平常点となる。
基本的な解説は毎回、授業の前に音声入りパワーポイントなどでクラスウェブに提
示される。
必ずダウンロードし予習をすること。
授業の後は、クラスウェブから課題を提出すること。
予習、授業、課題提出の際には辞書が必須である。
秋学期に初級フランス語ＡⅡを履修のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラスウェブに提示された音声入りパワーポイントなどの授業資料をダウンロード
し、視聴し、指示に従って例題に取り組む。
授業に参加後は、指示された課題をwordファイルでクラスウェブから提出する。
仏和辞典は必須である。

教科書

「ケスクセ？（改訂版）」伊勢・谷口・サラニョン著（白水社）

参考書

辞書は、次のもののうちいずれかまたは同等の電子版を必ず用意すること。（必ずし
も最新版である必要はなく、古いものでも構わない）
プチ・ロワイヤル仏和辞典 第�版（旺文社）（小型版あり）
クラウン仏和辞典 第�版（三省堂）
ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 小型版（三省堂）
ディコ仏和辞典[新装版]（白水社）
プログレッシブ仏和辞典 第�版（小学館）

課題に対するフィードバックの方法

授業内で解答できなかったものはクラスウェブの「授業内容・資料」欄にアップさ
れる。
質問・連絡等の宛先は、課題にメールアドレスが記載されている。

成績評価の方法

定期試験40％＋平常点60％
平常点は、毎週の課題提出、授業中の発表などからなる。

その他

クラウン、ル・ディコ、プチ・ロワイヤル、プログレッシヴなど仏和中辞典を用意
すること。（各辞書の単語数など詳しい違いは初回授業資料に記載する）
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1465_14D20302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 久 保 みゆき

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
この授業ではフランス語文法の仕組みを理解し、簡単な意思表示ができるようにし
ていきます。
aモジュールで新しい文法の説明を行い、bモジュールでは主にaモジュールで説明さ

れた内容の練習問題をやります。
文法の進度がある程度のレベルに達したら聞き取りの練習も導入し、実用フランス
語検定の�級・�級（春季）、�級・�級（秋季）受験のための準備をします。

《到達目標》
簡単なフランス語を理解し、「書く」「聞く」「話す」ことができる仏検�級〜�級、

さらには�級レベルを目指します。

授業内容

第�回 第�課 アルファベとつづり字の読み方
第�回 第�課の演習 第�課 名詞 冠詞 提示表現
第�回 第�課の演習 第�課 主語人称代名詞 動詞avoirとêtre 基本の否定
第�回 第�課の演習 第�課 形容詞
第�回 第�課の演習 第�課 指示形容詞と強勢形人称代名詞 所有形容詞 疑問

形容詞
第�回 第�課の演習 第�課 第�群規則動詞 第�群規則動詞 基本の命令法
第�回 a. 主要�構文 b. 中間テスト
第	回 第�課の演習 第�課 �つの疑問文・疑問代名詞（直接目的語・属詞） 否

定のde
第
回 第�課の演習 第	課 近接未来・近接過去 準助動詞 非人称構文
第10回 第	課の演習 第
課 定冠詞と前置詞の縮約 動詞faireとprendre
第11回 第
課の演習 第10課 比較級・最上級
第12回 第10課の演習 第11課 中性代名詞
第13回 第11課の演習
第14回 a. まとめ b. 期末テスト

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

理由なく欠席した場合は総合点（100）から�回につき�点マイナスします。

出席していても授業に参加しない場合（説明を聞いていない、居眠りをしている、ス
マホを見ている等）は総合点から10点マイナスします。

教科書・別冊練習帳を持参せずに教室に来た場合は欠席扱いとします。（コピーを持っ
ている場合は可）。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で行なった教科書の文法説明は、その穴埋めプリントが朝日出版社のサイトで
ダウンロードできます。
必ず復習をして、わからないことがあれば気軽に質問して下さい。

前期は辞書がなくてもできる問題ばかりですので、演習で行なう別冊の練習問題の復
習・課題を毎回きちんと行なってください。

教科書

『ぐるりフランス語文法』、久保みゆき（朝日出版社）
（別冊非売品の問題集が付いています。購入時に必ず確認して下さい。）

参考書

辞書：『プログレッシブ仏和辞典』、小学館

復習用解説・練習問題：『フランス語練習カイエ』、大久保政憲著、朝日出版社

課題に対するフィードバックの方法

基本的には授業中に解説をします。時々Oh-o!Meijiの「アンケート」機能を使って
フィードバックを行うこともあります。

成績評価の方法

授業中の貢献度40％（授業内発言、課題提出）と授業内中間・期末テスト60%で評価し
ます。

理由のない�回の欠席は、全体からマイナス�点，授業に出席しても参加しない場合
（授業に居眠り・スマホを見ている、宿題忘れなど）はマイナス10点とします。

理由なく授業に欠席した場合の課題評価はしません。

14回の授業のうち�回以上欠席、あるいは�回連続で欠席した場合は評価しません。

その他

辞書を使わなくても練習問題を解くことができる教科書ですので、授業中の携帯電話
の使用は禁止します。

1466_14D20303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 齋 藤 弘 崇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

短い会話文を読みながらフランス語文法の基礎を学びます。フランス
語のルールを覚えることが中心の講義ですが、フランス語の正確な発
音ができるように音読の練習も行います。フランス語の読解の基礎と
正確な発音を身につけ、仏検�級程度の語学レベルに到達することを
目指します。

授業内容

第�回：イントロダクションとフランス語の読み方・表記、挨拶、基
数詞�〜20

第�回：提示表現、不定冠詞・定冠詞、名詞の性数
第�回：不規則動詞« etre »、主語人称代名詞、定冠詞の縮約
第�回：不規則動詞« avoir »、疑問文、形容詞、強制形
第�回：否定文、名詞・形容詞の特殊形、基数詞21〜60
第�回：第�群規則動詞、指示形容詞、基数詞61〜100
第�回：第�群規則動詞、所有形容詞、部分冠詞、疑問詞
第	回：不規則動詞« aller / venir / faire »、非人称構文
第
回：不規則動詞« prendre »、命令法、時間表現、序数
第10回：「フランスの学生生活」、前置詞
第11回：直接目的補語人称代名詞、比較級
第12回：間接目的補語人称代名詞、最上級
第13回：「パン、ワイン、チーズ」「キッシュのつくりかた」
第14回：「a:試験 b:正答解答」

履修上の注意

春学期、秋学期を通じての履修が望ましいです。

準備学習（予習・復習等）の内容

各課に「練習問題」が課されているのできちんと復習をした上で次回
授業に臨むようにし、講義には教科書を必ず持参すること。また、必
要に応じて適宜プリントを配布します。

教科書

『Amicalement @+ アミカルマン プリュス』、澤田直、駿河台出版社

参考書

『でる順 仏検単語集 �級〜2級準備レベル』、久松健一、駿河台出版
社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席�分の�以上で定期試験の受験資格を得る。平常点（出席、小テ
スト、発表）30％、定期試験70％

その他

特にありません。
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1467_14D20304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 八 木 淳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
フランス語の初級文法の前半つまり入門から過去形の一つである「複合過去」までの各事
項を説明し，練習問題の演習を通して習熟度を高めて行きます。また，和訳問題を解いて
もらい、応用力を養います。
《到達目標》
フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法（前半）の習得を目ざします。単に文法規
則を覚えるだけでなく，平易な文章が理解できるような読解力を身につけます。

授業内容

以下の項目に従い、まず、文法規則の説明をします。次に、練習問題を通して、理解を深
めます。さらに、文章読解により、応用力を高めます。
第�回：フランス語はどういう言葉か，その歴史と特徴および発音について説明します。

合わせて学習の仕方を述べます。
第�回：定冠詞と部分冠詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を

行います。
第�回：主語人称代名詞と第一群規則動詞の現在形の活用を習得します。練習問題を解い

てもらい，答え合わせと解説を行います。
第�回：指示形容詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第�回：形容詞の男性第二形を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説

を行います。
第�回：疑問文の作り方を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行

います。
第�回：近接未来と近接過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説

を行います。
第	回：疑問形容詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第
回：補語人称代名詞（間接目的補語）を習得します。練習問題を解いてもらい，答え

合わせと解説を行います。
第10回：人称代名詞強勢形を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を

行います。
第11回：命令法を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行います。
第12回：avoirを用いる直説法複合過去を習得します練習問題を解いてもらい，答え合わ

せと解説を行います。。
第13回：代名動詞を習得します練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行います。。
第14回：助動詞として用いられる動詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わ

せと解説を行います。春学期のまとめをします。

履修上の注意

フランス語の学習は、ほとんどの生徒にとってゼロからのスタートになると思います。授
業は早い進度で進んで行きます。遅れぬよう、皆さんの積極的な学習を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

《予習》
授業時間の最後に、あらかじめ次の授業の予定をお知らせします。教科書の所定箇所をよ
く読み、学習する事項を把握をしておいてください。（予習時間�時間程度。）
《復習》
授業で終了した事項について、確認のためのプリントを適宜配布します。教科書とノート
をよく読み、練習問題を解いておいてください。（復習時間�時間程度。）

教科書

『新システマティックフランス語文法』，倉方秀憲著，早美出版社。

参考書

『新フランス文法事典』、朝倉季雄著，白水社。
『現代フランス広文典』、目黒士門著，白水社。
『これならわかるフランス語文法』，六鹿豊著，NHK出版。
『コレクション・フランス語（�）：文法』，田島宏編，白水社。

課題に対するフィードバックの方法

習熟度を確認するため試験を合計�回実施しますが，各試験の後，同じ授業内で問題の詳
しい解説および関連する文法事項の復習を行います。

成績評価の方法

中間テスト�回60％、期末テスト20％、授業への貢献度20％とし、総合的に評価します。

その他

1468_14D20305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 藤 井 宏 尚

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語文法の基礎を学びながら、語彙も増やしていく。動詞を中
心とした学習を通して、できるだけ多くの練習問題を解く。文法の説
明のための簡単な文の訳から出発し、文と文の連なりであるより複雑
な文章を読解する力をつけることをめざす。

授業内容

�.−�. 春学期導入とアルファベ
�.−�. 名詞の性数と冠詞
�.−�. 主語人称代名詞と動詞 etre/avoir
�.−	. 形容詞と第一群規則動詞

.−10. 否定文と疑問文
11.−12. 指示形容詞と提示の表現
13.−14. 所有形容詞と疑問形容詞
15.−16. 動詞 aller/venir と前置詞
17.−18. 疑問代名詞と疑問副詞
19.−20. 比較級/最上級と第二群規則動詞
21.−22. 命令形と非人称表現
23.−24. 補語人称代名詞と強勢形
25.−26. 過去分詞と複合過去(�)
27.−28. 過去分詞と複合過去(�)

履修上の注意

基本的には受講者の自主性を重んじるので，積極的な態度で授業に臨
んでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

基本的には復習を中心に考える。問題演習、発音練習、動詞活用テス
ト等、さまざまな課題にしっかり取り組んでもらいたい。各課ごとに
実施する復習テストを重視する。

教科書

「新システマティック・フランス語文法」(早美出版社）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度20％＋課題提出20％＋各課復習テスト60％

その他

フランス語検定を受ける学生はフォローする。
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1469_14D20306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 瀬 川 愛 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

各課を通して、フランス語の文法規則や発音のルール、実用的な表現
を学びます。教科書の練習問題やペア・ワークなどにより、学習事項
を習得していきます。

到達目標：
①フランス語の初級文法、発音、語彙を習得する。
②フランス語での基礎的なコミュニケーション能力を身につける。

授業内容

第�回：はじめに、Leçon � 名詞・冠詞
第�回：Leçon � 動詞êtreとavoir
第�回：Leçon � ‒er動詞
第�回：Leçon � 否定形・疑問形
第�回：Leçon � 形容詞
第�回：Leçon � 指示形容詞・所有形容詞
第�回：Leçon � 強勢形・-ir動詞
第	回：Leçon � 動詞allerとvenir
第
回：Leçon � 定冠詞の縮約・命令法
第10回：Leçon � 動詞prendreとfaire・使役動詞
第11回：Leçon � 非人称構文・疑問形容詞
第12回：Leçon 	 疑問代名詞（�）・疑問副詞
第13回：主要な動詞の直説法現在の活用
第14回：a:まとめ、b:試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

仏和辞典を持参してください。
授業には積極的に参加しましょう。質問やリクエストがあれば遠慮な
くすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：新しい語句の発音や意味を辞書で調べる習慣をつけましょう。
復習：音声を何度も聴いて、フランス語の音に慣れるようにしましょ
う。文法項目を確認しておきましょう。

教科書

『シェリーとフランス語 仏検�級・�級・�級対応フランス語文法』
三修社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

解説や講評等は、授業内もしくはOh-o! Meiji上で行う。

成績評価の方法

平常点40%（授業への参加度、課題、小テスト）、試験60％

その他

許可なく授業の録画、録音、撮影はできません。

1470_14D20307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 中 村 美 緒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を初めて学ぶ方を対象にした初級文法の授業です。�年間を終えると、
フランス語検定�級から�級レベルの文法が身につきます。いろいろな生活シー
ンで使える作文力も身につけましょう。
This is a class for beginners to learn basic grammar. You can finally approach the
fourth to third level of the French language test. You will also gain composition skill
that you can use in any situations in life.

授業内容

�回または�回の授業で�レッスンずつ進みます。文法事項の説明のあとに教科
書の練習問題で確認をしてから、プリント等で定着をはかります。速度はようす
を見ながら調整します。
We will advance � lesson per � or � classes. After the grammar explanation,
check it while solving exercises. The pace of this class suit the members.
第�回 Leçon � 「準備体操」発音とつづり字
第�回 Leçon � 「冠詞」冠詞、動詞être、動詞avoirの人称変化
第�回 Leçon � 「第一群規則動詞」-er動詞、否定文、疑問文
第�回 Leçon � 「第二群規則動詞」-ir動詞、命令法、動詞partir
第�回 Leçon � 「疑問副詞」疑問文の種類と語順
第�回 Leçon � 「不規則動詞-�」動詞faire, prendre、否定のde
第�回 Leçon � 「形容詞」女性形・複数形、所有形容詞
第	回 Leçon � 「不規則動詞-�」動詞aller, venir、近接未来・近接過去
第
回 Leçon � 「定冠詞の縮約」前置詞、場所の名称、国名
第10回 Leçon � 「比較級・最上級」
第11回 Leçon � 「疑問形容詞」助動詞vouloir, pouvoir, devoir
第12回 Leçon 	 「非人称構文」Il faut, Il fait等
第13回 Leçon 	 「目的補語人称代名詞」直接目的語・間接目的語
第14回 試験とまとめ 筆記試験

履修上の注意

文法の基礎をしっかり身に着ける授業です。小テストや練習問題で確認しながら
進めましょう。わからないところはその都度、授業時に確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

15〜30分程度で終わる、プリントの宿題が出ることがあります。

教科書

『文法と文化で学ぶ 基礎フランス語』近江屋 志穂 著（朝日出版社）

参考書

特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績評価：
平常点（授業への参加と発言）40%
授業内小テスト、課題 20%
学期末テスト（授業最終日に実施される筆記試験) 40%
試験方法：
・この授業は「期間前試験」を行う科目のため、学期末試験は「試験期間中」で
はなく通常授業の最終日に授業時間内に行います。
・ 試験実施方法は今後事情により変更される場合もあります。その際は都度お
知らせいたします。

その他
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1471_14D20308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 中 村 美 緒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文法の復習、その応用として簡単な作文と会話を行う授業です。テキストで初級
文法を復習して、映像やその他の資料についてその内容を学習したばかりの文法事
項を使いながらフランス語で言ったり書いたりできるようになりましょう。初級文
法をマスターして、履歴書にも書けるフランス語検定�級レベルになりましょう。
ダイアローグや映像の内容を簡単に説明することができる作文力・会話力も身につ
きます。
It is a lesson to review basic grammar. We also learn simple composition and
conversation as its application. After reviewing the grammar with text, we will tell and
write what happened in the movie in French.

授業内容

�回の授業でだいたい�レッスンずつ進みます。まずはダイアローグで使われて
いる文法事項を復習します。次は応用です。資料を使って、その内容をフランス語
で表現してみましょう。復習したばかりの文法を含んだ表現をすぐに使ってみま
しょう。
We will advance one lesson in one class. First of all, look at the dialog image and
review the grammar used. Next, as an application, we will use materials to express the
contents in French. Immediately practice expressions that include the grammar you
reviewed.
�回目 Leçon �・� 「自己紹介（国籍、職業）」動詞être、形容詞の一致
�回目 Leçon � 「年齢・家族」不定冠詞、否定文
�回目 Leçon � 「好き」定冠詞、第一群規則動詞、疑問文
�回目 応用「好きな物、好きなこと」映画、作文・発表
�回目 Leçon � 「持ち物」指示形容詞・所有形容詞、強勢形
�回目 Leçon � 「友だち」形容詞
�回目 Leçon � 「たずねる」疑問代名詞・疑問副詞
	回目 応用「誰かの物、自分の友だち」映画、作文・発表

回目 Leçon 	 「近い未来・近い過去」近接未来・近接過去、縮約、中性代名詞y
10回目 Leçon 
 「時間・天候」疑問形容詞、非人称構文
11回目 Leçon 10 「数量」部分冠詞、中性代名詞en
12回目 応用「このあと、何食べよう？」映画、作文・発表
13回目 Leçon 11 「紹介する」補語人称代名詞
14回目 試験とまとめ a：口頭・筆記試験 b：まとめ

履修上の注意

練習問題を積み重ねてフランス語を習得する授業なので、授業中にしっかり練習
しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

15〜30分程度で復習できる簡単な練習問題、または調べる課題が出ます。

教科書

『新・東京─パリ、初飛行（新装改訂二版）』藤田裕二・藤田知子 著（駿河台出
版社）

参考書

特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内評価50％＋期末試験50％で評価します。

その他

1472_14D20309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠA 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際
的な舞台で広く使用される言語の一つであり、習得すると可能性や世界が広がりま
す。
この授業では、初級フランス語の習得が不十分な人たちを対象として、初級文法

の前半程度を学習し、現在形の簡単な文章が読めるようになることを目指します。
そして、フランスのテレビ・ニュースなども時々視聴し、フランスの文化・生活の
一端にも触れていきましょう。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定の受験準備をも念頭に置いて進める。

授業内容

受講者の習熟度を見ながらゆっくり進めますが、各回の内容を文法事項で示すと次
のようになります。

第�回 アルファベの読み方
第�回 綴り字の読み方
第�回 名詞の性と数
第�回 冠詞（不定冠詞、部分冠詞、定冠詞）
第�回 主語人称代名詞、基本動詞の活用
第�回 規則動詞
第�回 疑問形、否定形
第	回 疑問文に対する答え、指示形容詞
第
回 形容詞の位置と女性形、名詞・形容詞の複数形
第10回 動詞aller/ venirと、近接未来、近接過去
第11回 前置詞と定冠詞の縮約、疑問形容詞
第12回 命令形
第13回 所有形容詞、時間の表現
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

受講姿勢（問題演習に取り組む姿勢など）も重視するので，テストの苦手な人はそ
の点で頑張りましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・授業で扱う課題文や練習問題を，繰り返し音読しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので，よく復習しましょう。

教科書

資料配布

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験…80％（中間、期末の�回）、平常点…20％（受講態度など）
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。
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1473_14D20381

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 八 木 淳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
中級レベルの文法や語法を駆使して、比較的平易なフランス古今の有名な文学作品
を読みます。適宜，文法事項の復習をしながら各作家�ページの比較的短い文章を
和訳してもらいます。また，各作家や各作品の時代背景も説明します。
《到達目標》
（�）文章がスムーズに読めるようになるよう読解力を養うことを第一の目標にしま
す。
（�）文法事項や語法の復習，確認をして，文章内での用法を説明できるようにし，
実際に使えるよう応用力をつけます。

授業内容

以下の項目に従い、まず、あらかじめ担当者に和訳して貰います。そして、文法規
則および語法の説明をしながら、参考訳を示します。次に、文法および作文の練習
問題を通して、理解を深め、応用力を高めます。
第�回：ラ・フォンテーヌの『寓話集』とパスカルの『パンセ』を読みます。
第�回：ラシーヌの『ブリタニキュス』とモリエールの『人間嫌い』を読みます。
第�回：ラ・ファイエット夫人の『クレーヴの奥方』とマリヴォーの『愛と偶然の

戯れ』を読みます。
第�回：モンテスキューの『ペルシア人の手紙』とヴォルテールの『カンディード』

を読みます。
第�回：ディドロの『ブーガンヴィル航海記補遺』とルソーの『新エロイーズ』を

読みます。
第�回：ボーマルシェの『フィガロの結婚』とスタンダールの『赤と黒』を読みま

す。
第�回：バルザックの『ゴリオ爺さん』とネルヴァルの『シルヴィー』を読みます。
第	回：フロベールの『感情教育』とゾラの『ジェルミナル』を読みます。
第
回：モーパッサンの『首飾り』とラマルティーヌの『瞑想詩集』から一篇の詩

を読みます。
第10回：ユゴーの『秋の木の葉』から一篇の詩を、またボードレールの『悪の華』

から一篇の詩を読みます。
第11回：ランボーの『地獄の一季節』を読みます。
第12回：マラルメとヴェルレーヌの詩をそれぞれ一篇ずつ読みます。
第13回：歴史的文章として『ストラスブールの誓約』を現代語訳で読みます。
第14回：引き続き歴史的文章として、『聖女ユーラリの続誦』を現代語で読みます。

履修上の注意

フランス語の原典を原文のまま読み進めます。比較的平易な個所を選んでいますが、
辞書は必ず持参し、適宜参照してください。授業はゆっくりとした進度で進めて行
きます。しかし，確実に進みますので遅れぬよう，皆さんの積極的な学習を望みま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

《予習》
授業時間の最後に、あらかじめ次の授業の予定をお知らせします。教科書の所定箇
所をよく読み、予習をしておいてください。（予習時間�時間程度）
《復習》
授業では学習する文法事項について，板書してl詳しく説明します。メモを取り，授
業後に読み返し確認してください。また，講読した教科書の文章を読み返してくだ
さい。（復習時間�時間程度）

教科書

『レクチュールの冒険』、柏木隆雄他著、朝日出版社

参考書

『新フランス文法事典』、朝倉季雄著、白水社
『現代フランス広文典』、目黒士門著、白水社

課題に対するフィードバックの方法

習熟度を確認するため試験を合計�回実施しますが，各試験の後，同じ授業内で問
題の詳しい解説および関連する文法事項の復習を行います。

成績評価の方法

中間テスト40％，期末テスト40％，授業への貢献度20％とし，総合的に評価します。

その他

1474_14D20401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 永 倉 千夏子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

〈概要〉
フランス語の基本的な構造を学び、読む、書く、聞く、話すの基礎的運用を身につ
ける。

〈到達目標〉
教科書の例文または同じレベルの文を聞き、読み、書き、応答できる。

授業内容

第�回：導入、アルファベ、発音と綴り字、基本的な挨拶、数詞�〜10
第�回：主語人称代名詞、第�群規則動詞、否定文、数詞11〜20、名前や住んでい

るところを言う
第�回：名詞の性数、冠詞、提示の表現、「これは何ですか？」、国名と言語、好み

を言う
第�回：動詞etre、国籍・身分・職業を表す名詞、身分を言う
第�回：形容詞の性数一致と位置、人物や服装を描写する
第�回：avoir、否定のde、中性代名詞en、場所の前置詞、年齢や体調を話す
第�回：中間まとめ試験
第	回：所有形容詞、指示形容詞、動詞acheter、持ち物や服装を話す
第
回：疑問文、動詞faire、月の名前、序数
第10回：疑問形容詞、時刻・天気・曜日、動詞partir、finir
第11回：動詞aller, venir、定冠詞の縮約、中性代名詞y、交通手段
第12回：部分冠詞、動詞prendre、命令文、強勢形、動詞boire、飲み物、食べ物
第13回：近接未来、近接過去、動詞devoir, pouvoir, vouloir、今週末にしたいこと、

教室内でできることできないことを話す
第14回：a：定期試験

b：全体の振り返りと試験の解答解説

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

授業中の口頭、筆記での応答、演習への参加、課題提出が平常点となる。
基本的な解説は毎回、授業の前に音声入りパワーポイントなどでクラスウェブに提
示される。
必ずダウンロードし予習をすること。
授業の後は、クラスウェブから課題を提出すること。
予習、授業、課題提出の際には辞書が必須である。
秋学期に初級フランス語ＡⅡを履修のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

クラスウェブに提示された音声入りパワーポイントなどの授業資料をダウンロード
し、視聴し、指示に従って例題に取り組む。
授業に参加後は、指示された課題をwordファイルでクラスウェブから提出する。
仏和辞典は必須である。

教科書

「ケスクセ？（改訂版）」伊勢・谷口・サラニョン著（白水社）

参考書

辞書は、次のもののうちいずれかまたは同等の電子版を必ず用意すること。（必ずし
も最新版である必要はなく、古いものでも構わない）
プチ・ロワイヤル仏和辞典 第�版（旺文社）（小型版あり）
クラウン仏和辞典 第�版（三省堂）
ベーシッククラウン仏和・和仏辞典 小型版（三省堂）
ディコ仏和辞典[新装版]（白水社）
プログレッシブ仏和辞典 第�版（小学館）

課題に対するフィードバックの方法

授業内で解答できなかったものはクラスウェブの「授業内容・資料」欄にアップさ
れる。
質問・連絡等の宛先は、課題にメールアドレスが記載されている。

成績評価の方法

定期試験40％＋平常点60％
平常点は、毎週の課題提出、授業中の発表などからなる。

その他

クラウン、ル・ディコ、プチ・ロワイヤル、プログレッシヴなど仏和中辞典を用意
すること。（各辞書の単語数など詳しい違いは初回授業資料に記載する）
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1475_14D20402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 久 保 みゆき

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
この授業ではフランス語文法の仕組みを理解し、簡単な意思表示ができるようにし
ていきます。
aモジュールで新しい文法の説明を行い、bモジュールでは主にaモジュールで説明さ

れた内容の練習問題をやります。
文法の進度がある程度のレベルに達したら聞き取りの練習も導入し、実用フランス
語検定の�級・�級（春季）、�級・�級（秋季）受験のための準備をします。
《到達目標》
簡単なフランス語を理解し、「書く」「聞く」「話す」ことができる仏検�級〜�級、

さらには�級レベルを目指します。

授業内容

第�回 第12課 直接目的人称代名詞 間接目的人称代名詞 疑問副詞
第�回 第12課の演習 第13課 代名動詞 中性・目的代名詞を用いる命令法
第�回 第13課の演習
第�回 代名詞のまとめ
第�回 第14課 複合過去
第�回 第14課の演習 第15課 半過去
第�回 a. まとめ b. 中間テスト
第	回 第16課 単純未来 受動態
第
回 第16課の演習 第17課 現在分詞 ジェロンディフ 関係代名詞quiとque

大過去
第10回 第17課の演習 第18課 関係代名詞dontとoù 指示代名詞 疑問代名詞（主

語）
第11回 第18課の演習 第19課 条件法
第12回 第19課の演習 第20課 接続法
第13回 第20課の演習
第14回 a. まとめ b. 期末テスト

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

理由なく欠席した場合は総合点（100）から�回につき�点マイナスします。

出席していても授業に参加しない場合（説明を聞いていない、居眠りをしている、ス
マホを見ている等）は総合点から10点マイナスします。

教科書・別冊練習帳を持参せずに教室に来た場合は欠席扱いとします。（コピーを持っ
ている場合は可）。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業内で行なった教科書の文法説明は、その穴埋めプリントが朝日出版社のサイトで
ダウンロードできます。
必ず復習をして、わからないことがあれば気軽に質問して下さい。

前期は辞書がなくてもできる問題ばかりですので、演習で行なう別冊の練習問題の復
習・課題を毎回きちんと行なってください。

教科書

『ぐるりフランス語文法』、久保みゆき（朝日出版社）
（別冊非売品の問題集が付いています。購入時に必ず確認して下さい。）

参考書

辞書：『プログレッシブ仏和辞典』、小学館

復習用解説・練習問題：『フランス語練習カイエ』、大久保政憲著、朝日出版社

課題に対するフィードバックの方法

基本的には授業中に解説をします。時々Oh-o!Meijiの「アンケート」機能を使って
フィードバックを行うこともあります。

成績評価の方法

授業中の貢献度40％（授業内発言、課題提出）と授業内中間・期末テスト60%で評価し
ます。

理由のない�回の欠席は、全体からマイナス�点，授業に出席しても参加しない場合
（授業に居眠り・スマホを見ている、宿題忘れなど）はマイナス10点とします。

理由なく授業に欠席した場合の課題評価はしません。

14回の授業のうち�回以上欠席、あるいは�回連続で欠席した場合は評価しません。

その他

辞書を使わなくても練習問題を解くことができる教科書ですので、授業中の携帯電話
の使用は禁止します。

1476_14D20403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 齋 藤 弘 崇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

短い会話文を読みながらフランス語文法の基礎を学びます。フランス
語のルールを覚えることが中心の講義ですが、フランス語の正確な発
音ができるように音読の練習も行います。フランス語の読解の基礎と
正確な発音を身につけ、仏検�級程度の語学レベルに到達することを
目指します。

授業内容

第�回：春学期の復習
第�回：代名動詞
第�回：不規則動詞« pouvoir / vouloir / devoir »、疑問形容詞
第�回：複合過去形①、「ブルターニュ」
第�回：複合過去形②、否定の表現
第�回：半過去形、複合過去形と半過去形の使い分け
第�回：関係代名詞、強調構文、「アルザス」
第	回：受動態、接続詞« que »の用法
第
回：単純未来形、時間を表す表現、「世界におけるフランス語」
第10回：ジェロンディフ、感嘆文、中性代名詞« y / en »
第11回：比較級・最上級についての補足、「ブルターニュ地方の料理」
第12回：「フランス史における偉人」
第13回：条件法現在形、シチュエーションに応じた表現
第14回：「a:試験 b:正答解答」

履修上の注意

春学期、秋学期を通じての履修が望ましいです。

準備学習（予習・復習等）の内容

各課に「練習問題」が課されているのできちんと復習をした上で次回
授業に臨むようにし、講義には教科書を必ず持参すること。また、必
要に応じて適宜プリントを配布します。

教科書

『Amicalement @+ アミカルマン プリュス』、澤田直、駿河台出版社

参考書

『でる順 仏検単語集 �級〜2級準備レベル』、久松健一、駿河台出版
社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席�分の�以上で定期試験の受験資格を得る。平常点（出席、小テ
スト、発表）30％、定期試験70％

その他

特にありません。
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1477_14D20404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 八 木 淳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
フランス語の初級文法の後半つまり過去形の一つである「半過去」から「直接話法と間接
話法」までの各事項を説明し，練習問題の演習を通して習熟度を高めて行きます。また，
和訳問題を解いてもらい，応用力を養います。
《到達目標》
フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法（後半）の習得を目ざします。単に文法規
則を覚えるだけでなく，平易な文章が理解できるような読解力を身につけます。

授業内容

以下の項目に従い、まず、文法規則の説明をします。次に、練習問題を通して、理解を深
めます。さらに、文章読解により、応用力を高めます。
第�回：大過去形を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第�回：第一群規則動詞の変則活用を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせ

と解説を行います。
第�回：前置詞つきの関係代名詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと

解説を行います。
第�回：特殊な比較級と最上級、および数量の比較級、最上級を習得します。練習問題を

解いてもらい，答え合わせと解説を行います。
第�回：中性代名詞と人称代名詞の語順を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合

わせと解説を行います。
第�回：現在分詞とジェロンディフを習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせ

と解説を行います。
第�回：条件法現在を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第	回：様々な仮定表現を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行

います。
第
回：接続法現在を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第10回：指示代名詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第11回：直説法単純過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行

います。
第12回：直接話法と間接話法を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説

を行います。
第13回：知覚動詞と使役動詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説

を行います。
第14回：複合疑問代名詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行

います。秋学期のまとめをします。

履修上の注意

フランス語の学習は、ほとんどの生徒にとってゼロからのスタートでしたが、秋学期から
も、同じ気持ちで望みます。授業は早い進度で進んで行きます。遅れぬよう、皆さんの積
極的な学習を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

《予習》
授業時間の最後に、あらかじめ次の授業の予定をお知らせします。教科書の所定箇所をよ
く読み、学習する事項を把握をしておいてください。（予習時間�時間程度。）
《復習》
授業で終了した事項について、確認のためのプリントを適宜配布します。教科書とノート
をよく読み、練習問題を解いておいてください。（復習時間�時間程度。）

教科書

『新システマティックフランス語文法』，倉方秀憲著，早美出版社。

参考書

『新フランス文法事典』、朝倉季雄著，白水社。
『現代フランス広文典』、目黒士門著，白水社。
『これならわかるフランス語文法』，六鹿豊著，NHK出版。
『コレクション・フランス語（�）：文法』，田島宏編，白水社。

課題に対するフィードバックの方法

習熟度を確認するため試験を合計�回実施しますが，各試験の後，同じ授業内で問題の詳
しい解説および関連する文法事項の復習を行います。

成績評価の方法

中間テスト�回60％、期末テスト20％、授業への貢献度20％とし、総合的に評価します。

その他

1478_14D20405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 藤 井 宏 尚

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語文法の基礎を学びながら、語彙も増やしていく。動詞を中
心とした学習を通して、できるだけ多くの練習問題を解く。文法の説
明のための簡単な文の訳から出発し、文と文の連なりであるより複雑
な文章を読解する力をつけることをめざす。

授業内容

�.−�. 半過去
�.−�. 大過去
�.−�. 受動態
�.−	. 関係代名詞

.−10. 比較級
11.−12. 最上級
13.−14. 中性代名詞
15.−16. 単純未来
17.−18. 前未来
19.−20. 現在分詞
21.−22. 条件法
23.−24. 接続法
25.−26. 前過去
27.−28. 話法

履修上の注意

基本的には受講者の自主性を重んじるので，積極的な態度で授業に臨
んでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

基本的には復習を中心に考える。問題演習、発音練習、動詞活用テス
ト等、さまざまな課題にしっかり取り組んでもらいたい。各課ごとに
実施する復習テストを重視する。

教科書

「新システマティック・フランス語文法」(早美出版社）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度20％＋課題提出20％＋各課復習テスト60％

その他

フランス語検定を受ける学生はフォローする。
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1479_14D20406

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 瀬 川 愛 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

各課を通して、フランス語の文法規則や発音のルール、実用的な表現
を学びます。教科書の練習問題やペア・ワークなどにより、学習事項
を習得していきます。

到達目標：
①フランス語の初級文法、発音、語彙を習得する。
②フランス語での基礎的なコミュニケーション能力を身につける。

授業内容

第�回：Leçon 
 動詞vouloir, pouvoir, devoir・補語人称代名詞
第�回：Leçon 10 比較・現在分詞とジェロンディフ
第�回：Leçon 11 中性代名詞・動詞savoirとconnaître
第�回：Leçon 12 複合過去
第�回：Leçon 13 関係代名詞（�）・指示代名詞
第�回：Leçon 13 受動態・強調構文
第�回：Leçon 14 代名動詞
第	回：Leçon 15 半過去・大過去
第
回：Leçon 16 単純未来・前未来
第10回：Leçon 16 疑問代名詞（�）・関係代名詞（�）・所有代名詞
第11回：Leçon 17 条件法
第12回：Leçon 17 直接話法と間接話法
第13回：Leçon 18 接続法
第14回：a:まとめ、b:試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

仏和辞典を持参してください。
授業には積極的に参加しましょう。質問やリクエストがあれば遠慮な
くすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：新しい語句の発音や意味を辞書で調べる習慣をつけましょう。
復習：音声を何度も聴いて、フランス語の音に慣れるようにしましょ
う。文法項目を確認しておきましょう。

教科書

『シェリーとフランス語 仏検�級・�級・�級対応フランス語文法』
三修社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

解説や講評等は、授業内もしくはOh-o! Meiji上で行う。

成績評価の方法

平常点40%（授業への参加度、課題、小テスト）、試験60％

その他

許可なく授業の録画、録音、撮影はできません。

1480_14D20407

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 中 村 美 緒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語を初めて学ぶ方を対象にした初級文法の授業です。�年間を終えると、
フランス語検定�級から�級レベルの文法が身につきます。いろいろな生活シー
ンで使える作文力も身につけましょう。
This is a class for beginners to learn basic grammar. You can finally approach the
fourth to third level of the French language test. You will also gain composition skill
that you can use in any situations in life.

授業内容

�回または�回の授業で�レッスンずつ進みます。文法事項の説明のあとに教科
書の練習問題で確認をしてから、プリント等で定着をはかります。速度はようす
を見ながら調整します。
We will advance � lesson per � or � classes. After the grammar explanation,
check it while solving exercises. The pace of this class suit the members.
第�回 Leçon 
 「中性代名詞」y, en, le
第�回 Leçon 
 「疑問代名詞」疑問文の復習
第�回 Leçon 10 「複合過去-�」être, avoirの使い分け
第�回 Leçon 10 「複合過去-�」疑問文、否定文、過去分詞の一致
第�回 Leçon 11 「関係代名詞」qui, que, sont, où
第�回 Leçon 11 「強調構文」強勢形、指示代名詞
第�回 Leçon 12 「現在分詞・ジェロンディフ」受動態
第	回 Leçon 13 「代名動詞」倒置疑問、否定、
第
回 Leçon 14 「代名動詞の複合過去」過去分詞の一致
第10回 Leçon 15 「半過去」複合過去との比較
第11回 Leçon 15 「単純未来」近接未来との比較
第12回 Appendice � 「条件法」条件法現在・過去
第13回 Appendice � 「接続法」接続法現在・過去
第14回 試験とまとめ 筆記試験

履修上の注意

文法の基礎をしっかり身に着ける授業です。小テストや練習問題で確認しながら
進めましょう。わからないところはその都度、授業時に確認しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

15〜30分程度で終わる、プリントの宿題が出ることがあります。

教科書

『文法と文化で学ぶ 基礎フランス語』近江屋 志穂 著（朝日出版社）

参考書

特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績評価：
平常点（授業への参加と発言）40%
授業内小テスト、課題 20%
学期末テスト（授業最終日に実施される筆記試験) 40%
試験方法：
・この授業は「期間前試験」を行う科目のため、学期末試験は「試験期間中」で
はなく通常授業の最終日に授業時間内に行います。
・ 試験実施方法は今後事情により変更される場合もあります。その際は都度お
知らせいたします。

その他
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1481_14D20408

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 中 村 美 緒

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文法の復習、その応用として作文と会話を行う授業です。テキストで初級文法を
復習して、映像やその他の資料についてその内容を学習したばかりの文法事項を使
いながらフランス語で言ったり書いたりできるようになりましょう。初級文法をマ
スターして、履歴書にも書けるフランス語検定�級レベルになりましょう。ダイア
ローグや映像の内容を簡単に説明することができる作文力・会話力も身につきます。
It is a lesson to review basic grammar. We also learn simple composition and
conversation as its application. After reviewing the grammar with text, we will tell and
write what happened in the movie in French.

授業内容

�回の授業でだいたい�レッスンずつ進みます。まずはダイアローグの映像を見
て使われている文法事項を復習します。次は応用です。資料を使って、その内容を
フランス語で表現しましょう。復習したばかりの文法を含んだ表現をすぐに使って
みます。
We will advance one lesson in one class. First of all, look at the dialog image and
review the grammar used. Next, as an application, we will use materials to express the
contents in French. Immediately practice expressions that include the grammar you
reviewed.
�回目 Leçon 12 「一日の動作」代名動詞
�回目 Leçon 13 「依頼する」命令法、動詞devoir
�回目 Leçon 14 「将来のこと」単純未来、動詞espérer
�回目 応用「今と�年後」映画、作文・発表
�回目 Leçon 15 「過去のこと�」複合過去
�回目 Leçon 16 「過去のこと�」半過去・大過去
�回目 Leçon 17 「人や物について」関係代名詞、指示代名詞
	回目 Leçon 18 「比較する」比較級・最上級

回目 応用「昔の思い出」映画、作文・発表
10回目 Leçon 19 「受け身と同時性」受動態、現在分詞・ジェロンディフ
11回目 Leçon 20 「仮定する」条件法現在・条件法過去
12回目 Leçon 21 「感情表現」接続法現在・接続法過去
13回目 応用「自分の意見」映画、作文・発表
14回目 試験とまとめ a：口頭・筆記試験 b：まとめ

履修上の注意

練習問題を積み重ねてフランス語を習得する授業なので、授業中にしっかり練習し
ましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

15〜30分程度で復習できる簡単な練習問題、または調べる課題が出ます。

教科書

『新・東京─パリ、初飛行（新装改訂二版）』藤田裕二・藤田知子 著（駿河台出版
社）

参考書

特にありません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業内評価50％＋期末試験50％で評価します。

その他

1482_14D20409

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅠB 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際
的な舞台で広く使用される言語の一つであり、習得すると可能性や世界が広がりま
す。
この授業では、初級フランス語の習得が不十分な人たちを対象として、様々な時
制の出てくる初級文法後半程度の知識を身につけ、時制の混ざった文章が読めるよ
うになることを目指します。そして、フランスのテレビ・ニュースなども時々視聴
し、フランスの文化・生活の一端にも触れていきましょう。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定�級〜�級程度の力が身につくことを目指す。

授業内容

受講者の習熟度を見ながらゆっくり進めますが、各回の内容を文法事項で示すと次
のようになります。

第�回 比較級、最上級
第�回 直説法複合過去形
第�回 関係代名詞
第�回 疑問代名詞
第�回 補語人称代名詞
第�回 中性代名詞、受動態
第�回 指示代名詞、強調構文
第	回 代名動詞
第
回 直説法半過去形・大過去形
第10回 直説法単純未来形
第11回 条件法
第12回 現在分詞、ジェロンディフ
第13回 接続法
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

受講姿勢（問題演習に取り組む姿勢など）も重視するので，テストの苦手な人はそ
の点で頑張りましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・授業で扱う課題文や練習問題を，繰り返し音読しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので，よく復習しましょう。

教科書

資料配布

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験…80％（中間、期末の�回）、平常点…20％（受講態度など）
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。
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1483_14D20481

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 八 木 淳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
中級レベルの文法や語法を駆使して、比較的平易なフランス古今の有名な文学作品
を読みます。適宜，文法事項の復習をしながら各作家�ページの比較的短い文章を
和訳してもらいます。また，各作家や各作品の時代背景も説明します。
《到達目標》
（�）文章がスムーズに読めるようになるよう読解力を養うことを第一の目標にしま
す。
（�）文法事項や語法の復習，確認をして，文章内での用法を説明できるようにし，
実際に使えるよう応用力をつけます。

授業内容

以下の項目に従い、まず、あらかじめ担当者に和訳して貰います。そして、文法規
則および語法の説明をしながら、参考訳を示します。次に、文法および作文の練習
問題を通して、理解を深め、応用力を高めます。
第�回：ミュッセの『マリアンヌの気紛れ』とロスタンの『シラノ・ド・ベルジュ

ラック』を読みます。
第�回：プルーストの『失われた時を求めて』を読みます。
第�回：ジッドの『贋金つかい』を読みます。
第�回：セリーヌの『夜の果てへの旅』を読みます。
第�回：サルトルの『嘔吐』とカミュの『異邦人』を読みます。
第�回：ロブ＝グリエの『迷路の中で』とデュラスの『愛人』を読みます。
第�回：アポリネールの『ミラボー橋』とヴァレリーの詩集『魅惑』から一篇の詩

を読みます。
第	回：ポンジュの『牡蠣』を読みます。
第
回：ジロドゥーの『トロイ戦争は起こらない』とイオネスコの『禿の女歌手』

を読みます。
第10回：バルトの『記号の帝国』とドゥルーズの『シネマ�』を読みます。
第11回：『オーカッサンとニコレット』とマリ・ド・フランスの《レ》から一篇読み

ます。
第12回：ラブレーの『ガルガンチュア』とモンテーニュの『エセー』を読みます。
第13回：ロンサールの『恋愛詩集』から一篇読みます。
第14回：ジッドとラディゲの小説を基にしたシナリオを読みます。

履修上の注意

秋学期も引き続きフランス語の原典を原文のまま読み進めます。比較的平易な個所
を選んでいますが、辞書は必ず持参し、適宜参照してください。授業はゆっくりと
した進度で進めて行きます。しかし，確実に進みますので遅れぬよう，皆さんの積
極的な学習を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

《予習》
授業時間の最後に、あらかじめ次の授業の予定をお知らせします。教科書の所定箇
所をよく読み、予習をしておいてください。（予習時間�時間程度）
《復習》
授業では学習する文法事項について，板書してl詳しく説明します。メモを取り，授
業後に読み返し確認してください。また，講読した教科書の文章を読み返してくだ
さい。（復習時間�時間程度）

教科書

『レクチュールの冒険』、柏木隆雄他著、朝日出版社

参考書

『新フランス文法事典』、朝倉季雄著、白水社
『現代フランス広文典』、目黒士門著、白水社

課題に対するフィードバックの方法

習熟度を確認するため試験を合計�回実施しますが，各試験の後，同じ授業内で問
題の詳しい解説および関連する文法事項の復習を行います。

成績評価の方法

中間テスト40％，期末テスト40％，授業への貢献度20％とし，総合的に評価します。

その他

1484_14D20501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際
的な舞台で広く使用される言語の一つであり、習得すると可能性や世界が広がりま
す。
この授業では、初級文法の前半程度の知識を踏まえて、現在形の簡単な文章を読
めるようになることを目指します。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定の受験準備をも念頭に置いて進める。

授業内容

受講者の習熟度を見ながら進めますが、各回の内容を文法事項で示すと次のように
なります。

第�回 アルファベ、綴り字の読み方
第�回 主語人称代名詞、基本動詞の活用
第�回 国籍を表す形容詞
第�回 名詞と不定冠詞、指示代名詞ce
第�回 形容詞の性数一致と位置
第�回 規則動詞の活用、定冠詞
第�回 疑問文
第	回 指示形容詞ce、動詞avoirの活用
第
回 否定文、動詞allerと近接未来
第10回 疑問代名詞que, qui
第11回 不規則動詞faire, partir
第12回 所有形容詞、疑問形容詞
第13回 強勢形、指示代名詞celui
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあるので、指名には
積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、この発表や問題演習でがんばりま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょう（辞書を引
いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく復習しましょう。

教科書

『パリ・ボルドー』藤田裕二著（朝日出版社）

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。なお、辞書の選び方は初回授業やクラスウェブで
説明します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験…80％（中間、期末の�回）、平常点…20％（和訳の発表、受講態度など）
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。
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1485_14D20502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 齋 藤 弘 崇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

短い会話文を読みながらフランス語コミュニケーションの基礎を学び
ます。フランス語を用いたコミュニケーションを学ぶことが中心の授
業ですが、基本的な文法事項についても演習問題を行いながら身につ
けていきます。ヨーロッパ言語共通参照枠A2レベルに到達すること
を目指します。

授業内容

第�回：イントロダクションとフランス語の発音・表記
第�回：基本的な自己紹介／基数詞�-20
第�回：主語人称代名詞／不規則動詞« etre »
第�回：国名・国籍／年齢表現／基数詞21-69
第�回：フランス語の男性形と女性形／不規則動詞« avoir »
第�回：容姿・性格の描写／基数詞70-100
第�回：所有形容詞／否定文
第	回：好きなもの・嫌いなものについて話す／基数詞100-10000
第
回：第�群規則動詞の活用／人称代名詞の強勢形
第10回：道案内の表現／序数
第11回：« Il y a »を用いた表現／場所を表す前置詞
第12回：行動や習慣について話す／四則計算
第13回：不規則動詞« aller / venir »／近接未来と近接過去
第14回：「a:試験 b:正答解答」

履修上の注意

春学期、秋学期を通じての履修が望ましいです。

準備学習（予習・復習等）の内容

各課に練習問題が課されているのできちんと復習をした上で次回授業
に臨むようにし、講義には教科書を必ず持参すること。また、必要に
応じて適宜プリントを配布します。

教科書

『アクティヴ！ �』、今中舞衣子・中條健志、白水社

参考書

『でる順 仏検単語集 �級〜2級準備レベル』、久松健一、駿河台出版
社
『コフレ フランス語基礎単語集』、杉山香織、朝日出版社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席�分の�以上で定期試験の受験資格を得る。平常点（出席、小テ
スト、発表）30％、定期試験70％

その他

特にありません。

1486_14D20503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 津 田 峰 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

第一に、初学者には難所のひとつであるフランス語の音と綴りの関係を学び身に着け、いずれ
平易な文章を自力で発音できるようにする。
次に、フランス語習得の要ともなる「動詞の活用」 (主語代名詞による動詞の変化)に関して
は、毎回小テストを実施し、一定の規則性の定着と暗記を徹底する。
また、基本的な文法事項(仏検�級・�級合格程度)は簡単な日常表現と合わせて理解し、辞書
に親しみつつ、新しい語彙を増やしていくことを授業目標とする。

授業内容

毎回授業冒頭に、動詞活用小テスト(�分)、発音トレーニング(�分)を実施する。授業を補足
するものとして、聞き取り、文法等の宿題プリント、動詞活用反復練習レポートを提出しても
らう。

第�回；授業概要、動詞活用、フランス語の発音の特徴、アルファベ
第�回；綴り字と発音の関係、春学期で学ぶ文法概要
第�回；挨拶のしかた、名前、国籍、職業を言う
第�回；年齢を言う、家族を語る
第�回；年齢をたずねる、好きなものを語る
第�回；フランスの文化を知る
第�回；持ち物を言う
第	回友達について話す
第
回；尋ねる(文法中心)
第10回；尋ねる(会話)
第11回；近い未来、近い過去のことを語る(文法中心)
第12回；近い未来、近い過去のことを語る(会話)
第13回；時間・天候を言う(文法中心)
第14回；a：試験

b：夏休み宿題と秋学期第一回テストの説明

履修上の注意

�) 最低限の予習（単語調べ、付属CDを聴くなど）、復習、宿題提出、小テスト参加を欠かさ
ないこと。
�) 飲食、私語、携帯電話の使用等、授業の妨害になる行為は一切禁止。
�) 積極的授業参加が認められない場合(準備学習の不足、小テスト不参加、宿題未提出、居眠
りも含め)、欠席扱いとする。
改善が認められない時には、授業への出席を一切許可しない。
�) 講義中の入室、退室は原則として認めない。
�) テキストはもちろん、「（紙媒体の）中辞典」も必ず携帯すること。(「紙媒体の辞書」の恒
常的な形態不備も減点、もしくは欠席扱いとする。)

フランス語に関する質問・相談などは、授業後、 またはクラスウェブ上「質問相談」欄で受け
付ける。

「クラスウェブに関して」
クラスウェブ上で連絡等行うこともあるので、「授業お知らせ」などに注意すること。
「クラスウェブ上での宿題提出」の際は、教員からの「フィードバックコメント」を必ず確認す
ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

�) 配布する発音トレーニング表を使い、フランス語の発音規則に慣れる努力をする。
�) 新しい言語の習得のため、意識的に紙媒体の辞書を引く。
�) 次回の授業に該当する範囲のテキストをノートに写し、日本語訳をつけておく。
�) 単語熟語ノートの作成等、段階的に語彙を増やしていく。
�) 聴き取りの宿題に対応できるよう、テキスト付属のCDを繰り返し聞き、声に出してみる。
�) 小テストの予習復習を通して、動詞活用を暗記する。

教科書

『新・東京─パリ初飛行』、藤田祐二、藤田知子、Sylvie Gilbert著、（駿河台出版社）。
必ず、事前に購入しておくこと。

参考書

辞書は、電子辞書、簡易なポケット辞典でなく、必ず紙媒体の中辞典(古書可)を使用すること。
辞書の購入は、初回ガイダンスでの説明を聞いた後が望ましい。

推奨辞書；「ディコ仏和辞典」白水社 、「プチ・ロワイヤル仏和辞典」（旺文社）、「クラウン仏
和辞典」（三省堂）
(注意点) ただし「ベーシッククラウン仏和・和仏辞典」は、�年次まで使用することを考え
推奨しない。

課題に対するフィードバックの方法

実施した小テストや提出された宿題は、�週間後の授業時に返却、必要に応じて解説する。

成績評価の方法

毎回実施する小テストや宿題の結果を含む授業参加態度(30%)、定期テストの結果70%を合わせ
て評価する。
テキストや辞書を忘れる、宿題未提出、理由のない遅刻、居眠りは、減点対象、もしくは欠席
扱いとなる。
なお、正当な理由のない欠席、遅刻が半期�回以上の学生には、定期テストの受験資格を与え
ないので注意すること。

その他

受講者には、積極的な授業参加はもちろんのこと、辞書を引く、付属のCDを聞き声に出して読
む、繰り返し書く等、自宅での学習時間確保が必須であることを明記しておきたい。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 八 木 淳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
フランス語の初級文法の前半つまり入門から過去形の一つである「複合過去」までの各事項
を説明し，練習問題の演習を通して習熟度を高めて行きます。また，和訳問題を解いてもら
い，応用力を養います。
《到達目標》
フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法（前半）の習得を目ざします。単に文法規則
を覚えるだけでなく，平易な文章が理解できるような読解力を身につけます。

授業内容

以下の項目に従い、まず、文法規則の説明をします。次に、練習問題を通して、理解を深め
ます。さらに、文章読解により、応用力を高めます。
第�回：名詞の性（男性名詞と女性名詞）、名詞の数（単数形と複数形）、名詞の特殊な女性

形と複数形を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま
す。

第�回：不定冠詞と提示表現を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を
行います。

第�回：主語人称代名詞と第二群規則動詞の現在形の活用を習得します。練習問題を解いて
もらい，答え合わせと解説を行います。

第�回：所有形容詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま
す。

第�回：形容詞の女性形と複数形を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解
説を行います。

第�回：否定文の作り方を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行い
ます。

第�回：疑問代名詞と疑問副詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説
を行います。

第	回：非人称構文と天候表現を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説
を行います。

第
回：補語人称代名詞（直接目的補語）を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合
わせと解説を行います。

第10回：所有代名詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま
す。

第11回：否定命令法を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま
す。

第12回：êtreを用いる直説法複合過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせ
と解説を行います。

第13回：代名動詞の複合過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を
行います。

第14回：過去分詞の一致を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行い
ます。春学期のまとめをします。

履修上の注意

フランス語の学習は、ほとんどの生徒にとってゼロからのスタートになると思います。授業
は早い進度で進んで行きます。遅れぬよう、皆さんの積極的な学習を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

《予習》
授業時間の最後に、あらかじめ次の授業の予定をお知らせします。教科書の所定箇所をよく
読み、学習する事項を把握をしておいてください。（予習時間�時間程度。）
《復習》
授業で終了した事項について、確認のためのプリントを適宜配布します。教科書とノートを
よく読み、練習問題を解いておいてください。（復習時間�時間程度。）

教科書

『新システマティックフランス語文法』，倉方秀憲著，早美出版社。

参考書

『新フランス文法事典』、朝倉季雄著，白水社。
『現代フランス広文典』、目黒士門著，白水社。
『これならわかるフランス語文法』，六鹿豊著，NHK出版。
『コレクション・フランス語（�）：文法』，田島宏編，白水社。

課題に対するフィードバックの方法

習熟度を確認するため試験を合計�回実施しますが，各試験の後，同じ授業内で問題の詳し
い解説および関連する文法事項の復習を行います。

成績評価の方法

中間テスト�回60％、期末テスト20％、授業への貢献度20％とし、総合的に評価します。

その他

1488_14D20505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 藤 井 宏 尚

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語文法の基礎を学びながら、語彙も増やしていく。動詞を中
心とした学習を通して、できるだけ多くの練習問題を解く。文法の説
明のための簡単な文の訳から出発し、文と文の連なりであるより複雑
な文章を読解する力をつけることをめざす。

授業内容

�.−�. 春学期導入とアルファベ
�.−�. 名詞の性数と冠詞
�.−�. 主語人称代名詞と動詞 etre/avoir
�.−	. 形容詞と第一群規則動詞

.−10. 否定文と疑問文
11.−12. 指示形容詞と提示の表現
13.−14. 所有形容詞と疑問形容詞
15.−16. 動詞 aller/venir と前置詞
17.−18. 疑問代名詞と疑問副詞
19.−20. 比較級/最上級と第二群規則動詞
21.−22. 命令形と非人称表現
23.−24. 補語人称代名詞と強勢形
25.−26. 過去分詞と複合過去(�)
27.−28. 過去分詞と複合過去(�)

履修上の注意

基本的には受講者の自主性を重んじるので，積極的な態度で授業に臨
んでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

基本的には復習を中心に考える。問題演習、発音練習、動詞活用テス
ト等、さまざまな課題にしっかり取り組んでもらいたい。各課ごとに
実施する復習テストを重視する。

教科書

「新システマティック・フランス語文法」(早美出版社）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度20％＋課題提出20％＋各課復習テスト60％

その他

フランス語検定を受ける学生はフォローする。
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科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 瀧 川 広 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初めてフランス語を学ぶ学生を対象に、初級会話・講読を学ぶ授業です。
世界には多様な文化や歴史、そして言語があります。交通網や情報網の発達によっ
て外国の人々や文化に接する機会がますます増えてきましたが、それに応じて、相互
理解の必要性もまた高まっています。ある国を知ろうと思ったら、まずその国の言語
に触れてみることです。言語の背景にはその国の文化や歴史が潜んでいるのです。新
しい外国語を学ぶにあたってはいろいろなアプローチの仕方がありますが、この授業
は、初歩的な会話や基本構文を学んでフランス語のコミュニケーション能力を養い、
フランス語やフランス文化への親しみと理解を育むことを目的としています。
春学期の到達目標は、�）フランス語の音に慣れ、綴り字の読み方の規則を覚える、

�）数詞�〜60までを言えて聞き取れる、�）フランス語の基本的構造と初級文法の
基礎を理解する、�）フランス語で挨拶や自己紹介ができる、�）フランス、フラン
ス文化に親しむの�点です。

授業内容

第�回：授業・辞書説明、アルファベ、母音、�課：Vous connaissez la France ?
第�回：単母音、�課：挨拶、�課：Profil、Conversation音読、名詞の性数、冠詞�

〜10
第�回：複母音、�課：前置詞と定冠詞の縮約、主語人称代名詞、Exercices,

Conversation
第�回：鼻母音、�課：Travaux Pratiques�（以下TPと略）、�課：Profil、動詞

etre,avoir、11〜20、TP2
第�回：半母音�、�課：形容詞（�）、所有形容詞、提示の表現、Exercices、
第�回：半母音�、�課：Conversation、�課：Profil、形容詞（�）、, Exercices
第�回：子音�、�課：-er動詞、指示形容詞、強勢形、、Exercices
第	回：子音�、�課：Conversation、TP3、 �課：Profil、否定文、Exercices
第
回：子音�、�課：avoir＋無冠詞名詞Exercices、、
第10回：子音�、�課：中性代名詞en(�), -er動詞の変則、Exercices
第11回：重子音、�課：avoir＋無冠詞名詞、Conversation4、数詞21〜60, TP4
第12回：複子音、�課疑問文、faire, prendre, partir, Exercices,
第13回：�課：中性代名詞y(�)、非人称構文(�)、Conversation5, TP5
第14回 a：春学期総まとめ

b：試験

履修上の注意

教科書は、�人の日本人女子学生が初めてパリを訪れる設定で、各課、見開きの
Profil（パリの情報とクイズ）、旅行でも役立つ初級会話と語彙、文法説明、筆記練習問
題、聞き取り練習問題の�ページ仕立てです。綴り字の読み方、文法説明、練習問題
などを補う補助プリントも使用しながら教科書に沿って進み、適宜、動詞活用や重要
構文等の小テストを行い、シャンソンや映像を鑑賞する機会も設ける予定です。
講義スケジュールには文法項目が並んでいますが、文法の講義科目ではありません。
授業の中心は、皆さんの「聞く・読む・書く・話す・覚える」といった作業です。間
違いを恐れず、元気に積極的かつ能動的に授業に参加してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

この授業では予習よりも復習に重点をおいてください。授業前には必ず課題を
チェックしたり小テストに備えて勉強し、授業後はその回に学んだ事項が理解できて
いるか確認し、覚えるべきことはしっかり覚えましょう。疑問点を見つけたら放置せ
ず質問してください。
外国語はとにかくまず「習うより慣れよ」です。フランス語に興味を持って、フラ
ンス語に触れる時間を多く持つことが上達の早道です。�日に�，�回教科書を音読
するだけでも違います。毎日の積み重ねが大事ですので、添付CDも活用して家での学
習を心がけてください。

教科書

『新・はじめてのパリ ─ 映像付き ─』 大津俊克他著 朝日出版社（定価2500円
＋税）

参考書

参考書は特には必要ありませんが、仏和辞典は授業時に使いますので必ず持参して
ください。辞書については最初の授業時に説明します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�） 平常点 40％ ・・・小テスト及び授業での発表や積極性、課題等の授業への
参加度
（�） 期末試験 60％

その他

1490_14D20507

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡA 小 谷 奈津子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初級文法と短い文章や会話表現を学びながら、言葉のしくみを理解
していきます。仏和辞典を引いて語彙を調べられる、基本的な動詞が
活用できる、フランス語の発音に慣れて日常的なフレーズが言えるよ
うになることを目指します。言葉を通して、フランスの社会や文化に
も関心を広げていきましょう。

授業内容

［第�回］a: イントロダクション、b：アルファベ、あいさつ表現
［第�回］�課 名詞、冠詞、提示表現、国名、練習
［第�回］練習・Par coeur
［第�回］�課 主語人称代名詞、-er動詞、曜日、数詞、練習
［第�回］練習・Par coeur
［第�回］�課 動詞etre、形容詞、国籍、職業
［第�回］練習・Par coeur
［第	回］�課 動詞avoir、否定文、疑問文
［第
回］練習・Par coeur
［第10回］�課 動詞prendre／faire、指示形容詞、所有形容詞
［第11回］練習・Par coeur
［第12回］�課 動詞aller／venir、近接未来／近接過去、疑問副詞
［第13回］練習・Par coeur
［第14回］a: 定期試験、b: まとめ

履修上の注意

連絡はクラスウェブで行うので、毎回確認してください。
授業には仏和辞典を必ず持参すること。初回授業で案内します。
音読にも時間をとるので、間違いを恐れず声を出して積極的に参加

しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、教科書に指示されている音声ダウンロードURLから、前
もって録音を聞いておきましょう。繰り返し何度も聞いているうち
に、フランス語のリズムにも慣れていきます。単語は辞書をひいて調
べておくこと。
授業の後で、その日学んだ文法事項や表現を復習してしっかり確認

しましょう。覚えることが多いので、日々の積み重ねが重要です。
以上の準備学習には毎週�時間は必要です。

教科書

『エスプラナード�』、久富、小谷、森著、（朝日出版社）

参考書

必要とあれば授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表・課題提出・小テスト）60％、定期試験（筆記）40％で
評価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。

その他
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1491_14D20581

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Nous allons tenter de lire des textes de l'écrivain Georges Pérec en

essayant �) de les imiter, �) d'y réfléchir, �) d'en discuter.

Selon les niveaux et les besoins des participants, nous ferons des

excursions dans la presse française et parlerons également d'autres

sujets susceptibles de vous intéresser.

授業内容

�) Présentation du cours

�) Présentation de Pérec

�) "De quelques emplois du verbe habiter" Lecture, discussion

�) "La chambre" Lecture, discussion

�) "La chambre" lecture, discussion

�) "Trois chambres retrouvées", lecture, discussion

�) Imitation de la chambre

	)-12) "12 regards obliques" lecture, discussion

13)-14) discussion sur la mode

履修上の注意

Bien préparer les textes à lire. Les relire après le cours. Je ferai des

dictées. Poser des questions à tout moment. Participer au cours en

s'exprimant en francais et en japonais aussi.

準備学習（予習・復習等）の内容

Bien préparer les textes à lire. Les relire après le cours. Apprendre

aussi à rédiger des textes en français.

教科書

Photocopies

参考書

Tous les livres de Pérec et sur Pérec.

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Participation aux cours 70% + travail final 30%

その他

1492_14D20601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際
的な舞台で広く使用される言語の一つであり、習得すると可能性や世界が広がりま
す。
春学期の後を受けて、この授業では、様々な時制の出てくる初級文法後半程度の
知識を身につけ、時制の混ざった文章が読めるようになることを目指します。そし
て、フランスのテレビ・ニュースなども時々視聴し、フランスの文化・生活の一端
にも触れていきましょう。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定�級〜�級程度の力が身につくことを目指す。

授業内容

受講者の習熟度を見ながら進めますが、各回の内容を文法事項で示すと次のように
なります。

第�回 il y a〜とje voudrais〜の表現、定冠詞の縮約
第�回 補語人称代名詞
第�回 代名動詞
第�回 中性代名詞y、動詞vouloir
第�回 非人称構文、命令形
第�回 感嘆文、部分冠詞
第�回 中性代名詞en、数量の表現
第	回 比較級
第
回 直説法単純未来形
第10回 直接法複合過去形
第11回 直説法半過去形
第12回 条件法現在
第13回 接続法現在
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあるので、指名には
積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、この発表や問題演習でがんばりま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょう（辞書を引
いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく復習しましょう。

教科書

『パリ・ボルドー』藤田裕二著（朝日出版社）

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験…80％（中間、期末の�回）、平常点…20％（和訳の発表、受講態度など）
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。
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1493_14D20602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 齋 藤 弘 崇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

短い会話文を読みながらフランス語コミュニケーションの基礎を学び
ます。フランス語を用いたコミュニケーションを学ぶことが中心の授
業ですが、基本的な文法事項についても演習問題を行いながら身につ
けていきます。ヨーロッパ言語共通参照枠A2レベルに到達すること
を目指します。

授業内容

第�回：春学期の復習
第�回：日常生活について話す／曜日・時刻の表現
第�回：さまざまな動詞の活用／部分冠詞
第�回：季節・年月日／値段についての表現
第�回：複合過去形を用いた表現
第�回：過去の出来事について話す／体調に関する表現
第�回：半過去形／複合過去形と半過去形の使い分け
第	回：情報を読み取り比較する／天気に関する表現
第
回：比較級と最上級
第10回：可能・願望・義務を表す表現
第11回：単純未来形／指示形容詞
第12回：身近な人へのインタヴュー／交通手段について話す
第13回：疑問詞／接続詞
第14回：「a:試験 b:正答解答」

履修上の注意

春学期、秋学期を通じての履修が望ましいです。

準備学習（予習・復習等）の内容

各課に練習問題が課されているのできちんと復習をした上で次回授業
に臨むようにし、講義には教科書を必ず持参すること。また、必要に
応じて適宜プリントを配布します。

教科書

『アクティヴ！ �』、今中舞衣子・中條健志、白水社

参考書

『でる順 仏検単語集 �級〜2級準備レベル』、久松健一、駿河台出版
社
『コフレ フランス語基礎単語集』、杉山香織、朝日出版社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席�分の�以上で定期試験の受験資格を得る。平常点（出席、小テ
スト、発表）30％、定期試験70％

その他

特にありません。

1494_14D20603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 津 田 峰 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

第一に、初学者には難所のひとつであるフランス語の音と綴りの関係を学び身に着け、いずれ
平易な文章を自力で発音できるようにする。
次に、フランス語習得の要ともなる「動詞の活用」 (主語代名詞による動詞の変化)に関して
は、毎回小テストを実施し、一定の規則性の定着と暗記を徹底する。
また、基本的な文法事項(仏検�級・�級合格程度)は簡単な日常表現と合わせて理解し、辞書
に親しみつつ、新しい語彙を増やしていくことを授業目標とする。

授業内容

毎回授業冒頭に、動詞活用小テスト(�分)、発音トレーニング(�分)を実施する。授業を補足
するものとして、聞き取り、文法等の宿題プリント、動詞活用反復練習レポートを提出しても
らう。

第�回；夏休み宿題の解説、時間について、秋学期授業概要
第�回；数量を表す(文法中心)
第�回；数量を表す(会話)
第�回；紹介する(文法中心)
第�回；紹介する(会話)
第�回；一日を語る(文法中心)
第�回；一日を語る(会話)
第	回；頼む、命令する(文法・会話)
第
回；未来のことを語る（文法・会話）
第10回；過去のことを語る�〔複合過去〕（文法中心）
第11回；過去のことを語る�〔複合過去〕（会話）
第12回；過去のことを語る�〔半過去・大過去〕（文法中心）
第13回；過去のことを語る�〔半過去・大過去〕（会話）
第14回；a.試験

b.フランス語学習の意義

履修上の注意

�) 最低限の予習（単語調べ、付属CDを聴くなど）、復習、宿題提出、小テスト参加を欠かさ
ないこと。
�) 飲食、私語、携帯電話の使用等、授業の妨害になる行為は一切禁止。
�) 積極的授業参加が認められない場合(準備学習の不足、小テスト不参加、宿題未提出、居眠
りも含め)、欠席扱いとする。
改善が認められない時には、授業への出席を一切許可しない。
�) 講義中の入室、退室は原則として認めない。
�) テキストはもちろん、「（紙媒体の）中辞典」も必ず携帯すること。(「紙媒体の辞書」の恒
常的な形態不備も減点、もしくは欠席扱いとする。)

フランス語に関する質問・相談などは、授業後、 またはクラスウェブ上「質問相談」欄で受け
付ける。

「クラスウェブに関して」
クラスウェブ上で連絡等行うこともあるので、「授業お知らせ」などに注意すること。
「クラスウェブ上での宿題提出」の際は、教員からの「フィードバックコメント」を必ず確認す
ること。

準備学習（予習・復習等）の内容

�) 配布する発音トレーニング表を使い、フランス語の発音規則に慣れる努力をする。
�) 新しい言語の習得のため、意識的に紙媒体の辞書を引く。
�) 次回の授業に該当する範囲のテキストをノートに写し、日本語訳をつけておく。
�) 単語熟語ノートの作成等、段階的に語彙を増やしていく。
�) 聴き取りの宿題に対応できるよう、テキスト付属のCDを繰り返し聞き、声に出してみる。
�) 小テストの予習復習を通して、動詞活用を暗記する。

教科書

『新・東京─パリ初飛行』、藤田祐二、藤田知子、Sylvie Gilbert著、（駿河台出版社）。
必ず、事前に購入しておくこと。

参考書

辞書は、電子辞書、簡易なポケット辞典でなく、必ず紙媒体の中辞典(古書可)を使用すること。
ガイダンスでの説明を聞いた後に、辞書は購入すること。

推奨辞書；「ディコ仏和辞典」白水社 、「プチ・ロワイヤル仏和辞典」（旺文社）、「クラウン仏
和辞典」（三省堂）
(注意点) ただし「ベーシッククラウン仏和・和仏辞典」は、�年次まで使用することを考え
推奨しない。

課題に対するフィードバックの方法

実施した小テストや提出された宿題は、�週間後の授業時に返却、必要に応じて解説する。

成績評価の方法

毎回実施する小テストの結果を含む授業参加態度(30%)、定期テストの結果70%を合わせて評価
する。
テキストや辞書を忘れる、宿題未提出、理由のない遅刻、居眠りは減点対象、もしくは欠席扱
いとなる。
なお正当な理由のない欠席、遅刻が半期�回以上の学生には、定期テストの受験資格を与えな
いので注意すること。

その他

受講者には、積極的な授業参加だけでなく、辞書を引く、付属のＣＤを聞き声に出して読む、
繰り返し書く等、自宅での学習時間確保が必須であることを明記しておきたい。
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1495_14D20604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 八 木 淳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
フランス語の初級文法の後半つまり過去形の一つである「半過去」から「直接話法と間接
話法」までの各事項を説明し，練習問題の演習を通して習熟度を高めて行きます。また，
和訳問題を解いてもらい，応用力を養います。
《到達目標》
フランス語の文章読解や会話に必要な初級文法（後半）の習得を目ざします。単に文法規
則を覚えるだけでなく，平易な文章が理解できるような読解力を身につけます。

授業内容

以下の項目に従い、まず、文法規則の説明をします。次に、練習問題を通して、理解を深
めます。さらに、文章読解により、応用力を高めます。
第�回：半過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行います。
第�回：受動態を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行います。
第�回：�つの基本的な関係代名詞を習得します練習問題を解いてもらい，答え合わせと

解説を行います。。
第�回：形容詞と副詞の比較級と最上級を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合

わせと解説を行います。
第�回：中性代名詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第�回：単純未来を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第�回：直説法前未来を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行い

ます。
第	回：過去分詞の形容詞的用法を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと

解説を行います。
第
回：条件法過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第10回：様々な不規則動詞を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を

行います。
第11回：接続法過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第12回：強調構文を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。
第13回：直説法前過去を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行い

ます。
第14回：時制の一致を習得します。練習問題を解いてもらい，答え合わせと解説を行いま

す。秋学期のまとめをします。

履修上の注意

フランス語の学習は、ほとんどの生徒にとってゼロからのスタートでしたが、秋学期から
も、同じ気持ちで望みます。授業は早い進度で進んで行きます。遅れぬよう、皆さんの積
極的な学習を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

《予習》
授業時間の最後に、あらかじめ次の授業の予定をお知らせします。教科書の所定箇所をよ
く読み、学習する事項を把握をしておいてください。（予習時間�時間程度。）
《復習》
授業で終了した事項について、確認のためのプリントを適宜配布します。教科書とノート
をよく読み、練習問題を解いておいてください。（復習時間�時間程度。）

教科書

『新システマティックフランス語文法』，倉方秀憲著，早美出版社。

参考書

『新フランス文法事典』、朝倉季雄著，白水社。
『現代フランス広文典』、目黒士門著，白水社。
『これならわかるフランス語文法』，六鹿豊著，NHK出版。
『コレクション・フランス語（�）：文法』，田島宏編，白水社。

課題に対するフィードバックの方法

習熟度を確認するため試験を合計�回実施しますが，各試験の後，同じ授業内で問題の詳
しい解説および関連する文法事項の復習を行います。

成績評価の方法

中間テスト�回60％、期末テスト20％、授業への貢献度20％とし、総合的に評価します。

その他

1496_14D20605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 藤 井 宏 尚

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

フランス語文法の基礎を学びながら、語彙も増やしていく。動詞を中
心とした学習を通して、できるだけ多くの練習問題を解く。文法の説
明のための簡単な文の訳から出発し、文と文の連なりであるより複雑
な文章を読解する力をつけることをめざす。

授業内容

�.−�. 半過去
�.−�. 大過去
�.−�. 受動態
�.−	. 関係代名詞

.−10. 比較級
11.−12. 最上級
13.−14. 中性代名詞
15.−16. 単純未来
17.−18. 前未来
19.−20. 現在分詞
21.−22. 条件法
23.−24. 接続法
25.−26. 前過去
27.−28. 話法

履修上の注意

基本的には受講者の自主性を重んじるので，積極的な態度で授業に臨
んでほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

基本的には復習を中心に考える。問題演習、発音練習、動詞活用テス
ト等、さまざまな課題にしっかり取り組んでもらいたい。各課ごとに
実施する復習テストを重視する。

教科書

「新システマティック・フランス語文法」(早美出版社）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度20％＋課題提出20％＋各課復習テスト60％

その他

フランス語検定を受ける学生はフォローする。
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1497_14D20606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 瀧 川 広 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続き、同じ教科書を用いてフランス語の初級会話と基本構文を学んで
いきます。
言葉はコミュニケーションの道具です。覚えて使えて初めて言葉として機能します。
会話に使える文章を覚えることはとても大事ですが、コミュニケーションの場面は無
数にあるので、ただ文章を丸暗記するだけでは不十分です。その文の構造を理解し、
単語を置き換えたりして他の類似の場面に応用できなければ、「話せる」ことにはなり
ません。そのためには文の構造を理解する必要があります。秋学期では、「使えるフラ
ンス語」を目指して春学期で学んだことをもう少し発展させて応用の幅を広げるとと
もに、フランス語やフランス文化への親しみと理解を深めることを目標としています。
今学期の到達目標は、�）フランス語のリズムに慣れ、文を音読できる、�）仏検

�級レベルの文法事項を会得する、�）簡単な実用会話ができる、�）�桁までの数
字を言えて聞き取れる、�）フランス、フランス文化への理解を深めるの�点です。

授業内容

第�回：a：イントロダクション（春学期復習）
b：�課：Profil

第�回：�課：aller, venir, vouloir、国名と前置詞、数詞61〜100、Exercices
第�回：�課：近い未来・近い過去・疑問形容詞、TP6、Exercices
第�回：�課：中性代名詞en, y（�）、非人称構文（�）、Exercices,、Conversation6
第�回：�課：Profil、finir, connaitre, attendre、目的語となる人称代名詞�
第�回：�課：目的補語となる人称代名詞�，命令形、Exercices
第�回：�課：TP7、Conversation �、	課Profil
第	回：	課：pouvoir, devoir, voir、疑問代名詞、Exercices
第
回：	課：疑問副詞、ExercicesExercices、TP8、
第10回：文の読み方�、	課：Conversation	、
課 Profil、過去分詞
第11回：文の読み方�、
課：複合過去形、Exercices, TP9
第12回：
課：受動態、Exercices, TP9、Conversation9
第13回：10課：Profil、代名動詞
第14回 a：総まとめ

b：試験

履修上の注意

春学期と同じ教科書を使い、補助プリントも活用しながら同じ手順で教科書に沿っ
て進み、適宜小テストを行います。春学期同様、皆さんの作業が授業の中心になりま
すから、今学期も元気に積極的に授業に参加し、目、耳、口、手、そしてもちろん頭
を大いに働かせてください。わからないことは放置せず、どんどん質問しましょう。
またシャンソンや映像鑑賞の機会も設ける予定です。

準備学習（予習・復習等）の内容

まずは長い夏休み期間に春学期で学んだことを忘れてしまわないよう、休み中に春
学期の復習をしておいてください。
秋学期も春学期と同じように、授業前は必ず課題をチェックしたり小テストに備え
て勉強し、授業後はその課で学んだことを確認し、覚えるべきことは確実に覚えま
しょう。今学期の学習事項は、春学期で学んだことを土台として段々と発展していき
ますから、ますます自宅学習が大切になってきます。事前、事後学習にしっかりと取
り組んでください。音読は復習にも予習にも役立ちます。
とはいえ、楽しみながら学ぶ姿勢が一番大事です。フランス語の歌を聞いたり、映

画を見たり、お菓子や料理を味わったり、興味の幅をいろいろ広げてみましょう。フ
ランス語は予想以上に私たちの生活の中に入ってきています。身近なフランス語を探
してみるのも面白いですよ。

教科書

春学期と同一教科書
（『新・はじめてのパリ −映像付きー 』 大津俊克他著 朝日出版社 定価2500円＋
税）

参考書

参考書は特には必要ありませんが、仏和辞典は授業時に使いますので必ず持参して
ください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

（�） 平常点 40％ ・・・小テスト、授業での発表や積極性、課題等の授業への参
加度
（�）期末試験 60％

その他

1498_14D20607

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅡB 小 谷 奈津子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続き、初級文法と短い文章や会話表現を学びながら、
言葉のしくみを理解していきます。仏和辞典を引いて語彙を調べられ
る、基本的な動詞が活用できる、フランス語の発音に慣れて日常的な
フレーズが言えるようになることを目指します。実用フランス語検定
�級に挑戦できるだけの力をつけていきます。言葉を通して、フラン
スの社会や文化にも関心を広げていきましょう。

授業内容

［第�回］春学期の復習
［第�回］�課 補語人称代名詞、疑問代名詞、疑問形容詞
［第�回］練習・Par coeur
［第�回］	課 比較級と最上級、命令形、花、動詞attendre／voir
［第�回］練習・Par coeur
［第�回］
課 過去分詞、複合過去形、動詞ecrire／lire
［第�回］練習・Par coeur
［第	回］10課 代名動詞、代名動詞の複合過去、一日の時の表現
［第
回］練習・Par coeur
［第10回]11課 半過去、中性代名詞
［第11回］練習・Par coeur
［第12回］12課 関係代名詞、強調構文、動詞pouvoir／vouloir
［第13回］練習・Par coeur
［第14回］a: 試験、ｂ：まとめ

履修上の注意

連絡はクラスウェブで行うので、毎回確認してください。
授業には仏和辞典を必ず持参すること。
音読にも時間をとるので、間違いを恐れず声を出して積極的に参加

しましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に、教科書に指示されている音声ダウンロードURLから、前
もって録音を聞いておきましょう。繰り返し何度も聞いているうち
に、フランス語のリズムにも慣れていきます。単語は辞書をひいて調
べておくこと。
授業の後で、その日学んだ文法事項や表現を復習してしっかり確認

しましょう。覚えることが多いので、日々の積み重ねが重要です。
以上の準備学習に毎週�時間は必要です。

教科書

『エスプラナード�』、久富、小谷、森著、（朝日出版社）

参考書

必要とあれば授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（発表・課題提出・小テスト）60％、定期試験（筆記）40％で
評価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。

その他
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1499_14D20681

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 根 本 美作子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

Nous allons utiliser un manuel français, " Culture générale et
expression - BTS 1re année" pour s'interroger sur la société et le
monde d'aujourd'hui.
Le manuel réunit des documents textuels et iconographiques autour
de 
 problématiques :
9THÈMES CONTEMPORAINS
- Peut-on encore croire les médias ?
- Les liens sociaux à l'heure du numérique
- Au cœur des banlieues
- Peut-on être heureux au travail ?
- Les rapports entre générations
- Quel est le rôle de lʼhomme dans lʼavenir de la planète ? e Le voyage
à lʼheure de la mondialisation
- La femme est-elle enfin lʼégale de lʼhomme ?
- Peut-on vraiment tout dire ?
Je me réserve cependant le droit de changer de programme selon le
niveau et le nombre de participants.

授業内容

�) -�) Peut-on encore croire les médias ?
�) -�) Les liens sociaux à l'heure du numérique
�) -
) Au cœur des banlieues
10) Peut-on être heureux au travail ?
11)-12) Les rapports entre générations
13)-14) La femme est-elle enfin lʼégale de lʼhomme ?

履修上の注意

Bien préparer les textes. Les relire, poser des questions. S'exprimer en
cours. Je ferai des dictées, et vous demanderai aussi de me remettre
régulièrement des résumés des textes qu'on aura lus.

準備学習（予習・復習等）の内容

Bien préparer les textes. Les relire, poser des questions. S'exprimer en
cours. Je ferai des dictées, et vous demanderai aussi de me remettre
régulièrement des résumés des textes qu'on aura lus.

教科書

Culture générale et expression - BTS 1re année, coll. " étonnants
classiques", Flammarion, ISBN :9782080254634

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

Participation aux cours 70% + travail final à remettre 30%

その他

1500_14D20701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 永 倉 千夏子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜概要＞
aモジュールでは、文法を復習し、より応用的な演習を行う。
bモジュールでは、12のテーマから現代フランスの社会、文化を取り上げた文章を読む。
それについての設問に答える。必要な語彙、文法事項は適宜、補い、練習する。取り上げ
られた文化などについて、補足説明を行う。

＜到達目標＞
aモジュールでは、文法を復習し、より多様な場面でフランス語が使えるレベルを目指す。
bモジュールでは、紹介文程度の記事を読み、それについての設問に答えられるようにす
る。フランス語での設問にフランス語で答えられるレベルを目指す。

授業内容

第�回：a: イントロダクション〜授業の進め方、テキストを読む前に確認しておきたいポ
イント
b: �年次に習った動詞の活用の確認テストと解答

（第�群規則動詞、avoir, être, faire, prendre, aller, venir, vouloir, pouvoirの直説法現在）
第�〜�回：a : 倒置疑問文、疑問詞を使う疑問文の復習と演習

b : 第�章 制服への回帰？
第�回：a : 命令文の復習と演習

b : 第�章の設問
第�〜�回：a : 複合過去の復習と演習

b : 第�章 バカロレア改革と大学入試改革
第�回：a : 半過去の復習と演習

b : 第�章の設問
第	〜
回：a : 単純未来、前未来の復習と演習

b : 第�章 ラグビー、新たな人気スポーツ？
第10回：a : 受動態の復習と演習

b : 第�章の設問
第11〜12回：a : 関係代名詞、指示代名詞の復習と演習

b : 第�章 フランスはスタートアップの国？
第13回：a : 比較級と最上級の復習と演習

b : 第�章の設問
第14回：a: 定期試験

b: 春学期の振り返りと定期試験の解答解説

履修上の注意

文法事項、読解のためのヒント、追加の設問などの授業資料は、あらかじめパワーポイン
トなどのファイルでクラスウェブにアップされる。必ずダウンロードして指示された問題
に取り組んでおくこと。
授業後は、指示された課題をクラスウェブから提出すること。
授業内での活動（音読、訳、設問への解答、グループ会話など）、および課題提出が平常
点のポイントとなる。

教科書と辞書は必携。必要があれば�年次に使用した文法の教科書も参照することが望ま
しい。
秋学期にフランス語IIIBを履修することが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業資料は必ずクラスウェブからダウンロードし、視聴して、予習用課題に取り組んでお
くこと。
授業後は、指定された課題をクラスウェブから提出すること。

教科書

「12テーマでわかるフランス事情 ［改訂版］」、岡見さえ、ミカエル・デプレ著、白水社

参考書

�年次で使用した仏和辞典

課題に対するフィードバックの方法

授業内で解答できなかったものはクラスウェブの「授業内容・資料」欄にアップされる。
質問・連絡等の宛先は、課題にメールアドレスが記載されている。

成績評価の方法

定期試験40％＋平常点60％
平常点は、毎週の課題提出、授業中の発表などからなる。

その他
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1501_14D20702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 久 保 みゆき

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
この授業では�年生で学んだ文法を復習しながら、平易なフランス語の文章を読んでいきま
す。「フランス語を読む」といっても辞書を丹念に引きながらというのではなく、実際に声
を出して何回も読む「シャドーイング」を繰り返すことでネイティヴのフランス人にも理解
できるような発音を習得し、フランス語を理解しようという授業です。発音を通して「読
む」「聞く」力を強化し、「単語」の表現などの言い換え練習を通して「話す」能力につなげ
ていきます。

《到達目標》
中級の文法の習得と、簡単なフランス語の文章を発音・理解できることを目標にします。

授業内容

第�回：Leçon � 単語と発音 テキスト�のシャドーイング l.1 文法：être, avoir、理由・
原因を表す接続詞

第�回：テキスト�訳とシャドーイング l.2文法：日常生活で頻度の高い-er動詞、時刻の
表現

第�回：Leçon � 単語と発音 テキスト�のシャドーイング
l.3 文法：aller, venir、quelque choseとrien、直説法複合過去と直説法半過去

第�回：テキスト�訳とシャドーイング l.4 文法：前置詞àとde、条件法現在、時を表す接
続詞

第�回：Leçon � 単語と発音 テキスト�のシャドーイング
第�回：テキスト�訳とシャドーイング l.5 文法：前置詞enとdans、中性代名詞enとy、

avec＋無冠詞名詞＝副詞
第�回：Leçon � 単語 テキスト�のシャドーイング
第	回：テキスト�訳とシャドーイング l.6 文法：直説法単純未来、非人称表現
第
回：Leçon � 単語 テキスト�のシャドーイング
第10回：テキスト�訳とシャドーイング l.7 文法：不定法、直説法大過去
第11回：Leçon � 単語 テキスト�のシャドーイング
第12回：テキスト�の訳とシャドーイング Leçon � 単語 テキスト�のシャドーイング
第13回：テキスト�の訳とこれまでのまとめ
第14回：a.試験 b.解説

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

以下に当てはまる場合は総合評価から減点します。

ー理由のない欠席：マイナス�点
ー対面授業で授業で使う教材を持参していない（事前にコピーを用意している場合は可）：
マイナス�点
（資料は�度しか配布しません。配布された資料は各自管理してください。）
ー宿題をやっていない（他人の宿題をコピーした場合も含む）：マイナス10点
ー出席しても参加していない（説明・他の人の発言を聞いていない・居眠りなど）：マイ

ナス10点

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習の内容
教科書の範囲を音声を聞きながら同じスピードで読めるように練習しておいて下さい。

復習すべき内容
授業中に練習問題を行う予定です。授業中にできなかったところは必ず次回の授業までに
やっておいて下さい。

教科書

『ル・コリエ』、小川・メルメ・フロランス、朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業中に解説をします。聞き取り問題については、Oh-o!Meijiの「アンケート」機
能を使ってフィードバックを行います。

成績評価の方法

14回の授業のうち11回以上の出席者のみを評価対象とします。

理由なく欠席した授業の提出課題は評価しません。

続けて�回以上欠席した場合、理由なく�回以上欠席した場合は評価しません。

授業への貢献度（40％）と期末テスト（60%）で評価します。

その他

1502_14D20703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 齋 藤 弘 崇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次で学んだフランス語文法の知識に基づいてテクスト講読を中心
に行います。初級文法の基礎を復習しつつ、フランスのさまざまな時
事問題について理解を深めます。フランスについての理解を深めると
ともに日本を相対的に捉え直し、それらの違いについて簡潔なフラン
ス語で表現できるようになることを目指します。

授業内容

第�回：イントロダクションと基礎文法の復習
第�回：光の都市① [歴史]
第�回：光の都市②
第�回：Z世代① [社会学]
第�回：Z世代②
第�回：レイモン・ラディゲ① [文学]
第�回：レイモン・ラディゲ②
第	回：貧困と富裕① [社会]
第
回：貧困と富裕②
第10回：2022年 大統領選挙① [政治]
第11回：2022年 大統領選挙②
第12回：コーヒー① [社会／ガストロノミー]
第13回：コーヒー②
第14回：「a:試験 b:正答解答」

履修上の注意

授業の進度はあくまでも目安なので、学習状況に応じて読む単元が前
後する可能性があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

講読中心の講義ですが毎回訳読や文法演習問題を行うので、予習をし
て教科書と辞書は必ず持参すること。また、必要に応じて適宜プリン
トを配布します。

教科書

『A la page / varietes francaises 2023 時事フランス語2023年度版』、
石井洋二郎、朝日出版社

参考書

授業中に適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席�分の�以上で定期試験の受験資格を得る。平常点（出席、小テ
スト、発表）30％、定期試験70％

その他

特にありません。
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1503_14D20704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。
また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際的な舞台で広く使

用される言語の一つです。習得すると可能性や世界が広がりますが、二年目の皆さ
んは、その魅力とともに、苦手な点やわかりづらい部分も感じていることでしょう。
この授業では、初級を補強しつつ、中級への橋渡しを目指します。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定�級〜準�級程度の力が身につくことを目指
す。

授業内容

一年次の初級文法を復習しながら、より発展的な読解や会話を学びます。各回の
テーマを文法事項で示すと、次の通りです。

第�回 綴り字の読み方
第�回 名詞の性と数
第�回 冠詞（不定冠詞、部分冠詞、定冠詞）
第�回 基本動詞の活用
第�回 規則動詞
第�回 疑問形、否定形
第�回 疑問文に対する答え、指示形容詞
第	回 形容詞の位置と女性形、名詞・形容詞の複数形
第
回 動詞aller/ venirと、近接未来、近接過去
第10回 前置詞と定冠詞の縮約、疑問形容詞
第11回 命令形
第12回 所有形容詞、時間の表現
第13回 比較級、最上級
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあるので、指名には
積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、この発表や問題演習でがんばりま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょう（辞書を引
いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく復習しましょう。

教科書

『パリ-ブルゴーニュ』藤田裕二著（朝日出版社）

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験（中間・期末の�回）…80％、平常点（和訳の発表、受講態度など）…20％。
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。

1504_14D20705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 瀬 川 愛 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

講義では、まず、演習形式で教科書のフランスおよびフランス語圏の時
事トピックを音読・訳読します。
続いて、Exercice を通して本文内容や文法事項を確認します。
発音などフランス語の基礎の復習も適宜行います。

到達目標：
①本文を正しく音読できる。
②時事内容を理解し、関連する項目や日本からの視点などと繋げて、自
ら考えを深められる。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：1. 光の都市 (�)
第�回：1. 光の都市 (�)
第�回：Exercice・解説
第�回：5. 2022年大統領選挙 (�)
第�回：5. 2022年大統領選挙 (�)
第�回：Exercice・解説
第	回：6. コーヒー (�)
第
回：6. コーヒー (�)
第10回：Exercice・解説
第11回：8. フランスにおける漫画 (�)
第12回：8. フランスにおける漫画 (�)
第13回：Exercice・解説
第14回：a:まとめ、b:試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

フランス語の辞書を持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：この教科書には音源がついています。必ず授業の前に音源を聴
き、実際に声に出して読んでおきます。
知らない語句の発音や意味を辞書で調べる習慣をつけましょう。

復習：教科書の文法事項のおさらいをしましょう。

教科書

『時事フランス語 À la page 2023』朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

解説や講評等は、授業内もしくはOh-o! Meiji上で行う。

成績評価の方法

平常点40%（授業への参加度、課題、小テスト）、試験60％

その他

許可なく授業の録画、録音、撮影はできません。
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1505_14D20706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

読解の基礎となる文法をしっかりと身につけることを目的とした授業である。テ
キストを読み解きながら,初級レベルの文法事項を復習するとともに,中級レベルの文
法を学ぶ。文法の練習問題を中心に, 語彙・作文・表現練習を行う。

授業内容

教科書の第�課〜第�課を読む。各課を�回に分けて、次のような流れで進める。

�回目
・本文の訳読
・本文の内容確認
・作文練習

�回目
・文法の復習
・文法の練習問題
・聞き取り問題

第�回 ガイダンス(授業の進め方，成績評価の方法など), 参考文献の説明。
初級文法の復習�

第�回 初級文法の復習�
第�回 第�課 La passion du sport
第�回 第�課 La passion du sport 続き
第�回 第�課 La lutte contre le gaspillage
第�回 第�課 La lutte contre le gaspillage 続き
第�回 第�課 L'egalite femmes-hommes
第	回 第�課 L'egalite femmes-hommes 続き
第
回 第�課 Pour ou contre les devoirs
第10回 第�課 Pour ou contre les devoirs 続き
第11回 第�課 Les bonnes manieres a table
第12回 第�課 Les bonnes manieres a table 続き
第13回 第�課 Vivement les vacances !
第14回 第�課 Vivement les vacances ! 続き

履修上の注意

フランス語の文法をひととおり終えていることを前提に行う。仏和辞書を毎回必
ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の準備として,訳読の予習とともに,指示された練習問題を解いておくこと。ま
た, 適宜ミニテストを行うので, 復習も怠らないこと。

教科書

Liliane LATTANZIO, 澤田直『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス14章 第
�版』三修社
ISBN978-�-384-23213-�
その他, 練習問題のプリントを使用する。

参考書

第�回の授業で，参考文献リストを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は,学期末試験と平常点（課題への取り組み,ミニテスト）にもとづいて評価す
る。試験50%，平常点50%。

その他

1506_14D20707

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年生のときにやり残した文法の復習をしながら、フランス語のテクストを読み解
いてゆきます。語彙を増やし、文法の復習をし、構文を見抜けるようになることを
目指します。予習の際には「意味」をとるだけでなく、動詞の分析、品詞、冠詞、
前置詞の働き、代名詞の指すものなどについて確認してくることが求められます。
文法的な問題がすべてクリアになるように授業を進め、随時、文法事項の練習問題
をおこないます。自分が読みそこねた時に、なぜ読みそこねたのかを理解できるよ
うにし、どうすれば読めるようになるのかのコツを身につけていってください。

授業内容

授業の流れは以下のようなものを予定していますが、変更の可能性もあります。
�．辞書の引き方・予習のしかたの説明
�．感染症の文学�：アン・グッドマン&ゲオルグ・ハレンスレーベン「リサのすて

きなスカーフ」
�．感染症の文学�：ラ・フォンテーヌ「ペストにかかった動物たち」
�．感染症の文学�：カミュ『ペスト』
�．パスカル「考える葦」（現在分詞／条件法／物主語構文／中性代名詞en／比較

級）
�．シャンソン「さくらんぼの実る頃」／パロディ「さくらんぼの種のできる頃」
（ジャック・プレヴェール）

�．ラ・フォンテーヌ「狼と子羊」（暗誦）
（le＋形容詞／未来形／祈願のque＋接続法／中性代名詞en／il faut˜／単純過去）

	．ルソー『告白』（�）「冒頭」（祈願のque／ce que…／tel que…／中性代名詞le／
比較級）／「ヴァランス夫人との出会い」：（半過去／単純過去／身体の部分を
示す定冠詞）


．ルソー『告白』（�）「シャルメット」：半過去／条件法／ce qui… , ce que…
10．ゾラ「オリヴィエ・ベカイユの死」（半過去と複合過去の使い分け／分詞構文／

知覚構文／関係副詞 ）
11．メリメ『カルメン』（単純過去／強調構文／未来形／中性代名詞le／物主語構文
／分詞構文）

12．スタンダール『赤と黒』（�）
（単純過去／接続法大過去／lequel, etc／間接人称代名詞／身体部位の定冠詞）
13．スタンダール『赤と黒』（�）
14．a．試験 b．解説

履修上の注意

毎回かならず辞書と文法書をもってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習をしてくることが出席の条件です。わからないところがあっても、どこがどう
わからなかったのかをきちんと言えるのであれば、予習をしてきたものとみなされ
ます。授業は、予習でわからなかったところをすっきりさせるための場だとお考え
ください。また、音読に自信のない箇所は、予習の際に、音の確認をすることを心
掛けてください。復習の際には、録音教材の後について、フランス語を繰り返す練
習をしてみてください。テクストを見ずにおこなうと、頭のなかでフランス語を組
み立てる訓練になります。

教科書

プリントで配布しますが、�年生のときに使用した文法の教科書は必ず持参してく
ださい。

参考書

杉山利恵子『ラジオまいにちフランス語 中級をめざす人のフランス語文法』（NHK
出版）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の発表・音読・予習状況（30%）、テスト（70%）

その他

昨年おこなった音読テストや暗唱テストがためになったという声が多かったので、
継続して行う。
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1507_14D20740

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 森 真太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

一、二年生で身につけたフランス語の能力をもう一度確認し、しっか
りした土台をつくるために努力していく。文法や会話の能力を向上さ
せ、中級レベルの読む力、聴解能力、話す力に結びつけていきたい。
授業中は、フランスの時事問題などの音声・動画も積極的に取り入れ
てゆく。このような学習を通じて、フランス文化や社会などについて
の知識を学びながら総合的なフランス語能力を涵養することを目指
す。

授業内容

第�回 : イントロダクション: 履修上の注意
第�回 : 初歩の確認（�）
第�回 : 初歩の確認（�)
第�回 : �課の学習
第�回 : 	課の学習
第�回 : 
課の学習
第�回 : 10課の学習
第	回 : 11課の学習
第
回 : 13課の学習
第10回 : 14課の学習
第11回 : 15課の学習
第12回 : 総合的復習
第14回 : a. まとめ, b. 試験
＊進行内容は学生と協議して決める。上記は一例に過ぎない。

履修上の注意

遅刻は�回で�回にカウントする。欠席が三回以上になった場合は、
試験から減点が行われる。仏和辞典を必ず持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに、構文把握と単語の定着に時間を注いで欲しい。

教科書

藤田裕二他著『新東京 -パリ, 初飛行』(新装改訂三版）駿河台出版社
ISBN978-�-411-01137-�
＊必ず大学の書店を通じて買うこと。

参考書

授業中、随時指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（参加、レスポンス）、考査50％（小テスト等も含む）

その他

1508_14D20771

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢA 西 村 美 穂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

やさしいフランス語の文章を音読しながら，フランス語の仕組みを
理解する。

授業内容

① テクスト音読
② 文法確認
③ 仏会話・歌・詩などの聞きとり・音読
④ フランス語の暗記

［第�回] アルファべ
［第�回] 綴り字の読み方
［第�回] お名前は？
［第�回] 住んでいるところは？
［第�回] 何歳ですか？ 数字
［第�回] 何をしていますか？
［第�回] 好きですか？ 嫌いですか？
［第	回] 何曜日？
［第
回] ご家族は？
［第10回] 何をしますか？
［第11回] どこにいますか？
［第12回] 〜してください
［第13回] そちらの天気は？
［第14回] ａ．試験 ｂ．解説

履修上の注意

教室で指示する。

準備学習（予習・復習等）の内容

フランス語を，何度も繰り返し聴き，声に出す。

教科書

プリント

参考書

教室で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テストを含む）70％、定期試験30％

その他
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1509_14D20801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 永 倉 千夏子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜概要＞
aモジュールでは、文法を復習し、より応用的な演習を行う。
bモジュールでは、12のテーマから現代フランスの社会、文化を取り上げた文章を読
む。それについての設問に答える。必要な語彙、文法事項は適宜、補い、練習する。
取り上げられた文化などについて、補足説明を行う。

＜到達目標＞
aモジュールでは、文法を復習し、より多様な場面でフランス語が使えるレベルを目
指す。
bモジュールでは、紹介文程度の記事を読み、それについての設問に答えられるよう
にする。フランス語での設問にフランス語で答えられるレベルを目指す。

授業内容

第�〜�回：a: 直接目的語、間接目的語
b: 第�章 移民とフランスの文化

第�回：a : 中性代名詞
b : 第�章の設問

第�〜�回：a : 代名動詞、前置詞を伴う関係代名詞
b : 第�章 パリは緑の都？

第�回：a : 代名動詞、前置詞を伴う関係代名詞
b : 第�章の設問

第�回：中間試験
第	〜
回：a : 現在分詞、ジェロンディフ

b : 第	章 ファッションとメセナの伝統
第10回：a :単純過去

b : 第	章の設問
第11〜12回：a :条件法現在、条件法過去

b : 第10章 テレワーク、理想の働き方？
第13回：a : 直接話法と間接話法

b : 第10章の設問
第14回：a: 定期試験

b: 秋学期の振り返りと定期試験の解答解説

履修上の注意

文法事項、読解のためのヒント、追加の設問などの授業資料は、あらかじめパワー
ポイントなどのファイルでクラスウェブにアップされる。必ずダウンロードして指
示された問題に取り組んでおくこと。
授業後は、指示された課題をクラスウェブから提出すること。
授業内での活動（音読、訳、設問への解答、グループ会話など）、および課題提出が
平常点のポイントとなる。

教科書と辞書は必携。必要があれば�年次に使用した文法の教科書も参照すること
が望ましい。
秋学期にフランス語IIIAを履修していることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業資料は必ずクラスウェブからダウンロードし、視聴して、予習用課題に取り組
んでおくこと。
授業後は、指定された課題をクラスウェブから提出すること。

教科書

「12テーマでわかるフランス事情 ［改訂版］」、岡見さえ、ミカエル・デプレ著、白
水社

参考書

�年次で使用した仏和辞典

課題に対するフィードバックの方法

授業内で解答できなかったものはクラスウェブの「授業内容・資料」欄にアップさ
れる。
質問・連絡等の宛先は、課題にメールアドレスが記載されている。

成績評価の方法

定期試験40％＋平常点60％
平常点は、毎週の課題提出、授業中の発表などからなる。

その他

1510_14D20802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 久 保 みゆき

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

《授業の概要》
この授業では�年生で学んだ文法を復習しながら、平易なフランス語の文章を読んでいきます。「フ
ランス語を読む」といっても辞書を丹念に引きながらというのではなく、実際に声を出して何回も読
む「シャドーイング」を繰り返すことでネイティヴのフランス人にも理解できるような発音を習得
し、フランス語を理解しようという授業です。発音を通して「読む」「聞く」力を強化し、「単語」の
表現などの言い換え練習を通して「話す」能力につなげていきます。

《到達目標》
中級文法の習得と、簡単なフランス語の文章を発音・理解できることを目標にします。

授業内容

第�回：Leçon 	 単語 テキスト	のシャドーイング
文法：l.8 接続法、Siの構文、強調構文

第�回：テキスト	の訳とシャドーイング l.8の練習問題答え合わせ
Leçon 
 単語 テキスト
のシャドーイング
文法：l.9 受動態、否定、副詞-ment

第�回：テキスト
の訳とシャドーイング l.9の練習問題答え合わせ
Leçon 10 単語 テキスト10のシャドーイング
文法：l.10 直説法と接続法、指示代名詞、不定代名詞

第�回：テキスト10の訳とシャドーイング l.10の練習問題答え合わせ
Leçon 11 単語 テキスト11のシャドーイング
文法：l.11 使役動詞、代名動詞、ジェロンディフ

第�回：テキスト11の訳とシャドーイング l.11の練習問題答え合わせ
第�回：Leçon 	〜11のまとめ
第�回：Leçon 12 単語 テキスト12のシャドーイング

文法：l.12 neの省略、序数、関係代名詞quiとque
第	回：テキスト12の訳とシャドーイング l.12の練習問題答え合わせ

Leçon 13 単語 テキスト13のシャドーイング
文法：l.13 話法、等位接続詞と従位接続詞

第
回：テキスト13の訳とシャドーイング l.13の練習問題答え合わせ
Leçon 12、13のまとめ

第10回：Leçon 14 単語 テキスト14のシャドーイング
文法：l.14 倒置と挿入、deux pointsとpoint-virgule

第11回：テキスト14の訳とシャドーイング l.14の練習問題答え合わせ
文法：l.15 �つの文型、tout, toute

第12回：テキスト15の訳とシャドーイング l.15の練習問題答え合わせ
第13回：Leçon 14、15のまとめ
第14回：a. 試験 b. 解説

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

以下に当てはまる場合は総合評価から減点します。

ー理由のない欠席：マイナス�点
ー対面授業で授業で使う教材を持参していない（事前にコピーを用意している場合は可）：マイナ
ス�点
（資料は�度しか配布しません。配布された資料は各自管理してください。）
ー宿題をやっていない（他人の宿題をコピーした場合も含む）：マイナス10点
ー出席しても参加していない（説明・他の人の発言を聞いていない・居眠りなど）：マイナス10点

準備学習（予習・復習等）の内容

準備学習の内容
教科書の範囲を音声を聞きながら同じスピードで読めるように練習しておいて下さい。

復習すべき内容
授業中に練習問題を行う予定です。授業中にできなかったところは必ず次回の授業までにやっておい
て下さい。

教科書

『ル・コリエ』、小川・メルメ・フロランス、朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業中に解説をします。聞き取り問題については、Oh-o!Meijiの「アンケート」機能を使っ
てフィードバックを行います。

成績評価の方法

要入力14回の授業のうち11回以上の出席者のみを評価対象とします。

理由なく欠席した授業の提出課題は評価しません。

続けて�回以上欠席した場合、理由なく�回以上欠席した場合は評価しません。

授業への貢献度（40％）と期末テスト（60%）で評価します。

その他
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1511_14D20803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 齋 藤 弘 崇

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次で学んだフランス語文法の知識に基づいてテクスト講読を中心
に行います。初級文法の基礎を復習しつつ、フランスのさまざまな時
事問題について理解を深めます。フランスについての理解を深めると
ともに日本を相対的に捉え直し、それらの違いについて簡潔なフラン
ス語で表現できるようになることを目指します。

授業内容

第�回：イントロダクションと基礎文法の復習
第�回：欧州グリーン・タクソノミー① [エコロジー／エネルギー]
第�回：欧州グリーン・タクソノミー②
第�回：フランスにおける漫画① [文化／フランス・日本]
第�回：フランスにおける漫画②
第�回：トランスアイデンティティ① [社会]
第�回：トランスアイデンティティ②
第	回：文学賞① [文化／文学]
第
回：文学賞②
第10回：成人年齢① [社会／歴史]
第11回：成人年齢②
第12回：ペール＝ラシェーズ墓地① [歴史・観光]
第13回：ペール＝ラシェーズ墓地②
第14回：「a:試験 b:正答解答」

履修上の注意

授業の進度はあくまでも目安なので、学習状況に応じて読む単元が前
後する可能性があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

講読中心の講義ですが毎回訳読や文法演習問題を行うので、予習をし
て教科書と辞書は必ず持参すること。また、必要に応じて適宜プリン
トを配布します。

教科書

『A la page / varietes francaises 2023 時事フランス語2023年度版』、
石井洋二郎、朝日出版社

参考書

授業中に適宜指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席�分の�以上で定期試験の受験資格を得る。平常点（出席、小テ
スト、発表）30％、定期試験70％

その他

特にありません。

1512_14D20804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際
的な舞台で広く使用される言語の一つであり、習得すると可能性や世界が広がりま
す。
この授業では、春学期の後を受けて、引き続き初級を補強しつつ、中級フランス

語の定着を目指します。そして、フランスのテレビ・ニュースなども時々視聴し、
フランスの文化・生活の一端にも触れていきましょう。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定�級〜準�級程度の力が身につくことを目指
す。

授業内容

一年次の初級文法を復習しながら、より発展的な読解や会話を学びます。各回の
テーマを文法事項で示すと、次の通りです。

第�回 直説法複合過去形(前)
第�回 直説法複合過去形(後)
第�回 関係代名詞
第�回 疑問代名詞
第�回 補語人称代名詞
第�回 中性代名詞、指示代名詞
第�回 受動態、強調構文
第	回 代名動詞
第
回 直説法半過去形・大過去形
第10回 直説法単純未来形・前未来形
第11回 条件法
第12回 現在分詞、ジェロンディフ
第13回 接続法
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあるので、指名には
積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、この発表や問題演習でがんばりま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょう（辞書を引
いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく復習しましょう。

教科書

『パリ-ブルゴーニュ』藤田裕二著（朝日出版社）

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験（中間・期末の�回）…80％、平常点（和訳の発表、受講態度など）…20％。
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。
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1513_14D20805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 瀬 川 愛 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

講義では、まず、演習形式で教科書のフランスおよびフランス語圏の時
事トピックを音読・訳読します。
続いて、Exercice を通して本文内容や文法事項を確認します。
発音などフランス語の基礎の復習も適宜行います。

到達目標：
①本文を正しく音読できる。
②時事内容を理解し、関連する項目や日本からの視点などと繋げて、自
ら考えを深められる。

授業内容

第�回：イントロダクション
第�回：10. 文学賞 (�)
第�回：10. 文学賞 (�)
第�回：Exercice・解説
第�回：11. 成人年齢 (�)
第�回：11. 成人年齢 (�)
第�回：Exercice・解説
第	回：17. マルティニーク (�)
第
回：17. マルティニーク (�)
第10回：Exercice・解説
第11回：18. 運動と健康 (�)
第12回：18. 運動と健康 (�)
第13回：Exercice・解説
第14回：a:まとめ、b:試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

フランス語の辞書を持参してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：この教科書には音源がついています。必ず授業の前に音源を聴
き、実際に声に出して読んでおきます。
知らない語句の発音や意味を辞書で調べる習慣をつけましょう。

復習：教科書の文法事項のおさらいをしましょう。

教科書

『時事フランス語 À la page 2023』朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

解説や講評等は、授業内もしくはOh-o! Meiji上で行う。

成績評価の方法

平常点40%（授業への参加度、課題、小テスト）、試験60％

その他

許可なく授業の録画、録音、撮影はできません。

1514_14D20806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 杉 山 利恵子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

読解の基礎となる文法をしっかりと身につけることを目的とした授業である。
テキストを読み解きながら, 初級レベルの文法事項を復習するとともに, 中級レベ
ルの文法を学ぶ。文法の練習問題を中心に, 語彙・作文・表現練習を行う。

授業内容

教科書の第�課〜第13課を読む。各課を�回に分けて、次のような流れで進める。

�回目
・本文の訳読
・本文の内容確認
・作文練習

�回目
・文法の復習
・文法の練習問題
・聞き取り問題

第�回 第�課 Les petits noms amoureux
第�回 第�課 Les petits noms amoureux 続き
第�回 第	課 La philosophie pour tous
第�回 第	課 La philosophie pour tous 続き
第�回 第
課 Les nouvelles familles
第�回 第
課 Les nouvelles familles 続き
第�回 第10課 La politique environnementale
第	回 第10課 La politique environnementale 続き
第
回 第11課 Le bricolage
第10回 第11課 Le bricolage 続き
第11回 第12課 La folie des soldes
第12回 第12課 La folie des soldes 続き
第13回 第13課 Le droit de greve
第14回 第13課 Le droit de greve 続き

履修上の注意

フランス語の文法をひととおり終えていることを前提に行う。仏和辞書を毎回
必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業の準備として, 訳読の予習とともに, 指示された練習問題を解いておくこと。
また, 適宜ミニテストを行うので, 復習も怠らないこと。

教科書

Liliane LATTANZIO, 澤田直『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス14章
第�版』三修社
ISBN978-�-384-23213-�
その他, 練習問題のプリントを使用する。

参考書

第�回の授業で，参考文献リストを配布し，解説する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は, 学期末試験と平常点（課題への取り組み, ミニテスト）にもとづいて評
価する。試験50%，平常点50%。

その他
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1515_14D20807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 谷 口 亜沙子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期のあいだに学んだ「予習の仕方」を活かして、後期は、文学テクスト
の講読や時事ニュースの動画聴き取りなどをおこないます。まずは文法的に
正しく読めるようになることを目指しますが、フランス語の単語をただ日本
語に「置き換える」という発想でいるかぎり、本当の意味で「読む」という
体験は深まりません。フランス語の単語を機械的に日本語の単語に置き換え
ようとするのではなく、辞書と文法を手掛かりとしながら、書き手がなにを
言おうとしているのか、全力で「考える」ことが講読の面白いところです。
勘や想像力を働かせながら、こつこつと辞書を引く作業を繰り返すうちに、
やがて「ぴんとくる」体験がやってきます。そうなってきたらしめたもの。
一見遠回りに見えるかもしれませんが、テクストの講読・翻訳は「使えるフ
ランス語」を身につけるために確実に有効な方法です。

授業内容

�．時事ニュース�
�．ポム「グランディオーズ」／「流れ」
�．時事ニュース�
�．ストロマエ「カルメン」
�．時事ニュース�
�．カミュ「異邦人」�
�．カミュ「異邦人」�
	．フランク・パヴロフ「茶色の朝」�

．フランク・パヴロフ「茶色の朝」�
10．フランク・パヴロフ「茶色の朝」�
11．ポンジュ「パン」
12．ポンジュ「ドアの楽しみ」
13．ポンジュ「牡蠣」
14．a．試験 b．解説

履修上の注意

「おおよそわかっている」と思っていても、授業であてられると言葉が出て
こないことは多いものです。また、実際に日本語にしておかないと「じつは
わかっていなかったところ」が自分自身でもわからなくなり、答えをきいた
とたんに「わかっていたつもり」になってしまうような事態も発生します。
「わからないところ」に敏感になるためにも、予習の段階でノートに「訳文」
をつくってくるようにしてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

秋学期はワークシートを省略してゆく予定ですが、授業で問われることは同
じです。予習をするときには、動詞の分析、前置詞の働き、指示語のさすも
の等を明らかにしてきてください。

教科書

Oh-o! Meijiから各自ダウンロードしてください。

参考書

外国語の文章を「能動的に」読む、という体験について書かれた本として、
鴻巣友季子『翻訳教室 はじめの一歩』（ちくまプリマー新書）を挙げてお
きます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業中の発表・音読・予習状況（30%）、テスト（70%）

その他

1516_14D20840

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 森 真太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

一、二年生で身につけたフランス語の能力をもう一度確認し、しっか
りした土台をつくるために努力していく。文法や会話の能力を向上さ
せ、中級レベルの読む力、聴解能力、話す力に結びつけていきたい。
授業中は、フランスの時事問題などの音声・動画も積極的に取り入れ
てゆく。このような学習を通じて、フランス文化や社会などについて
の知識を学びながら総合的なフランス語能力を涵養することを目指
す。

授業内容

第�回 : イントロダクション: 履修上の注意
第�回 : 初歩の確認（�）
第�回 : 初歩の確認（�)
第�回 : �課の学習
第�回 : �課の学習
第�回 : �課の学習
第�回 : �課の学習
第	回 : 中間復習問題
第
回 : �課
第10回 : �課の学習
第11回 : �課の学習
第12回 : 総合的復習
第14回 : a. まとめ, b. 試験
＊進行内容は学生と協議して決める。上記は一例に過ぎない。

履修上の注意

遅刻は�回で�回にカウントする。欠席が三回以上になった場合は、
試験から減点が行われる。仏和辞典を必ず持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに、構文把握と単語の定着に時間を注いで欲しい。

教科書

藤田裕二他著『新・東京ーパリ，初飛行（新装改訂三版）』駿河台出
版社
ISBN978-�-411-01137-�
＊必ず大学の書店を通じて買うこと。

参考書

授業中、随時指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（参加、レスポンス）、考査50％（小テスト等も含む）
＊成績評価の方法については初回授業で詳しく伝える。

その他
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1517_14D20871

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅢB 西 村 美 穂

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

やさしいフランス語の文章を音読しながら，フランス語の仕組みを
理解する。フランス文化にも理解を深めたい。

授業内容

① テクスト音読
② 文法確認
③ 仏会話・歌・詩などの聞きとり・音読
④ フランス語の暗記

［第�回] 復習
［第�回] 人称代名詞
［第�回] 過去の表現
［第�回] 過去の表現
［第�回] 過去の表現
［第�回] 過去の表現
［第�回] 否定形
［第	回] 中性代名詞
［第
回] 条件法
［第10回] 未来の表現
［第11回] 未来の表現
［第12回] 関係代名詞
［第13回] 強調構文
［第14回] ａ．試験 ｂ．解説

履修上の注意

教室で指示する。

準備学習（予習・復習等）の内容

フランス語を，何度も繰り返し聴き，声に出す。

教科書

プリント

参考書

教室で指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（小テストを含む）70％，定期試験30％

その他

1518_14D20901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。
また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際的な舞台で広く使

用される言語の一つです。習得すると可能性や世界が広がりますが、二年目の皆さ
んは、その魅力とともに、苦手な点やわかりづらい部分も感じていることでしょう。
この授業では、初級を補強しつつ、中級への橋渡しを目指します。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定�級〜準�級程度の力が身につくことを目指
す。

授業内容

一年次の初級文法を復習しながら、より発展的な読解や会話を学びます。各回の
テーマを文法事項で示すと、次の通りです。

第�回 綴り字の読み方
第�回 名詞の性と数
第�回 冠詞（不定冠詞、部分冠詞、定冠詞）
第�回 基本動詞の活用
第�回 規則動詞
第�回 疑問形、否定形
第�回 疑問文に対する答え、指示形容詞
第	回 形容詞の位置と女性形、名詞・形容詞の複数形
第
回 動詞aller/ venirと、近接未来、近接過去
第10回 前置詞と定冠詞の縮約、疑問形容詞
第11回 命令形
第12回 所有形容詞、時間の表現
第13回 比較級、最上級
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあるので、指名には
積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、この発表や問題演習でがんばりま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょう（辞書を引
いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく復習しましょう。

教科書

『パリ-ブルゴーニュ』藤田裕二著（朝日出版社）

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験（中間・期末の�回）…80％、平常点（和訳の発表、受講態度など）…20％。
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。
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1519_14D20902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 増 田 晴 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は，�年次に習得した事項を復習・確認しながら，その発
展・応用として，ある程度の長さのフランス語が訳せ，聴き取れ，ま
た表現できることを目的とします。今日，様々な民族が共生・対立す
る世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔軟な思考方法を獲得する
には，「グローバル・ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現
形式を識ることが大切です。そのため，国際的な外交言語・作業言語
であるフランス語の基本的な文法をさらに理解し，語彙や表現を増や
し，読解力を広げる作業を行います。将来，多様な専門分野に進んで
ゆく皆さんに，英語圏（anglophone）とは異なるフランス語圏
（francophone）の存在に慣れ親しんでほしいと思います。

授業内容

［第�回] 知識の確認，さまざまな自己紹介（�）
［第�回] さまざまな自己紹介（�）
［第�回] 趣味について語る（�）
［第�回] 趣味について語る（�）
［第�回] フランスの食生活（�）
［第�回] フランスの食生活（�）
［第�回] 日本食のイメージ（�）
［第	回] 日本食のイメージ（�）
［第
回] ブルターニュについて（�）
［第10回] ブルターニュについて（�）
［第11回] パリや地方に住む（�）
［第12回] パリや地方に住む（�）
［第13回] まとめ（�）
［第14回] ａ：まとめ（�） ｂ：筆記試験形式で理解度を確認

履修上の注意

・教科書は必ず持参すること。持参しないものは「不可」とするので
要注意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこ
と。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

・ふだんから，フランス発，あるいはヨーロッパ発の情報・ニュース
に関心を持つようにするとよい。
・音声は web 上に用意されているので，時間があるときに耳慣らしに
聴いてみるとよい。

教科書

『フランスの若者は「いま」』井上櫻子 他（朝日出版社）2016年初
版

参考書

特に指定なし。辞書は自由に選ぶこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に簡易な小テストを行った場合は、次の授業時に返却し、解説
を行う。

成績評価の方法

授業と定期試験の総合評価とする（試験40％，授業内の活動60％）。

その他

授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。

1520_14D20903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 津 田 峰 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

今も世界で愛読されている19世紀のフランス小説、ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』にあ
る有名なエピソードのひとつを、易しく翻案化されたテキストを使って読み進めていきたい。想像
力を駆使しつつも、辞書を引き語彙力を積極的に高めていくこと、読解に必要な文法事項(仏検�
級合格程度)を理解し親しむこと、テキストを正しいフランス語で発音できるように、音と綴りの
法則を身につけることを授業目標とする。

授業内容

第�回；ユゴーの解説
第�回；テキスト読解のためのポイント解説
第�回；複合過去の復習
第�回；＜ミリエル司教(�)＞形容詞
第�回；＜ミリエル司教(�)＞中性代名詞／条件法現在
第�回；＜一日中歩き通しのその夜に(�)＞半過去
第�回；＜一日中歩き通しのその夜に(�)＞推測表現／知覚動詞
第	回；＜注意せよ(�)＞衣服、体の部位に関する名詞／位置を表す前置詞
第
回；＜注意せよ(�)＞半過去と複合過去
第10回；＜従う術を心得る(�)＞代名動詞／強調構文
第11回；＜従う術を心得る(�)＞複合過去／条件法現在
第12回；＜従う術を心得る(�)＞単純未来／代名動詞の命令法
第13回；＜従う術を心得る（�）＞半過去
第14回；a. 試験 b.夏休み宿題と秋学期�回目に行う復習テストの説明

「授業の進め方」
発音に関して） 発音トレーニング表を使い、音と綴りの法則を復習する。

読解に関して） テキストに関する註は、章ごとに先渡しする。毎回指名した数人に訳読を担当し
てもらうが、その際、辞書をよく読み、文章の構造を 正確に把握すること。日本語に訳しにくい
部分は、訳文を創造するという翻訳の妙味も感じてほしいと考えている。

文法に関して） 読解に関する文法事項は毎回〔授業ノート〕というプリントで、訳読前に、練習
問題を解きつつ、復習する。基本的な動詞活用は、暗記を徹底する。動詞活用、単語熟語テスト、
文法確認テストは随時実施する。

履修上の注意

�) 最低限の準備学習、宿題提出、小テスト参加を欠かさないこと。
�) 飲食、私語、携帯電話の使用等、授業の妨害になる行為は一切禁止。
�) 積極的授業参加が全く認められない場合(準備学習の不足、宿題未提出、居眠り等も含め)、退
席、もしくは欠席扱いとなる。
�) また講義中の入室、退室は原則として認めない。
�) 授業には、テキストだけでなく、(紙媒体の）辞書も携帯すること。(「紙媒体の辞書」の恒常
的な形態不備も減点、もしくは欠席扱いとする。)

フランス語に関する質問・相談などは、授業後、またはクラスウェブ上にて受け付ける。

「クラスウェブに関して」
クラスウェブ上での連絡等も多いので、「授業お知らせ」に注意すること。
「クラスウェブ上でのプリント提出」の際は、教員からの「フィードバックコメント」を必ず確認
すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

先渡しする註プリントを丁寧に読み、ポイントをテキスト、あるいはノートに書き込むこと。
授業に該当する箇所のフランス語をノートに書き写し、私訳を書いてくること。
単語熟語プリント(授業内配布、クラスウェブにて毎週提出)を作成して、語彙の増強に努めるこ
と。
授業内に取り上げた文法事項は、�年生で使用したテキスト等を参照しながら復習し、基礎固めを
していくこと。
付属のCDを聴き、発音練習すること。

教科書

『レ・ミゼラブル』(Lecture facileシリーズ)、ヴィクトル・ユゴー、(アシェット社)。必ず、事前
に購入しておくこと。

参考書

辞書は、簡易なポケット辞典,電子辞書でなく、紙媒体の中辞典を使用、必ず携帯すること。
紙媒体の中辞典であれば出版社は問わない。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に実施した小テストや、提出された宿題は、�週間後の授業時に返却、必要に応じて解説す
る。
「クラスウェブ上でのプリント提出」の際は、教員からの「フィードバックコメント」を必ず確認
すること。不備がある場合は、「授業お知らせ」で連絡するので、提出後は注意してください。

成績評価の方法

授業参加態度(予習、小テストの結果、宿題提出内容；ウェブ上での提出もあり)30%、定期テスト
の結果70%を合わせて評価する。
宿題未提出、遅刻、居眠りは、減点対象。繰り返されるようであれば、授業への出席継続を認めな
い場合もある。
なお、正当な理由のない欠席が半期�回以上の学生には、定期テストの受験資格を与えないので注
意すること。

その他

受講者には、積極的な授業参加だけでなく、辞書を引く、付属のＣＤを聞き声に出して読む、文法
事項を復習する等、自宅での学習時間確保が必須であることを明記しておきたい。
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1521_14D20904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 小 谷 奈津子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

比較的平易なフランス語のテキストを講読しながら，初級文法の確認を
していきます。またテキストの中に出てきた文をとりあげ、語彙を置き換
えて練習し、使える表現を増やしていきます。テーマに沿って、フランス
（フランス語圏）の多様な文化にも関心を抱き，異文化理解を深めます。
ある程度の分量のテキストを読みこなし、日常的な話題についてフラン

ス語で表現できるようになることを目指します。実用フランス語検定�
級・�級に挑戦しましょう。

授業内容

フランスのブルターニュ地方についてのテキストの講読と会話・練習問
題を行います。講読では文の構造や時制を丁寧に見ていきます。テーマに
よっては，映像や音楽を聴くこともあります。
第�回 イントロダクション・レンヌ駅で
第�回 会話・練習問題
第�回 リース広場
第�回 会話・練習問題
第�回 クレープリー
第�回 会話・練習問題
第�回 レンヌ大学
第	回 会話・練習問題
第
回 モン・サン・ミッシェル
第10回 会話・練習問題
第11回 シネマ(エリック・ロメール）
第12回 ケルト民族フェスティヴァル
第13回 会話・練習問題
第14回 a: 定期試験、b: まとめ

履修上の注意

連絡はクラスウェブで行うので、毎回確認してください。
授業には仏和辞典（紙または電子辞書）を必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、次回の授業範囲に目を通し、知らない単語は辞書を引い
て調べておく。動詞の時制なども確認しておくと、訳がとりやすくなりま
す。
授業後は、もう一度その日に学んだテキストを読み直し、わからないこ

とがないか点検し、あれば質問ができるようにしておく。教科書の音声録
音も利用しましょう。
以上の準備学習に最低�時間は必要です。

教科書

『エスプラナード�』、小谷奈津子著、久富健監修、（朝日出版社）

参考書

必要に応じて授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内で確認します。

成績評価の方法

平常点（課題提出・積極的な取り組み・発表）60％，定期試験40％で評
価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。

その他

1522_14D20905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 高 橋 明 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

リスニングと音読に重点をおいた講読を行います。フランス語の音に十分慣れるこ
とによって、聞きながら文章の構造や動詞の活用などを正確に把握できるようにな
ること、音読しながらテキストの内容を全体的かつ細部から速くつかめるようにな
ることを目指します。

授業内容

�）リスニングに慣れる

毎回、扱われるテーマの把握と聞き取ることのできた情報の確認を行います。

�）文字テキストをリスニングした後、訳読および音読する。

テキストを見ずにリスニングしたり、プリントを使用してテキストを完成させた
りする作業を行います。その後、テキスト全体を分析しながら速読し、正確に音読
することで内容の理解を深めます。

�）正確な音読を披露する

正確な音読の習得を図るため、読了したテキストから音読箇所を指定して、翌週
教室で何人かに暗誦またはモデルリーディングをしてもらいます。全員に音声レ
ポートを課す場合もあります。

第�回 授業の進め方について。リスニングのコツ
第�回 日常生活の会話の聞き取り。特に数字
第�回 資料�（散文）の聞き取りと読解
第�回 資料�（散文）の聞き取りと読解
第�回 教科書の聞き取りと読解
第�回 教科書の聞き取りと読解
第�回 資料�（詩）の聞き取りと読解
第	回 資料�（詩）の聞き取りと読解
第
回 日常生活の会話の聞き取りと読解
第10回 日常生活の会話の聞き取りと読解
第11回 教科書の聞き取りと読解
第12回 教科書の聞き取りと読解
第13回 映画の台詞を聞き取る
第14回 まとめと理解度の確認

履修上の注意

欠席しないでください。リスニングを聞き漏らすと全く参加できない授業なので、
遅刻しないでください。予習、復習、発表など、毎回課される作業をいずれも丁寧
に行ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予め配られたテキストや資料には必ず目を通し、自分で何度も音読してください。
一回の講義につき、最低60分以上の予習を必ず行い、復習して理解できない箇所は
そのままにせず、必ず調べたり教師に質問すること。復習にも最低60分以上かける
こと。

教科書

『Promenades - En France et ailleurs』、東京大学教養学部フランス語部会 編、東京
大学出版会、3000円 + 税、 ISBN4-13-082126-�

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点 50％、 期末テスト 50％

その他
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1523_14D20906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 塩 谷 優 衣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

リスニングと音読に重点をおいてテクスト読解を行います。音声を聞
きながら文の構造や動詞の活用等を正確に把握できるようになること、
音読しながらテクストの内容をつかみ、咀嚼することを目指します。

授業内容

�）扱うテクストのテーマを把握する。
�）テクストのリスニング、訳読、音読をする。
�）テクストの音読発表、ディクテを行う。

第�回 授業の進め方について
第�回 TEXTE �-� 人口増加
第�回 TEXTE �-� コルナヴァン駅前のカフェ：ロジェ・グルニエ
第�回 TEXTE �-� コルナヴァン駅前のカフェ：ロジェ・グルニエ

続き
第�回 TEXTE �-� 愛と人生について：ラ・ロシュフーコー
第�回 TEXTE �-� 愛と人生について：ラ・ロシュフーコー 続き
第�回 TEXTE �-� 男の子も女の子も, みんな：フランソワーズ・ア

ルディ
第	回 TEXTE �-� 男の子も女の子も, みんな：フランソワーズ・ア

ルディ 続き
第
回 これまでの学修の振り返り
第10回 TEXTE �-� あわれなマルタン：ジョルジュ・ブラッサンス
第11回 TEXTE �-� あわれなマルタン：ジョルジュ・ブラッサンス

続き
第12回 TEXTE �-� パロール：ジャック・プレヴェール
第13回 TEXTE �-� パロール：ジャック・プレヴェール 続き
第14回 a. 試験 b. まとめ

履修上の注意

毎回の予習、復習、指示された課題、小テストの準備を必ず行ってくだ
さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回�時間程度、次回の授業で扱うテクストに目を通し、課題と小テス
トの準備をしてください。毎回�時間程度、授業で扱ったテクストの文
法・訳を確認し、繰り返し音読してください。

教科書

『Promenades - En France et ailleurs』、東京大学教養学部フランス語部会
編（東京大学出版会）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（小テスト、課題、音読を含む）80％、期末試験20％

その他

1524_14D20940

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣA 森 真太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

一、二年生で身につけたフランス語の能力をもう一度確認し、しっか
りした土台をつくるために努力していく。文法や会話の能力を向上さ
せ、中級レベルの読む力、聴解能力、話す力に結びつけていきたい。
授業中は、フランスの時事問題などの音声・動画も積極的に取り入れ
てゆく。このような学習を通じて、フランス文化や社会などについて
の知識を学びながら総合的なフランス語能力を涵養することを目指
す。

授業内容

第�回 : イントロダクション: 履修上の注意
第�回 : 初歩の確認（�）
第�回 : 初歩の確認（�)
第�回 : �課の学習
第�回 : �課の学習
第�回 : �課の学習
第�回 : �課の学習
第	回 : 中間復習問題
第
回 : �課
第10回 : �課の学習
第11回 : �課の学習
第12回 : 総合的復習
第14回 : a. まとめ, b. 試験
＊進行内容は学生と協議して決める。上記は一例に過ぎない。

履修上の注意

遅刻は�回で�回にカウントする。欠席が三回以上になった場合は、
試験から減点が行われる。仏和辞典を必ず持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに、構文把握と単語の定着に時間を注いで欲しい。

教科書

吉田佳英子他著『プルミエ・パ』朝日出版社
ISBN: 978-�-255-35342-�
＊必ず大学の書店を通じて買うこと。

参考書

授業中、随時指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（参加、レスポンス）、考査50％（小テスト等も含む）
＊成績評価の方法については初回授業で詳しく伝える。

その他
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1525_14D21001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 宮 川 慎 也

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

<人間の尊厳を大切にしましょう。多様性を尊重しましょう>。こうした価値観が
フランス文化にはあふれています。
外国語を学ぶことは、他の国の人たちのものの見方、考え方を学ぶことでもあり
ます。日本語と英語に合わせてフランス語も学ぶことで、フランス人の価値観にも
触れてみませんか。また、フランス語は、国連の諸活動やオリンピックなど、国際
的な舞台で広く使用される言語の一つであり、習得すると可能性や世界が広がりま
す。
この授業では、春学期の後を受けて、引き続き初級を補強しつつ、中級フランス

語の定着を目指します。そして、フランスのテレビ・ニュースなども時々視聴し、
フランスの文化・生活の一端にも触れていきましょう。

到達目標は以下のようです。
・日常生活に必要なフランス語を、聞き話し、読み書きできるようになる。
・国際的な分野で活躍できる視野を養う。
・資格を増やすため、フランス語検定�級〜準�級程度の力が身につくことを目指
す。

授業内容

一年次の初級文法を復習しながら、より発展的な読解や会話を学びます。各回の
テーマを文法事項で示すと、次の通りです。

第�回 直説法複合過去形(前)
第�回 直説法複合過去形(後)
第�回 関係代名詞
第�回 疑問代名詞
第�回 補語人称代名詞
第�回 中性代名詞、指示代名詞
第�回 受動態、強調構文
第	回 代名動詞
第
回 直説法半過去形・大過去形
第10回 直説法単純未来形・前未来形
第11回 条件法
第12回 現在分詞、ジェロンディフ
第13回 接続法
第14回 a 期末試験

b 正答解説

履修上の注意

読解に当たっては前回授業で指名した人に訳してもらうことがあるので、指名には
積極的に応じて下さい。テストの苦手な人は、この発表や問題演習でがんばりま
しょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

・次回の授業の読解個所は、できるだけ予習の上、授業に臨みましょう（辞書を引
いて、各自訳しておく）。
・付属の音声を繰り返し聴いて耳を慣らし、また発音練習しましょう。
・動詞の活用はフランス語を習得するポイントの一つなので、よく復習しましょう。

教科書

『パリ-ブルゴーニュ』藤田裕二著（朝日出版社）

参考書

仏和辞典は毎回持参しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内に正答解説を行い、また必要に応じてOh-o! Meiji システムを活用して講
評を行います。

成績評価の方法

試験（中間・期末の�回）…80％、平常点（和訳の発表、受講態度など）…20％。
評価に際しては、文法力、語彙力などがポイントとなります。

その他

教員のメールアドレスを、Oh-o! Meiji クラスウェブに記載します。

1526_14D21002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 増 田 晴 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は，�年次に習得した事項を復習・確認しながら，その発
展・応用として，ある程度の長さのフランス語が訳せ，聴き取れ，ま
た表現できることを目的とします。今日，様々な民族が共生・対立す
る世界情勢の中で，問題を発見し解決する柔軟な思考方法を獲得する
には，「グローバル・ランゲージ＝英語」以外の言語が担う文化や表現
形式を識ることが大切です。そのため，国際的な外交言語・作業言語
であるフランス語の基本的な文法をさらに理解し，語彙や表現を増や
し，読解力を広げる作業を行います。将来，多様な専門分野に進んで
ゆく皆さんに，英語圏（anglophone）とは異なるフランス語圏
（francophone）の存在に慣れ親しんでほしいと思います。

授業内容

［第�回] 春学期の復習，一日の出来事を語る（�）
［第�回] 一日の出来事を語る（�）
［第�回] 過去の出来事を語る（�）
［第�回] 過去の出来事を語る（�）
［第�回] 過去の出来事を語る（�）
［第�回] 過去の出来事を語る（�）
［第�回] 家族関係について（�）
［第	回] 家族関係について（�）
［第
回] 就職問題について（�）
［第10回] 就職問題について（�）
［第11回] 未来の予定や希望について（�）
［第12回] 未来の予定や希望について（�）
［第13回] まとめ（�）
［第14回] ａ：まとめ（�） ｂ：筆記試験形式で理解度を確認

履修上の注意

・教科書は辞書を必ず持参すること。持参しないものは「不可」とす
るので要注意。
・授業の進行を妨げるような講義途中の入室，退出，私語等を慎むこ
と。
場合によっては減点や単位「不可」の対象とする。

準備学習（予習・復習等）の内容

・ふだんから，フランス発，あるいはヨーロッパ発の情報・ニュース
に関心を持つようにするとよい。
・音声は web 上に用意されているので，時間があるときに耳慣らしに
聴いてみるとよい。

教科書

『フランスの若者は「いま」』井上櫻子 他（朝日出版社）2016年初
版

参考書

特に指定なし。辞書は自由に選ぶこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に簡易な小テストを行った場合は、次の授業時に返却し、解説
を行う。

成績評価の方法

授業と定期試験の総合評価とする（試験40％，授業内の活動60％）。

その他

授業内容は，進度や習熟度等，必要に応じて調整することがある。
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1527_14D21003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 津 田 峰 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

今も世界で愛読されている19世紀のフランス小説、ヴィクトル・ユゴーの『レ・ミゼラブル』
にある有名なエピソードのひとつを、易しく翻案化されたテキストを使って読み進めていきた
い。想像力を駆使しつつも、辞書を引き語彙力を積極的に高めていくこと、読解に必要な文法
事項(仏検�級合格程度)を理解し親しむこと、テキストを正しいフランス語で発音できるよう
に、音と綴りの法則を身につけることを授業目標とする。

授業内容

第�回；数字�〜100
第�回；フランス語時制のしくみ
第�回；＜男は服を着たまま眠り込む(�)＞時の副詞句
第�回；＜男は服を着たまま眠り込む(�)＞代名動詞／様態の副詞句
第�回；＜ジャン・ヴァルジャンとは何者か(�)＞ジェロンディフと分詞構文
第�回；＜ジャン・ヴァルジャンとは何者か(�)＞ジェロンディフ
第�回；＜ジャン・ヴァルジャンとは何者か(�)＞数字と受動態
第	回；＜男の心の中で何が起こったか？(�)＞接続法(その�)
第
回；＜男の心の中で何が起こったか？(�)＞接続法(その�)
第10回；＜男の心の中で何が起こったか？(�)＞比較級／最上級
第11回；＜許し(�)＞所有表現
第12回；＜許し(�)＞比較節
第13回；＜許し(�)＞受動態と代名動詞の複合過去
第14回；a.定期テスト

b.フランス語学習�年間の総括

「授業の進め方」
発音に関して） 発音トレーニング表を用い、音と綴りの法則を復習する。

読解に関して） テキストに関する註は、章ごとに先渡しする。毎回指名した数人に訳読を担当
してもらうが、その際辞書をよく読み、文章の構造を正確に把握すること。日本語に訳しにく
い部分は、訳文を創造するという翻訳の妙味も感じてほしいと考えている。

文法に関して） 読解に関係する文法事項は、毎回〔授業ノート〕というプリントで、訳読前
に、練習問題を解きつつ、復習する。基本的な動詞活用に関しては、暗記を徹底する。動詞活
用、単語熟語テスト、文法確認テストは、随時実施する。

履修上の注意

�) 最低限の準備学習、宿題提出、小テスト参加を欠かさないこと。
�) 飲食、私語、携帯電話の使用等、授業の妨害になる行為は一切禁止。
�) 積極的授業参加が全く認められない場合(準備学習の不足、宿題未提出、居眠り等も含め)、
退席、もしくは欠席扱いとなる。
�) また講義中の入室、退室は原則として認めない。
�) 授業には、テキストだけでなく、(紙媒体の）辞書も携帯すること。(「紙媒体の辞書」の恒
常的な形態不備も減点、もしくは欠席扱いとする。)

フランス語に関する質問・相談などは、授業後、またはクラスウェブ上にて受け付ける。

「クラスウェブに関して」
クラスウェブ上での連絡等も多いので、「授業お知らせ」に注意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

先渡しする註プリントを丁寧に読み、ポイントをテキスト、あるいはノートに書き込むこと。
授業に該当する箇所のフランス語をノートに書き写し、私訳を書いてくること。
単語熟語プリント(授業内配布、クラスウェブにて毎週提出)を作成して、語彙の増強に努める
こと。
授業内に取り上げた文法事項は、�年生で使用したテキスト等を参照しながら復習し、基礎固
めをしていくこと。
付属のCDを聴き、発音練習すること。

教科書

『レ・ミゼラブル』(Lecture facileシリーズ)、ヴィクトル・ユゴー、(アシェット社)。必ず、事
前に購入しておくこと。

参考書

辞書は、簡易なポケット辞典、電子辞書でなく、紙媒体の中辞典を使用、必ず携帯すること。
紙媒体の中辞典であれば出版社は問わない。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に実施した小テストや、提出された宿題は、�週間後の授業時に返却、必要に応じて解
説する。
「クラスウェブ上でのプリント提出」の際は、教員からの「フィードバックコメント」を必ず確
認すること。不備がある場合は、「授業お知らせ」で連絡するので、提出後は注意してくださ
い。

成績評価の方法

授業参加態度(予習、小テストの結果、宿題提出内容；ウェブ上での提出もあり)30%、定期テ
ストの結果70%を合わせて評価する。
宿題未提出、遅刻、居眠りは、減点対象。繰り返されるようであれば、授業への出席継続を認
めない場合もある。
なお、正当な理由のない欠席が半期�回以上の学生には、定期テストの受験資格を与えないの
で注意すること。

その他

受講者には、積極的な授業参加だけでなく、辞書を引く、付属のＣＤを聞き声に出して読む、
文法事項を復習する等、自宅での学習時間確保が必須であることを明記しておきたい。

1528_14D21004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 小 谷 奈津子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

比較的平易なフランス語のテキストを講読しながら，初級文法の確認を
していきます。またテキストの中に出てきた文をとりあげ、語彙を置き換
えて練習し、使える表現を増やしていきます。テーマに沿って、フランス
（フランス語圏）の多様な文化にも関心を抱き，異文化理解を深めます。
ある程度の分量のテキストを読みこなし、日常的な話題についてフラン
ス語で表現できるようになることを目指します。実用フランス語検定�
級・�級に挑戦しましょう。

授業内容

春学期に続き、フランスのブルターニュ地方についてのテキストの講読
と会話・練習問題を行います。テーマによっては，映像や音楽など視聴覚
資料も用います。
第�回 イントロダクション・巨石文化
第�回 会話・練習問題
第�回 ユエルゴアでの散歩
第�回 会話・練習問題
第�回 アーサー王伝説
第�回 会話・練習問題
第�回 地獄の入り口
第	回 会話・練習問題
第
回 詩（ジャック・プレヴェール）／絵画（ゴーギャン）
第10回 バラ色の花崗岩海岸
第11回 会話・練習問題
第12回 出産の季節
第13回 会話・練習問題
第14回 a: 試験、b: まとめ

履修上の注意

連絡はクラスウェブで行うので、毎回確認してください。
授業には仏和辞典（紙または電子辞典）を必ず持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習としては、次回の授業範囲に目を通し、知らない単語は辞書を引い
て調べておく。動詞の時制なども確認しておくと、訳がとりやすくなりま
す。
授業後は、もう一度その日に学んだテキストを読み直し、わからないこ

とがないか点検し、あれば質問ができるようにしておく。教科書の音声録
音も利用しましょう。
以上の準備学習には最低�時間は必要です。

教科書

『エスプラナード�』、小谷奈津子著、久富健監修、（朝日出版社）

参考書

必要に応じて授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業内で確認します。

成績評価の方法

平常点（課題提出・積極的な取り組み・発表）60％，定期試験40％で評
価します。
教科書・辞書忘れは、平常点から減点します。

その他
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1529_14D21005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 高 橋 明 美

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に引き続いて、『シェルブールの雨傘』のシナリオを読みなが
ら、同時に映画鑑賞を続けます。フランス語の能力を高めることはも
とより、今から約60年前のフランスの社会状況、特にギイが戦ったア
ルジェリア独立戦争についても注目してゆきます。

授業内容

第�回：第�部鑑賞、フランスの映画賞について
第�回：シナリオ読解「1959年�月、ギイの帰還」
第�回：シナリオ読解「1959年�月、ガレージにて」
第�回：映画の父、リュミエール兄弟について
第�回：シナリオ読解「エリーゼのアパルトマン」
第�回：映画鑑賞、シナリオとともに
第�回：シナリオ読解「1959年�月、カフェのテラスで」
第	回：フランスの映画事情
第
回：シナリオ読解「1963年12月」
第10回：シナリオ読解「ガソリンスタンドで」
第11回：シナリオ読解「あなたに似てるわ」
第12回：『シェルヴールの雨傘』を振り返って
第13回：ドキュメンタリー映画鑑賞
第14回：a）まとめ b）試験

履修上の注意

積極的に授業に参加する。欠席・遅刻をしない。予習・復習は必ず行
う。常に音読すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業時に行ったことは必ず復習すること。次回に行う範囲をあらかじ
め通達するので、必ず予習を行うこと。

教科書

『シェルブールの雨傘』、白水社、1600円＋税。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

出席と授業態度で40％、期末試験で60％で評価します。

その他

特になし。

1530_14D21006

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 塩 谷 優 衣

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

リスニングと音読に重点をおいてテクスト読解を行います。音声を
聞きながら文の構造や動詞の活用等を正確に把握できるようになるこ
と、音読しながらテクストの内容をつかみ、咀嚼することを目指しま
す。

授業内容

�）扱うテクストのテーマを把握する。
�）テクストのリスニング、訳読、音読をする。
�）テクストの音読発表、ディクテを行う。

第�回 TEXTE �-� 文盲：アゴタ・クリストフ
第�回 TEXTE �-� 文盲：アゴタ・クリストフ 続き
第�回 TEXTE �-� 肖像画：アンリ・マティス
第�回 TEXTE �-� 肖像画：アンリ・マティス 続き
第�回 TEXTE �-� 身体：J. M. G. ル・クレジオ
第�回 TEXTE �-� 身体：J. M. G. ル・クレジオ 続き
第�回 TEXTE �-� 最後の晩餐：ジャック・ブレル
第	回 TEXTE �-� 最後の晩餐：ジャック・ブレル 続き
第
回 これまでの学修の振り返り
第10回 TEXTE �-� 谷間に眠る男：アルチュール・ランボー
第11回 TEXTE �-� 谷間に眠る男：アルチュール・ランボー 続

き
第12回 TEXTE �-� 猫：シャルル・ボードレール
第13回 TEXTE �-� 猫：シャルル・ボードレール 続き
第14回 a. 試験 b. まとめ

履修上の注意

毎回の予習、復習、指示された課題、小テストの準備を必ず行ってく
ださい。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回�時間程度、次回の授業で扱うテクストに目を通し、課題と小テ
ストの準備をしてください。
毎回�時間程度、授業で扱ったテクストの文法・訳を確認し、繰り返
し音読してください。

教科書

『Promenades - En France et ailleurs』、東京大学教養学部フランス語
部会編（東京大学出版会）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度（小テスト、課題、音読を含む）80％、期末試験20％

その他
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1531_14D21040

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

フランス語ⅣB 森 真太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

一、二年生で身につけたフランス語の能力をもう一度確認し、しっか
りした土台をつくるために努力していく。文法や会話の能力を向上さ
せ、中級レベルの読む力、聴解能力、話す力に結びつけていきたい。
授業中は、フランスの時事問題などの音声・動画も積極的に取り入れ
てゆく。このような学習を通じて、フランス文化や社会などについて
の知識を学びながら総合的なフランス語能力を涵養することを目指
す。

授業内容

第�回 : イントロダクション: 履修上の注意
第�回 : 教科書の前半のまとめ（�）
第�回 : 教科書の前半のまとめ（�)
第�回 : 
課の学習
第�回 : 10課の学習
第�回 : 11課の学習
第�回 : 12課の学習
第	回 : 中間復習問題
第
回 : 13課
第10回 : 14課の学習
第11回 : 15課の学習
第12回 : 総合的復習
第14回 : a. まとめ, b. 試験
＊進行内容は学生と協議して決める。上記は一例に過ぎない。

履修上の注意

遅刻は�回で�回にカウントする。欠席が三回以上になった場合は、
試験から減点が行われる。仏和辞典を必ず持ってくること。

準備学習（予習・復習等）の内容

とくに、構文把握と単語の定着に時間を注いで欲しい。

教科書

吉田佳英子他著『プルミエ・パ』朝日出版社
ISBN: 978-�-255-35342-�
＊必ず大学の書店を通じて買うこと。

参考書

授業中、随時指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点50％（参加、レスポンス）、考査50％（小テスト等も含む）
＊成績評価の方法については初回授業で詳しく伝える。

その他

1532_14D30301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅠA 杉 里 直 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文字の発音、書き方から始めて、ロシア語の初歩を学びます。あいさつ、自己紹介、家族の紹
介、電話のかけ方など、実用的な文例を多く含むリーディングの教科書を用い、合わせて初級文法
の簡単な説明も行っていきます。
この学期の到達目標としては、�．早くロシア文字に慣れること、�．正確な発音を身につける
ことです。

授業内容

第�回 「授業の概要と年間計画」 ロシア語の効果的な学習の仕方、辞書と参考書などについて
の水先案内的な概説を行います。

第�回 「ロシア語入門（�）」 文字と発音、、母音と子音、名詞の性、所有代名詞
第�回 「ロシア語入門（�）」 アクセント、母音の弱化、軟音記号、名詞の性
第�回 「ロシア語入門（�）」 所有代名詞、有声化と無声化、硬音記号
第�回 「ロシア語入門（�）」「文字と発音」のまとめ
第�回 第�課（�）「はじめまして。イワンと申します」 あいさつ、ロシア人の名前と呼称
第�回 第�課（�） 人称代名詞、名詞の複数の形成、正書法の規則
第	回 第�課（�）「私は少しロシア語が話せます」 動詞の現在人称変化（第�変化形）、副

詞と形容詞
第
回 第�課（�） 動詞の第�変化形、第�唇音変化
第10回 第�課（�） 格変化入門（概念説明）、名詞と代名詞の格変化�（対格）
第11回 第�課（�）「あなたに兄弟はいますか」 所有表現、否定生格
第12回 第�課（�） 名詞と代名詞の格変化�（前置格）、再帰動詞
第13回 第�課（�） 形容詞の変化、硬変化と軟変化、複数で使われる名詞
第14回 （a）まとめ （b）試験

履修上の注意

ロシア語に限りませんが、新しい語学の確実な習得のためには、毎日少しずつでよいから、生き
た言葉を耳にし、口に出してみることが何よりの近道です。
「明るく元気に楽しく」をモットーに授業を行います。時には最新のロシア事情にも触れるつも
りです。
学生のみなさんには積極的な授業への参加を切に期待します

準備学習（予習・復習等）の内容

第�回〜第�回の「「ロシア語入門」では、復習をしっかりやって、正しい発音を早く身につけ
てください。
第�回目以降は、予習をやって授業に臨んでください。教科書の本文を音読し、辞書を引いて、

一通り訳してきてください。
�課終わるごとに、小試験（単語の試験）を行ないます。

教科書

『一年生のロシア語』戸辺又方著、白水社
文法の補助教材として、各課の要点をまとめた教師作成の「入門・ロシア語文法」（ワード文書）

を Oh-o! Meiji の「授業お知らせ」欄に配信します。各自、ダウンロード・プリントアウトしてお
いてください。

参考書

露和辞典を紹介します。
�． 『プログレッシブ ロシア語辞典』中澤英彦ほか編、小学館、収録語数�万語
�． 『ロシア語辞典』木村彰一ほか編、博友社、�万語
�． 『ロシア語辞典』和久利誓一ほか編、岩波書店、13万語
�． 『露和辞典』東郷正延ほか編、研究社、33万語

�と�は初等学習者向けのもの、�と�は専門家が使っている本格的な辞書です。
�はとてもいい辞書ですが、残念ながら、現在品切れのようです。
電子辞書はありますが，高価であり、ものによっては使い勝手がよくないので、あまり推奨で

きません。
最初の授業で辞書の説明をおこないますので、それを参考にして購入してください。開講前に

あわてて買うには及びません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�．学期末試験を実施します。
�．成績は、期末試験（60%)、授業への貢献度（40％）を考慮して評価します。

その他

�．昨年�月に始まったロシア軍によるウクライナ侵攻は世界に衝撃を与えました。今なお激しい
戦いが続いていて、直接砲弾の雨にさらされているウクライナ人はもちろん、戦場に駆り出されて
いるロシア人にも塗炭の苦しみを味わっています。本当に心の痛むことです。
マスコミなどを通して伝わる戦況のニュースや現地情報は首をかしげたくなるものが大半です。
ですが、ロシア人がみな戦争に賛成しているわけではもちろんありません。プーチンの独裁体制の
なか、Нет войне（＝戦争はごめんだ）の勇気ある声は粘り強く発せられています。私はその声に
耳を澄ませて、微力ながら、自分でもできることをやっていきたいと思っています。。

�．ロシア語に限らず、語学学習はどちらかと言えば、退屈なものです。それにしんどいし、楽し
いそうなことはほかにもないわけではない。
でも、辛気くさい語学も、地道に続けていけば、無限に視界は広がります。
ロシア文化は、プーシキン、ドストエフスキー、トルストイ、それにチェーホフ（文学）、ムソ

ルグスキーやショスタコーヴィチ（音楽）、カンディンスキーやマレーヴィチ（美術）、タルコフス
キーにソクーロフ（映画）まで、どれもスケールが大きく、一生つきあうにたるだけの広さと奥行
き、深さをそなえています。
それなりにおもしろいし、悪くはないけれど、ロシアにくらべるとチマチマとしてせこい日本文
化を相対化するには、ロシア語の学習ほど有効なものはない──それが長年ロシア語をやってきた
ものの実感です。
ぜひ、いっしょにロシア語を始めましょう。
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1533_14D30302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅠA 恩 田 義 徳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
ロシア語を初めて学ぶ人を対象とします。はじめに文字の読み方・書き方を覚
え，次に正しい発音を身につけます。
その後，教科書に従って短い文を音読しながら、文法事項を学んでいきます。
また授業の合間に文化や街の様子など，ロシアそのものの紹介も取り入れる予
定です。

到達目標
ロシア語の文字（キリル文字）を読んだり書いたりすることができるようにな
ること，ロシア語を正しく発音できるようになることを目標とします。また学
んだ文法事項をしっかりと身につけ秋学期の授業へつなげるようにします。

授業内容

(�) 授業計画，方針，参考書等の紹介
(�) 文字と発音（�）
(�) 文字と発音（�）「これは劇場です。」
(�) 文字と発音（�）「イワンは学生ですか？」「イワンは学生ではありませ

ん。」
(�) 発音のまとめ
(�) 「これは何ですか？」「これは誰ですか？「ノートはどこですか？」
(�) 「これは誰の雑誌ですか？」
(	) 「何をしているのですか？」「宿題をしています。」
(
) 「どんな雑誌を読んでいますか？」
(10) 「ロシア語が話せますか？」
(11) 「どちらにお住まいですか？」「モスクワに住んでいます。」
(12) 「きょう何をしましたか？」「明日何をしますか？」
(13) 動詞の変化のまとめ
(14) a. まとめ b.試験

ただし，授業の進み具合によって多少前後することが考えられます。

履修上の注意

初回の授業で教科書等の説明を行いますので必ず出席してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習よりも復習に重点を置くよう心がけてください。新しいことは授業中に学
び，次の授業はその確認からはじめます。

教科書

プリント（電子データ）を配布します。

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（50％），授業への貢献度（50％）。

その他

辞書はすぐに購入する必要はありません（ある程度文法が分からないと使うこ
とができません）。辞書については授業の中で指示します。電子辞書は学習の妨
げになるので使用しないでください。

1534_14D30401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅠB 杉 里 直 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ロシア語ⅠAに引き続き、ごく簡単な文章を読みながら、初等文法を学習してい
きます。
この学期で取りあげる範囲は、名詞単数と代名詞の格変化、動詞の時制、運動
の動詞、形容詞の短語尾形、無人称文までになります。
この学期の到達目標としては、�．少し複雑な文章を辞書を用いて独力で読め
るようにすること、�．簡単な自己紹介ができるようにすることです。

授業内容

第�回 「春学期の復習」 期末試験を返却し、正答解説をしながら、リハビリ
テーションを行います。

第�回 第�課（�）「昨日は読書をしました」 動詞の過去形、個数詞、数詞
と名詞の結合

第�回 第�課（�） 格変化�（生格)、否定生格（過去）、時刻の表現
第�回 第�課（�） 動詞の体�（不完了体と完了体），時の対格
第�回 「明日わたしは植物園に出かけるつもりです」第�課（�） 動詞の未

来形（不完了体と完了体）、動詞の現在人称変化�（1A型）
第�回 第�課（�） �人称命令法、格変化�（造格）
第�回 第�課（�） 不定人称文、�人称命令法、格変化�（与格）
第	回 「どこへお出かけですか」 第�課（�） 運動の動詞（定向動詞と不定

向動詞）
第
回 第�課（�） 動詞の現在人称変化�（第�歯音変化と第�唇音変化）、
第10回 第�課（�） 動詞の体�（運動の動詞派生のもの）、場所と方向の対

立
第11回 「明日私は忙しい」 第�課（�） 形容詞短語尾形（形成と用法）、個

数詞と名詞の結合
第12回 第�課（�） 形容詞と副詞、無人称文�
第13回 第�課（�） 無人称文�、曜日と月名
第14回 （a）まとめ、（b）試験

履修上の注意

ロシア語に限りませんが、新しい語学の確実な習得のためには、毎日少しずつ
でよいので、生きた言葉を耳にし、口に出してみることが何よりの近道です。と
くに予習が大切ですので、決められた課題は確実にこなすようしてください。
「明るく元気に楽しく」をモットーに授業を行います。時には最新のロシア事情
にも触れるつもりです。
学生諸君には積極的な授業への参加を切に期待します。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に辞書を引いて、一通りテクストを訳してきてください。秋学期は覚える
ことも多くなるので、基本的なことはしっかり覚えるようにしましょう。

教科書

�．『一年生のロシア語』戸辺又方著、白水社
�．「入門・ロシア語文法」（杉里作成の文法概説書、クラス・ウェブの「資料」
に公開しますので、事前にプリント・アウトしておいてください）

参考書

�．『プログレッシブ ロシア語辞典』中澤英彦ほか編、小学館
�．『ロシア語辞典』木村彰一ほか編、博友社
�．『ロシア語辞典』和久利誓一ほか編，岩波書店
�．『露和辞典』東郷正延ほか編、研究社
電子辞書はいくつかありますが、値段が高いうえ、情報量も少なく、使い勝手

もあまりよくないので、推奨できません。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�．学期末試験を実施します。
�．成績は、期末試験（60%)、授業への貢献度（Ⅳ�％）を考慮して、総合的に
評価します。

その他
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1535_14D30402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅠB 恩 田 義 徳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期開講のロシア語IAの続きとなります。
短文の音読をし、文法事項を学んでいきます。
また授業の合間に文化や街の様子など，ロシアそのものの紹介も取り入
れる予定です。

到達目標
基礎的な文法事項を身につけ，ロシア語の辞書を引く事ができるように
なることを目標とします。
また細かい発音上の注意やイントネーションに注意を払い，正しくロシ
ア語が話せるようになることも心がけます。

授業内容

(�) 春学期の復習
(�) 「これはイワンの車です。」
(�) 「私は本を読むのが好きです。」
(�) 「どこへ行くの？」「学校へ行くところです。」
(�) 「イワンに手紙を書く。」
(�) 「エフゲニー・オネーギンを読み終えました。」
(�) 「ペンで手紙を書きます。」
(	) 名詞の格変化のまとめ
(
) 「ロシア語で話してください。」
(10) 「これはあなたのためのプレゼントです。」
(11) 「チケットを�枚持っています。」
(12) 「私はロシア語を勉強しています。」
(13) 文法のまとめと補遺
(14) a. まとめ b.試験

ただし，授業の進み具合によって多少前後することが考えられます。

履修上の注意

春学期の授業の続きになります。秋学期から参加する場合、事前に教員
に連絡を取り、教科書等の指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習よりも復習に重点を置くよう心がけてください。新しいことは授業
中に学び，次の授業はその確認からはじめます。

教科書

春学期と同じものと使用します。
（プリント／電子データでの配布を予定）

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（50％），授業への貢献度（50％）。

その他

電子辞書は学習の妨げになるので使用しないでください。

1536_14D30501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅡA 恩 田 義 徳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

授業の概要
ロシア語を初めて学ぶ人を対象とします。はじめに文字の読み方・書き方を覚
え，次に正しい発音を身につけます。
その後，教科書に従って短い文を音読しながら、文法事項を学んでいきます。
また授業の合間に文化や街の様子など，ロシアそのものの紹介も取り入れる予
定です。

到達目標
ロシア語の文字（キリル文字）を読んだり書いたりすることができるようにな
ること，ロシア語を正しく発音できるようになることを目標とします。また学
んだ文法事項をしっかりと身につけ秋学期の授業へつなげるようにします。

授業内容

(�) 授業計画，方針，参考書等の紹介
(�) 文字と発音（�）
(�) 文字と発音（�）「これは劇場です。」
(�) 文字と発音（�）「イワンは学生ですか？」「イワンは学生ではありませ

ん。」
(�) 発音のまとめ
(�) 「これは何ですか？」「これは誰ですか？「ノートはどこですか？」
(�) 「これは誰の雑誌ですか？」
(	) 「何をしているのですか？」「宿題をしています。」
(
) 「どんな雑誌を読んでいますか？」
(10) 「ロシア語が話せますか？」
(11) 「どちらにお住まいですか？」「モスクワに住んでいます。」
(12) 「きょう何をしましたか？」「明日何をしますか？」
(13) 動詞の変化のまとめ
(14) a. まとめ b.試験

ただし，授業の進み具合によって多少前後することが考えられます。

履修上の注意

初回の授業で教科書等の説明を行いますので必ず出席してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習よりも復習に重点を置くよう心がけてください。新しいことは授業中に学
び，次の授業はその確認からはじめます。

教科書

プリント（電子データ）を配布します。

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（50％），授業への貢献度（50％）。

その他

辞書はすぐに購入する必要はありません（ある程度文法が分からないと使うこ
とができません）。辞書については授業の中で指示します。電子辞書は学習の妨
げになるので使用しないでください。

─ 792─



1537_14D30502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅡA 杉 山 春 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ロシア語は古典ギリシア語の嫡子であり、世界でもっとも美しい言語のひとつです。今
期の目標は、大きく分けて�つです。まず、読めるようになることです。ロシア語の美し
い響きを楽しみながら、文字と発音、リズム・イントネーションの音声トレーニングで、
発音、リズム・イントネーションをていねいに身につけます。日本語や英語とは違う音声
もありますが、自分で発音できるようになることで、ロシア語学習に弾みがつきます。
�番目は、初級文法と基本語彙の習得です。ロシア語の発音や文法、語彙は、どのように
なっているのか？授業では、ロシア語の学び方を、ていねいに解説していきます。発音の
基礎、基本単語、初歩的な文法事項を、さまざまな練習をくりかえしながら、楽しく、
しっかり身につけます。

授業内容

第�回：a. ロシア語を楽しく、「科学的に」学ぼう！
アルファベット、文字と発音（�）、あいさつの言葉、教科書の使い方

第�回：文字と発音（�）：母音字、子音字、リズム・イントネーション練習
第�回：文字と発音（�）：硬母音、軟母音、硬子音、軟子音、リズム・イントネーショ

ン練習
疑問文と否定文、リズム・イントネーション練習

第�回：第�回〜第�回の復習
第�回：名詞の性と数、人称代名詞、所有代名詞、
第�回：指示代名詞、形容詞の性・数変化、「格」、動詞の第�変化
第�回：形容詞の性・数変化（�）、動詞の第�変化、前置格の用法
第	回：第�回〜第�回の復習とロシア語作文
第
回：動詞の過去形、生格の用法、否定生格
第10回：動詞の第�式・特殊変化（�）、対格の用法、、
第11回：運動、移動の表現、不定人称文
第12回：第
回〜第11回の復習とロシア語作文
第13回：春学期の総復習、リスニングとディクテーション
第14回：.a.試験または課題、b.講義全体のふりかえりと正答解説

履修上の注意

◎ 対面授業（可能な場合)です。
不可能な場合、リアルタイム配信での授業です。その場合、受信環境、とくに音

声マイクが使えるように準備をしてください。
周辺機器環境設定が難しいときは、遠慮なくお知らせください。

◎ 日頃の積み重ねによって、到達目標は達成されます。�回以上、欠席しないこと。
◎ 春学期後半からは、文学部指定の学習用辞書『博友社ロシア語辞典』木村影一編を

授業で使用します。
辞書の引き方、使い方を指導します。
積極的に辞書を引く、単語の意味、使い方を調べる習慣をつけることを薦めしま

す。
【辞書について注意】

「パスポートロシア語辞典」など、単語集のような辞典は安価ですが、
すぐに使えなくなります。また、電子辞書も、学習辞典としては不可です。
ロシア語検定にも対応できませんので購入は避けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

まず、キリル文字と単語の読み方、リズム・イントネーション訓練、単語のアクセント
（力点）と意味を正確に習い覚えること、その後、基礎的な文法を正しく記憶することが
加わります。習い始めの時期は、授業前後の予習、復習に時間がかかることがあります
が、少なくとも、この授業の予習復習のための時間：毎週�時間はぜひ確保し、学習上の
気づき、質問があったらメモしておきましょう。付属の音声教材を活用して、発音や音読
を練習をすること、文字を手書きで書いてみることも、習得のための大切な作業です。毎
週、理解度を確認するための課題を出します。

教科書

『ロシア語をはじめよう』（音声サイト、単語集ダウンロードあり）、西中村 浩、朝妻
恵理子著、朝日出版

参考書

『博友社ロシア語辞典』、木村彰一編 （博友社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

◎ 授業への貢献度：10パーセント、課題レポート：20パーセント、授業内13回の復習テ
スト：70パーセントです。
◎ �回以上欠席の場合、成績評価の対象外となります。

その他

1538_14D30601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅡB 恩 田 義 徳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期開講のロシア語IIAの続きとなります。
短文の音読をし、文法事項を学んでいきます。
また授業の合間に文化や街の様子など，ロシアそのものの紹介も取り入
れる予定です。

到達目標
基礎的な文法事項を身につけ，ロシア語の辞書を引く事ができるように
なることを目標とします。
また細かい発音上の注意やイントネーションに注意を払い，正しくロシ
ア語が話せるようになることも心がけます。

授業内容

(�) 春学期の復習
(�) 「これはイワンの車です。」
(�) 「私は本を読むのが好きです。」
(�) 「どこへ行くの？」「学校へ行くところです。」
(�) 「イワンに手紙を書く。」
(�) 「エフゲニー・オネーギンを読み終えました。」
(�) 「ペンで手紙を書きます。」
(	) 名詞の格変化のまとめ
(
) 「ロシア語で話してください。」
(10) 「これはあなたのためのプレゼントです。」
(11) 「チケットを�枚持っています。」
(12) 「私はロシア語を勉強しています。」
(13) 文法のまとめと補遺
(14) a. まとめ b.試験

ただし，授業の進み具合によって多少前後することが考えられます。

履修上の注意

春学期の授業の続きになります。秋学期から参加する場合、事前に教員
に連絡を取り、教科書等の指示を受けてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習よりも復習に重点を置くよう心がけてください。新しいことは授業
中に学び，次の授業はその確認からはじめます。

教科書

春学期と同じものと使用します。
（プリント／電子データでの配布を予定）

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験（50％），授業への貢献度（50％）。

その他

電子辞書は学習の妨げになるので使用しないでください。
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1539_14D30602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅡB 杉 山 春 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

新しい文法事項を学んでいきますが、あくまでも春学期に学んだことの延
長線上です。動詞や名詞、代名詞、形容詞のさまざまな形態、用法につい
て、基礎的な知識を学び、理解を深めます。秋学期は、ロシア語の仕組みに
ついて、学ぶ内容が多くなり、急に難しくなったという印象をうけるかもし
れませんが、実際は、春学期に学んだことの延長線上に、新しい文法事項が
補充され、ロシア語の世界が少しずつ広がっていきます。音声トレーニング
も、適宜、継続していきます。発音の基礎、基本単語、初歩的な文法事項
を、さまざまな練習をくり返しながら、楽しく、しっかり身につけます。

授業内容

第�回：ａのみ。
春学期のふり返りと、秋学期の学習について

第�回：未来形、与格の用法、無人称文
第�回：造格の用法、СЯ動詞、
第�回：動詞の第�・特殊変化（�）、定動詞と不定動詞
第�回：動詞の第�・特殊変化（�）、前置詞の用法
第�回：第�回〜第�回の復習とロシア語作文
第�回：形容詞短語尾形
第	回：名詞の複数変化、数量生格
第
回：名詞、代名詞、形容詞の変化
第10回：第�回〜第
回の復習とロシア語作文
第11回：格支配、動詞のアスペクト −完了体と不完了体（�）
第12回：完了体と不完了体（�）
第13回：第11回〜12回の復習とロシア語作文
第14回：a. 試験または課題 b. 授業全体のふりかえりと正答解説

履修上の注意

◎ 対面授業（可能な場合）です。
◎対面授業でない場合、リアルタイム配信です。送受信環境、とくに映

像、音声について、カメラ、マイクの準備、調整をしてください。
◎ 毎回の授業、予習、復習の積み重ねが大切です。�回以上、欠席しな

いこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期よりも学習内容が少々、増えますが、急に難しくなる、ということ
ではありません。これまでどおり、予習、復習を、毎週�時間続けること
で、実力がついてくることを感じることができます。また、語学学習は頻度
も重要です。例えば、授業の直前、直後に、10分〜15分でも、付属の音声教
材を活用して発音、音読をすることは、大変、有効です。毎回、理解度を確
認するための課題を出します。学習上の気づき、考察は書きとめて、質問す
るなどして解決していきましょう。

教科書

『ロシア語をはじめよう』（音声サイト、単語集ダウンロードあり）、西
中村 浩、朝妻 理恵子著、朝日出版

参考書

『博友社ロシア語辞典』 改訂新版， 木村彰一編

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

◎ 授業への貢献度：10パーセント、課題レポート：20パーセント、授業
内13回の復習テスト：70パーセントです。
◎ �回以上欠席の場合、成績評価単位認定の対象外となります。

その他

1540_14D30701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅢA 杉 里 直 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

今期は第10回までは一年生で使用した教科書の未習部分を学習します。11回
以降は短い文書を読みながら、初等文法のおさらいをします（テクストはプリ
ントで配布します）。
この授業の第一の目標は基礎的な読解力の養成ですが、既習事項の再確認に

よる知識の着実な定着もめざします。また未習の文法事項（無人称文、比較級・
最上級、仮定法、関係代名詞・関係副詞、形動詞、副動詞など）については詳
細に説明をいたします。
授業の合間には、文学、映画、音楽などのロシアの最新の文化事情にも触れ

る予定です。
今期の目標としては、初等文法を一通り概観し終えて、学習したことを整理
し、全体の見通しをよくして、それなりの文章が正確に読めるための基礎的な
学習能力を完成させます。

授業内容

第�回 授業ガイダンス、�年秋学期末試験の返却と試験問題の解説、�年
生の総復習

第�回 第�課後半 「あなたは寒くありませんか」無人称文�
第�回 第	課（�）「足が痛くて，歩けない」 無人称文�
第�回 第	課（�） 時の表現�、「…しなければならない」と「…できる」
第�回 第	課（�） 動詞の現在人称変化のまとめ、複数名詞の格変化
第�回 「私は20歳です」 第
課（�） 順序数詞、年齢の表現
第�回 第
課（�） 年月日の表現、形容詞の格変化�、時の表現�
第	回 第
課（�） 値段の表、，仮定法、複数名詞の格変化、
第
回 「彼はロシア語を話すのが誰よりもうまい」 第10課（�） 比較級と

最上級
第10回 第10課（�） 関係代名詞と関係副詞、形容詞の格変化�、動詞の変

化のまとめ
第11回 副動詞、能動形動詞現在
第12回 能動形動詞過去、被動形動詞現在
第13回 被動形動詞過去、受動相
第14回 （a）まとめ、（b）試験

履修上の注意

何より積極的な授業参加を望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に何度か音読をし、辞書を引いて、一通りテクストを下調べしておいて
ください。

教科書

�． 一年で使用した教科書（『一年生のロシア語』）を引き続き使用します。
�．「入門・ロシア語文法」（クラス・ウェブの「資料」に公開しますので、各
自プリント・アウトしておいてください）

参考書

�．『プログレッシブ ロシア語辞典』中澤英彦ほか編、小学館
�．『ロシア語辞典』木村彰一ほか編、博友社
�．『ロシア語辞典』和久利誓一ほか編、岩波書店
�．『露和辞典』東郷正延ほか編、研究社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�．学期末試験を実施します。
�．成績は、期末試験（60%)、授業への貢献度（40％）を考慮して、総合的に
評価します。

その他
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1541_14D30702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅢA 中 澤 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、�年次に使用していた教科書を使いながらひきつづきロシア語文
法について学んでいきます。春学期は教科書に沿って文法事項の学習をひととおり
終えます。
春学期が終わる頃には、ロシア語文法の基本的な構造が理解できていること、動
詞の活用が正しく言えて、名詞類は適切なかたちに格変化させられることを目標と
します。また、ロシア語をよどみなく読めるようにすることも目指します。

授業内容

授業内容は進捗状況により変更される場合があります。

第�回 : イントロダクション, 既習事項のおさらい
第�回 : 既習事項のおさらい
第�回 : 無人称文
第�回 : сказатьの変化
第�回 : 値段の表現
第�回 : нравитьсяの用法
第�回 : 名前のたずね方
第	回 : 年数・年齢の表し方
第
回 : 移動の動詞
第10回 : мочьの用法
第11回 : 関係代名詞
第12回 : 仮定法、接続詞чтобыの用法
第13回 : 復習
第14回 : 試験, ふりかえり

履修上の注意

ロシア語既習者が対象のクラスです。とはいえ、すでに学んだはずだけど忘れて
しまったこと等があっても心配は要りません。できるかぎり受講者のみなさんと対
話しながら授業を進行していきたいと考えています。既習事項も思い出しながら
ゆっくり進めていきますので、理解できなかったことなどについてはどうぞ遠慮な
く何でも質問してください。なお質問は可能なかぎり授業内でしていただければと
思います。「わからない」を自覚することは語学上達の近道であり素晴らしいことで
すので、クラス全体で「わからない」を共有してロシア語文法の面白さを分かち合
いながら、ロシア語学習をより愉しいものにしていきましょう。
春学期は、教科書の�課分の学習を終えたらその翌週には「まとめ」として終え
た課の冒頭にある会話文を音読する小テストをおこなっていきますので、そのつも
りで授業に臨んでください。

準備学習（予習・復習等）の内容

一日�分でもいいので復習としてすでに学んだ課のロシア語テクストをまいにち
音読してください。スラスラ読めるようになるまで音読することで、実際にロシア
語を発話するときにパッと口をついてロシア語のフレーズを出せるようになります。
たとえば日本語を第一言語とする私たちがロシア語をロシア語「らしく」発音でき
るようにするためにはどうすればいいか、そのコツもお伝えしていきますので、ぜ
ひ実践してください。

教科書

桑野隆著『初級ロシア課20課（CD付）』（白水社）
その他随時プリントを配布します。

参考書

教室で指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験60%、平常点40%

その他

みなさんの積極的な授業参加に期待します。

1542_14D30801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅢB 杉 里 直 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

今期は中級学習者向けのエッセイ、短編小説など、平易な文章をいくつか
読みます。

�年半にわたって学習してきた文法事項の確認をはかり、知識の確実な定
着をはかります。とくに格の用法、形動詞、副動詞、関係詞などに注意し、
正確に文意が把握できることをめざします。また語彙を増やし、ロシア語独
特の表現に慣れながら、辞書も使いこなせるようにしていきます。
授業の合間には、文学、映画、音楽などのロシアの最新の文化事情にも触
れる予定です。
最終目標としては、�年修了時点で、生きたロシア語の文章を、辞書を引

きながら、独力で読みこなせるだけの読解力を身につけられるようにします。

授業内容

第�回 「見ると気づく」（�）
第�回 「見ると気づく」（�）
第�回 「世界で最も小さな本」（�）
第�回 「世界で最も小さな本」（�）
第�回 「小さなカメラマン」（�）
第�回 「小さなカメラマン」（�）
第�回 「小さなカメラマン」（�）
第	回 「祖父と孫娘」（�）
第
回 「祖父と孫娘」（�）
第10回 「祖父と孫娘」（�）
第11回 「別荘にて」（�）
第12回 「別荘にて」（�）
第13回 「別荘にて」（�）
第14回 「�年間の総復習」

履修上の注意

予習を欠かさず，辞書を引くことをいとわず，何より積極的な授業への参
加を切に望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回20行程度の次回授業での講読予定テクストを指示しますので、事前に
何度か朗読し、辞書を丁寧に引いて、予習をしておいてください。復習は必
要ありません。予習に要する時間はおおむね�時間半です。

教科書

プリント配布します。

参考書

辞書
�．『プログレッシブ ロシア語辞典』中澤英彦ほか編、小学館
�．『ロシア語辞典』木村彰一ほか編、博友社
�．『ロシア語辞典』和久利誓一ほか編、岩波書店
�．『露和辞典』東郷正延ほか編、研究社

参考書
�．「入門・ロシア語文法」（杉里作成のワード文書）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

�．学期末試験を実施します。
�．成績は、期末試験（60%)、授業への貢献度（40％）を考慮して、総合的
に評価します。

その他

─ 795 ─



1543_14D30802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅢB 中 澤 朋 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期は、ロシア語テクスト読解のためにさらに必要な文法事項を学んでから、
ディクテーション授業をおこなっていきます。ロシア語で会話を聴き、それらを
書き留めていきます。聴き取りが完成したら、みんなでその会話の音読練習をし
ていきましょう。また、余裕があれば聴き取った会話をモデルに自分たちでも会
話を作ってみましょう。
秋学期が終わる頃には、すべての文法事項についてよく知っていてきちんと理

解すること、また簡単なロシア語の表現ならばそらで言えるようになることを目
標とします。

授業内容

授業内容は受講者の興味・要望・習熟度に応じて変更される場合があります。

第�回 : イントロダクション, 既習事項のおさらい
第�回 : 副動詞、形動詞(�)
第�回 : 形動詞(�)
第�回 : 形動詞(�)
第�回 : 形動詞(�)
第�回 : さまざまな挨拶の表現
第�回 : 自己紹介（名前、出身地等）
第	回 : 数詞、値段の表現
第
回 : 食料品店での会話
第10回 : パン屋での会話
第11回 : 土産物店での会話
第12回 : レストラン・カフェでの会話
第13回 : 復習
第14回 : 試験, ふりかえり

履修上の注意

ロシア語既習者が対象のクラスです。とはいえ、すでに学んだはずだけど忘れ
てしまったこと等があっても心配は要りません。できるかぎり受講者のみなさん
と対話しながら授業を進行していきたいと考えています。既習事項も思い出しな
がらゆっくり進めていきますので、理解できなかったことなどについてはどうぞ
遠慮なく何でも質問してください。なお質問は可能なかぎり授業内でしていただ
ければと思います。「わからない」を自覚することは語学上達の近道であり素晴ら
しいことですので、クラス全体で「わからない」を共有してロシア語文法の面白
さを分かち合いながら、ロシア語学習をより愉しいものにしていきましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

春学期と同様に、一日�分でもいいので復習としてすでに学んだテクストをま
いにち音読してください。スラスラ読めるようになるまで音読することで、実際
にロシア語を発話するときにパッと口をついてロシア語のフレーズを出せるよう
になります。たとえば日本語を第一言語とする私たちがロシア語をロシア語「ら
しく」発音できるようにするためにはどうすればいいか、そのコツもお伝えして
いきますので、ぜひ実践してください。

教科書

プリントを配布します。

参考書

教室で指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験60%、平常点40%

その他

みなさんの積極的な授業参加を期待しています。

─ 796─



1544_14D30901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅣA 恩 田 義 徳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要
ロシア語の基礎を学んだ人を対象とする授業です。
はじめに一年次の授業の復習をします。
その後は教科書に従い、短文の音読を通して、未習の文法事項を学びます。
また、辞書を使う練習も始めます。

達成目標
ロシア語の基礎的な文法を整理し、理解する。
短い文をなめらかに発音できるようにする。
辞書を使い、自分でロシア語が調べられるようにする。

授業内容

�. 授業の進め方、復習
�. 発音の復習
�. 名詞の変化の復習
�. 動詞の変化の復習
�. 22課 人称代名詞の変化
�. 23課 与格の用法
�. 24課 代名詞の変化
	. 25課 形容詞の変化(�)

. 26課 形容詞の変化(�)
10. 27課 指示代名詞の変化
11. 28課 関係代名詞
12. 29課 数詞（�）
13. 30課 数詞（�）
14. a. まとめ b.試験

授業内容は受講生の様子で多少変更することがあります。

履修上の注意

初級のロシア語を前提とする授業です。初回の授業が始まるまでに一年次の
内容を復習しておいてください。

音読が多くなると思われますので、飲み物などは適宜持参してください。
また、マスク等感染症対策も各自しっかり行ってください。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習が中心の授業では練習問題等をあらかじめ解いてください。
教科書で新し事を学び始めたら、復習に力を入れてください。

教科書

東一夫・多喜子『標準ロシア語入門』白水社（2600円＋税）

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加態度（50％）
試験（50％）

その他

電子辞典、スマホアプリは学習の妨げになるので使用しないでください。
辞書を持っていない人は指示があるまで購入しないでください。

1545_14D31001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

ロシア語ⅣB 恩 田 義 徳

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

概要
春学期のロシア語IVAの続きの授業となります。
春学期の復習をした後、教科書に従い、文法事項を学びます。

達成目標
ロシア語の基礎的な文法を整理し、理解する。
短い文をなめらかに発音できるようにする。
辞書を使い、自分でロシア語が調べられるようにする。

授業内容

�. 春学期の復習
�. 31課 与格と生格の用法
�. 32課 時間の言い方
�. 33課 順序数詞（�）
�. 34課 順序数詞（�）
�. 35課 定代名詞
�. 36課 比較級
	. 37課 最上級

. 38課 小詞
10. 39課 条件法
11. 40課 個数詞
12. 42課 形動詞(�)・副動詞
13. 42課 形動詞(�)
14. a. まとめ b.試験

履修上の注意

春学期の続きになります。秋学期から参加する学生は教科書30課まで
の内容を把握しておいてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習よりも復習に力を入れてください。

教科書

東一夫・東多喜子『標準ロシア語入門』白水社(2600円＋税）

参考書

授業中に指示します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度(50%)
試験(50%)

その他

電子辞書・スマホアプリは学習の妨げになるので利用しないでくださ
い。
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1546_14D40301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠA 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

スペイン語を初めて習う学生を対象とし、読み方と文法の初歩を学

ぶ。動詞の現在形を使った平易な表現が一通りわかるようになること

を目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション

第�回〜第�回 第�課（文字と発音）・第�課（名詞の性数・冠詞

など）

第�回〜第�回 第�課（形容詞・主格人称代名詞・動詞serなど）・

第�課（規則動詞現在形など）

第	回〜第10回 第�課（動詞estar・hayなど）・第�課（不規則動

詞現在形(�)・指示詞・所有形容詞前置形など）

第11回〜第13回 第�課（不規則動詞現在形(�)・目的格人称代名

詞・所有形容詞後置形など）・第	課（不規則動詞

現在形(�)など）

第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど

うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが

必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ

う。

教科書

『スペイン語基礎文法』、和佐敦子、白水社

参考書

『デイリーコンサイス西和・和西辞典』 三省堂 など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80％＋授業への参加度20％を原則とする。

その他

1547_14D40302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠA 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

スペイン語を初めて習う学生を対象とし、読み方と文法の初歩を学

ぶ。動詞の現在形を使った平易な表現が一通りわかるようになること

を目標とする。

授業内容

第�回〜第�回 第�課（発音、アクセントなど）

第�回〜第�回 第�課（名詞の性数・冠詞・形容詞など）

第�回〜第�回 第�課（主語人称代名詞・直説法現在規則動詞・疑

問文・否定文など）

第�回〜第	回 第�課（動詞ser・動詞estar・hay・疑問詞など）

第
回〜第10回 第�課（不規則動詞・指示詞など）

第11回〜第12回 第�課（不規則動詞・所有詞など）

第13回 第�課前半（不規則動詞・目的格人称代名詞など）

第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど

うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが

必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ

う。

教科書

『初級スペイン語文法 三訂版』、和佐敦子著、朝日出版社

参考書

『デイリーコンサイス西和・和西辞典』 三省堂 など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80％＋授業への参加度20％を原則とする。

その他
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1548_14D40303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠA 石原 セルヒオナバロ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ネイティブの教師とともに、まずスペイン語の発音・イントネーションを身につけることか
ら始めます。さまざまに設定された場面の中で、スペイン語特有の表現を覚えていきましょ
う。日常的な挨拶や自己紹介、買い物などができることを今期の目的とします。

授業内容

第�回：スペイン語に入門 Introducción al español.
第�回：Unidad 1.
名詞の性, 名詞の数, 定冠詞と不定冠詞.
第�回：Unidad 2.
形容詞の性と数, 指示形容詞.
第�回：Unidad 3.
動詞Estar直説法現在, Ser vs Estar, 動詞Haber (Hay), Hay vs Estar, 所有形容詞前置形,
動詞Tener直説法現在
第�回：Unidad 3.
動詞Estar直説法現在, Ser vs Estar, 動詞Haber (Hay), Hay vs Estar, 所有形容詞前置形,
動詞Tener直説法現在
第�回：Unidad 4.
直接法現在規則活用動詞, 前置詞、疑問視
第�回：Unidad 4.
直接法現在規則活用動詞,前置詞、疑問視
第	回：Unidad 5.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 不定詞表現
第
回：Unidad 5.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 不定詞表現
第10回：Unidad 6.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞Querer+不定詞, 動詞Poder+不定詞, 動詞Pensar+不定詞
第11回：Unidad �
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞Querer+不定詞, 動詞Poder+不定詞, 動詞Pensar+不定詞
第12回：Unidad 7.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞SaberとConocer, 時刻の表現, 天候の表現
直接目的格人称代名詞, 間接目的格人称代名詞
第11回：Unidad 7.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞SaberとConocer, 時刻の表現, 天候の表現
直接目的格人称代名詞, 間接目的格人称代名詞
第12回：Unidad 8.
再帰動詞
第13回：a：まとめ
再帰動詞
第14回：定期試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

きちんと出席し、積極的に授業に参加しましょう。
�分の�以上欠席した場合は、試験を受ける権利を放棄したことになります.

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
レッスンの準備をする, 宿題をやる.
【復習】
レッスンを見直す. 困難なポイントを学ぶ.

教科書

Eugenio del Prado/Hanako Saito/Shinji Nakamichi
Nuevo español con ritmo
Hakusuisha (白水社), 2023
ISBN 978-�-8102-0443-	

参考書

授業で指示します.

課題に対するフィードバックの方法

答案・レポートを適切な方法で返却する /Return exam/report results
試験問題（模範解答）・レポートの解説を行う /Explain model answers

成績評価の方法

各クラスの宿題
平常点30％，定期試験 70％

その他

1549_14D40304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠA 石原 セルヒオナバロ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ネイティブの教師とともに、まずスペイン語の発音・イントネーションを身につけることか
ら始めます。さまざまに設定された場面の中で、スペイン語特有の表現を覚えていきましょ
う。日常的な挨拶や自己紹介、買い物などができることを今期の目的とします。

授業内容

第�回：スペイン語に入門 Introducción al español.
第�回：Unidad 1.
名詞の性, 名詞の数, 定冠詞と不定冠詞.
第�回：Unidad 2.
形容詞の性と数, 指示形容詞.
第�回：Unidad 3.
動詞Estar直説法現在, Ser vs Estar, 動詞Haber (Hay), Hay vs Estar, 所有形容詞前置形,
動詞Tener直説法現在
第�回：Unidad 3.
動詞Estar直説法現在, Ser vs Estar, 動詞Haber (Hay), Hay vs Estar, 所有形容詞前置形,
動詞Tener直説法現在
第�回：Unidad 4.
直接法現在規則活用動詞, 前置詞、疑問視
第�回：Unidad 4.
直接法現在規則活用動詞,前置詞、疑問視
第	回：Unidad 5.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 不定詞表現
第
回：Unidad 5.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 不定詞表現
第10回：Unidad 6.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞Querer+不定詞, 動詞Poder+不定詞, 動詞Pensar+不定詞
第11回：Unidad �
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞Querer+不定詞, 動詞Poder+不定詞, 動詞Pensar+不定詞
第12回：Unidad 7.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞SaberとConocer, 時刻の表現, 天候の表現
直接目的格人称代名詞, 間接目的格人称代名詞
第11回：Unidad 7.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞SaberとConocer, 時刻の表現, 天候の表現
直接目的格人称代名詞, 間接目的格人称代名詞
第12回：Unidad 8.
再帰動詞
第13回：a：まとめ
再帰動詞
第14回：定期試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

きちんと出席し、積極的に授業に参加しましょう。
�分の�以上欠席した場合は、試験を受ける権利を放棄したことになります.

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
レッスンの準備をする, 宿題をやる.
【復習】
レッスンを見直す. 困難なポイントを学ぶ.

教科書

Eugenio del Prado/Hanako Saito/Shinji Nakamichi
Español en imágenes
Hakusuisha (白水社), 2021
ISBN 978-�-255-55102-


参考書

授業で指示します.

課題に対するフィードバックの方法

答案・レポートを適切な方法で返却する /Return exam/report results
試験問題（模範解答）・レポートの解説を行う /Explain model answers

成績評価の方法

各クラスの宿題
平常点30％，定期試験 70％

その他
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1550_14D40305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠA 石原 セルヒオナバロ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ネイティブの教師とともに、まずスペイン語の発音・イントネーションを身につけることか
ら始めます。さまざまに設定された場面の中で、スペイン語特有の表現を覚えていきましょ
う。日常的な挨拶や自己紹介、買い物などができることを今期の目的とします。

授業内容

第�回：スペイン語に入門 Introducción al español.
第�回：Unidad 1.
名詞の性, 名詞の数, 定冠詞と不定冠詞.
第�回：Unidad 2.
形容詞の性と数, 指示形容詞.
第�回：Unidad 3.
動詞Estar直説法現在, Ser vs Estar, 動詞Haber (Hay), Hay vs Estar, 所有形容詞前置形,
動詞Tener直説法現在
第�回：Unidad 3.
動詞Estar直説法現在, Ser vs Estar, 動詞Haber (Hay), Hay vs Estar, 所有形容詞前置形,
動詞Tener直説法現在
第�回：Unidad 4.
直接法現在規則活用動詞, 前置詞、疑問視
第�回：Unidad 4.
直接法現在規則活用動詞,前置詞、疑問視
第	回：Unidad 5.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 不定詞表現
第
回：Unidad 5.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 不定詞表現
第10回：Unidad 6.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞Querer+不定詞, 動詞Poder+不定詞, 動詞Pensar+不定詞
第11回：Unidad �
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞Querer+不定詞, 動詞Poder+不定詞, 動詞Pensar+不定詞
第12回：Unidad 7.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞SaberとConocer, 時刻の表現, 天候の表現
直接目的格人称代名詞, 間接目的格人称代名詞
第11回：Unidad 7.
直接法現在不規則活用動詞 (�), 動詞SaberとConocer, 時刻の表現, 天候の表現
直接目的格人称代名詞, 間接目的格人称代名詞
第12回：Unidad 8.
再帰動詞
第13回：a：まとめ
再帰動詞
第14回：定期試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

きちんと出席し、積極的に授業に参加しましょう。
�分の�以上欠席した場合は、試験を受ける権利を放棄したことになります.

準備学習（予習・復習等）の内容

【予習】
レッスンの準備をする, 宿題をやる.
【復習】
レッスンを見直す. 困難なポイントを学ぶ.

教科書

Kazumi Uno, Motoko Hirai, Paula Letelier
IDEAL -edición renovada-
Dogakusha (同学者), 2022
ISBN 987-�-8102-0439-�

参考書

授業で指示します.

課題に対するフィードバックの方法

答案・レポートを適切な方法で返却する /Return exam/report results
試験問題（模範解答）・レポートの解説を行う /Explain model answers

成績評価の方法

各クラスの宿題
平常点30％，定期試験 70％

その他

1551_14D40306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠA 徳 吉 敬 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1552_14D40401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠB 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ⅠAに引き続き、文法の初歩を学ぶ。過去のことを表わす表現、分詞

の使い方、またgustar構文・再帰動詞などの英語とは異なる表現が一

通りわかるようになることを目標とする。

授業内容

第�回 ⅠAの復習

第�回〜第�回 第
課（前置詞格人称代名詞・gustar型動詞な

ど）・第10課（再帰動詞・無人称文など）

第�回〜第�回 第11課（命令法・不定詞・現在分詞など）・第12課

（過去分詞・現在完了・不定語と否定語など）

第	回〜第10回 第13課（比較表現・感嘆文など）・第14課（規則動

詞の点過去・縮小辞など）

第11回〜第13回 第15課（不規則動詞の点過去・受動文など）・第16

課（線過去・過去完了・関係詞など）

第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど

うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが

必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ

う。

教科書

『スペイン語基礎文法』、和佐敦子、白水社

参考書

『デイリーコンサイス西和・和西辞典』 三省堂 など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80％＋授業への参加度20％を原則とする。

その他

1553_14D40402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠB 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ⅠAに引き続き、文法の初歩を学ぶ。過去のことを表す表現、分詞の

使い方、またgusta構文・再帰動詞などの英語とは異なる表現が一通

りわかるようになることを目標とする。

授業内容

第�回 第�課後半（基数詞など）

第�回〜第�回 第	課（前置詞格・gustar型動詞など）

第�回〜第�回 第
課（再帰動詞など）

第�回〜第�回 第10課（命令法・現在分詞・過去分詞など）

第	回〜第
回 第11課（現在完了・点過去など）

第10回〜第11回 第12課（点過去・不定語と否定語など）

第12回〜第13回 第13課（線過去・過去完了など）

第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど

うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが

必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ

う。

教科書

『初級スペイン語文法 三訂版』、和佐敦子著、朝日出版社

参考書

『デイリーコンサイス西和・和西辞典』 三省堂 など

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80％＋授業への参加度20％を原則とする。

その他
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1554_14D40403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠB 石原 セルヒオナバロ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ネイティブの教師とともに、まずスペイン語の発音・イントネーションを身につけ
ることから始めます。さまざまに設定された場面の中で、スペイン語特有の表現を
覚えていきましょう。日常的な挨拶や自己紹介、買い物などができることを今期の
目的とします。

授業内容

第�回：春学期の復習
第�回：Unidad 9.
前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 

前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 9.
前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 10
所有形容詞後置形, 比較級, 最上級
第�回：Unidad 10.
所有形容詞後置形, 比較級, 最上級
第�回：Unidad 11.
直接法点過去規則活用動詞
第	回：Unidad 12.
直接法点過去規則活用動詞, 線過去
第
回：Unidad 13.
過去分詞, 直接法現在完了
第10回：Unidad 13
過去分詞, 直接法現在完了
第11回：Unidad 14
現在分詞,現在進行形、関係詞
第12回：Unidad 14.
現在分詞,現在進行形、関係詞
第13回：Unidad 15.
直接法未来, 直接法過去
第14回：a：まとめ b：定期試験 または TAREA FINAL

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

きちんと出席し、積極的に授業に参加しましょう。
�分の�以上欠席した場合は、試験を受ける権利を放棄したことになります.

教科書

Eugenio del Prado/Hanako Saito/Shinji Nakamichi
Nuevo español con ritmo
Hakusuisha (白水社), 2023
ISBN 978-�-8102-0443-	

参考書

授業で指示します

課題に対するフィードバックの方法

答案・レポートを適切な方法で返却する /Return exam/report results
試験問題（模範解答）・レポートの解説を行う /Explain model answers

成績評価の方法

各クラスの宿題
平常点30％，定期試験 70％

その他

1555_14D40404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠB 石原 セルヒオナバロ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ネイティブの教師とともに、まずスペイン語の発音・イントネーションを身につけ
ることから始めます。さまざまに設定された場面の中で、スペイン語特有の表現を
覚えていきましょう。日常的な挨拶や自己紹介、買い物などができることを今期の
目的とします。

授業内容

第�回：春学期の復習
第�回：Unidad 9.
前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 

前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 9.
前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 10
所有形容詞後置形, 比較級, 最上級
第�回：Unidad 10.
所有形容詞後置形, 比較級, 最上級
第�回：Unidad 11.
直接法点過去規則活用動詞
第	回：Unidad 12.
直接法点過去規則活用動詞, 線過去
第
回：Unidad 13.
過去分詞, 直接法現在完了
第10回：Unidad 13
過去分詞, 直接法現在完了
第11回：Unidad 14
現在分詞,現在進行形、関係詞
第12回：Unidad 14.
現在分詞,現在進行形、関係詞
第13回：Unidad 15.
直接法未来, 直接法過去
第14回：a：まとめ b：定期試験 または TAREA FINAL

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

きちんと出席し、積極的に授業に参加しましょう。
�分の�以上欠席した場合は、試験を受ける権利を放棄したことになります.

教科書

Eugenio del Prado/Hanako Saito/Shinji Nakamichi
Español en imágenes
Hakusuisha (白水社), 2021
ISBN 978-�-255-55102-


参考書

授業で指示します

課題に対するフィードバックの方法

答案・レポートを適切な方法で返却する /Return exam/report results
試験問題（模範解答）・レポートの解説を行う /Explain model answers

成績評価の方法

各クラスの宿題
平常点30％，定期試験 70％

その他
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1556_14D40405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠB 石原 セルヒオナバロ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

ネイティブの教師とともに、まずスペイン語の発音・イントネーションを身につけ
ることから始めます。さまざまに設定された場面の中で、スペイン語特有の表現を
覚えていきましょう。日常的な挨拶や自己紹介、買い物などができることを今期の
目的とします。

授業内容

第�回：春学期の復習
第�回：Unidad 9.
前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 

前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 9.
前置詞格人称代名詞, Gustar動詞, Gustarと同様に用いられる動詞
第�回：Unidad 10
所有形容詞後置形, 比較級, 最上級
第�回：Unidad 10.
所有形容詞後置形, 比較級, 最上級
第�回：Unidad 11.
直接法点過去規則活用動詞
第	回：Unidad 12.
直接法点過去規則活用動詞, 線過去
第
回：Unidad 13.
過去分詞, 直接法現在完了
第10回：Unidad 13
過去分詞, 直接法現在完了
第11回：Unidad 14
現在分詞,現在進行形、関係詞
第12回：Unidad 14.
現在分詞,現在進行形、関係詞
第13回：Unidad 15.
直接法未来, 直接法過去
第14回：a：まとめ b：定期試験 または TAREA FINAL

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

きちんと出席し、積極的に授業に参加しましょう。
�分の�以上欠席した場合は、試験を受ける権利を放棄したことになります.

教科書

Kazumi Uno, Motoko Hirai, Paula Letelier
IDEAL -edición renovada-
Dogakusha (同学者), 2022
ISBN 987-�-8102-0439-�

参考書

授業で指示します

課題に対するフィードバックの方法

答案・レポートを適切な方法で返却する /Return exam/report results
試験問題（模範解答）・レポートの解説を行う /Explain model answers

成績評価の方法

各クラスの宿題
平常点30％，定期試験 70％

その他

1557_14D40406

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅠB 徳 吉 敬 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1558_14D40501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡA キロス・イグナシオ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

スペイン語を学んだことのない学生を対象にした授業です。基本的な
日常会話の練習で、実際に使えるコミュニケーション力を身につける
ことを目標とした学習を行います。ネイティブスピーカーの講師が担
当することで、知識と実践をバランス良く学び、効率的に学習を進め
ます。

授業内容

スペイン語の現在形の基本的な文法を習得し、そして文法の各項目を
中心とした、読む、書く、聞く、話す、などのアクティビティを行っ
て学習能力を高めます。

第�回 テキスト第�課（a）
第�回 テキスト第�課（ｂ）
第�回 テキスト第�課（ｃ）
第�回 テキスト第�課（a）
第�回 テキスト第�課（b）
第�回 テキスト第�課（c）
第�回 テキスト第�課（a）
第	回 テキスト第�課（b）
第
回 テキスト第�課（c）
第10回 テキスト第�課（a）
第11回 テキスト第�課（b）
第12回 テキスト第�課（c）
第13回 復習授業
第14回 定期試験

履修上の注意

授業には積極的に参加することを求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講生は授業で学んだことを復習し、与えられた宿題や課題をしま
す。

教科書

『イメージ スペイン語 Español en imágenes』（朝日出版社、2019
年）
ISBN：978-�-255-55102-


参考書

補足学習のプリントは各授業で配布します

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 80%、授業参加と態度 20％
�回以上、欠席した人には試験受験資格がありません
また、遅刻�回で欠席�回にカウントし、開始15分以降は欠席の扱い
とします。

その他

なし

1559_14D40502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡA 豊 丸 敦 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

入門レベルの文法、基本語彙・表現を習得し、簡単なメッセージを理
解したり、簡単なコミュニケーションがとれるようになること。

授業内容

� スペイン語の文字と発音（�）：アルファベット、あいさつ
� スペイン語の文字と発音（�）：子音（�）、国籍
� スペイン語の文字と発音（�）：子音（�）、短い会話
� 名詞の性：男性名詞と女性名詞の区別
� 「AはBです」：身分や国籍を表す表現
� 名詞の複数形：名詞の複数形の作り方
� 主語人称代名詞：主語と動詞 ser
	 「私の、君の」、「どこにありますか？」

 hay と estar：hay と estar の使い方
10 形容詞：形容詞の用法
11 「AはBです」（�）： ser と estar の使い方
12 規則動詞：規則動詞の活用形
13 指示詞、所有詞：指示詞と所有詞の用法
14 年齢、時刻の言い方、講義のまとめ

＊講義内容や進度は必要に応じて変更する場合があります。

履修上の注意

スペイン語 II A、スペイン語 II Bを合わせて履修し、習った内容を
しっかり復習して着実に覚えること。
辞書を毎回持参してください。
再試験・単位授与のためのレポート等は実施しません。
板書の撮影、講義の録音等、電子辞書以外の電子機器の使用を固く

禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書にある単語や例文を何度も音読しましょう。それぞれ
の意味がわからなくてもかまいません。つづりを覚えるのに役立ちま
す。
復習：授業で習うさまざまな「言葉の決まり」をきちんと覚えるよ

う努めましょう。語学は積み重ねなので，毎回の内容をしっかり理解
し覚えていられるかどうかが重要になります。

教科書

新 スペイン語へようこそ！
木村琢也 著 （同学社）

参考書

書籍タイプの西和・和西辞書（初回の授業で紹介します）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験 70%(�回実施予定)，授業への参加度 30%

その他

─ 804─



1560_14D40503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡA 田 中 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
スペイン語を初めて学ぶ人のための授業です。�年間で初級文法のお
よそ半分を終わらせます。

【到達目標】
現在形や過去形で基本的な事柄を表現し、理解できるようになること
を目指します。

授業内容

第�回：アルファベット、発音、あいさつ
第�回：主語、規則動詞
第�回：名詞、冠詞、形容詞
第�回：hay
第�回：ser
第�回：estar
第�回：指示詞、所有詞
第	回：ここまでの確認
第
回：不規則動詞
第10回：天候表現
第11回：時刻
第12回：所有詞後置形
第13回：振り返り
第14回：aまとめ・b試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

・辞書を持参すること。
・復習をすることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの内容に目を通し、わからない点を明確にすること。

教科書

『El faro エル・ファロ 書いて確認！スペイン語』 栗林ゆき絵他
（朝日出版社）2200円＋税

参考書

スペイン語の辞書を各自で選び、用意する。（電子辞書も可）

課題に対するフィードバックの方法

試験の解説はクラスウエブ上で行う。

成績評価の方法

・中間試験と学期末試験（100％）
遅刻、欠席が多い場合は10％減点
授業貢献度低い場合は10％減点

その他

1561_14D40504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡA セグ スビラホセオ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業は，初めてスペイン語を学習する人を対象として，スペイン語の発音
から学びはじめ，現在形を使ってある程度表現・理解ができ、スペイン語で最
低限の意志を伝えられるようになることを到達目標とします。 スペイン語は，
綴りと発音の関係が明確で，比較的発音しやすいので，最初
からスムーズに学んでいけます。動詞の活用，名詞／形容詞の性数一致など，
覚えること・難しい点も少なくない文法面の問題も，発音のしやすさという間
口の広さをバネに乗り越えていきましょう。またそのためにも復習を繰り返し，
一歩一歩着実に進んでいけるように取り組んでください。

授業内容

（�）Saludos, alfabeto, pronunciación, etc. (Tokuyoshi se encarga de pags.�-� y
Profesor Oriol pags.4-	)

（�）Saludos, alfabeto, pronunciación, etc. (Tokuyoshi pags. �-� y Profesor
Oriol pags.4-	)

（�）Sustantivos, número de los sustantivos, etc. (Tokuyoshi pags. 
-11 y
Profesor Oriol pags.12-16)

（�）Artículos (Tokuyoshi pags. 
-11 y Profesor Oriol pags.12-16)
（�）Adjetivos, El verbo ser, etc. (Tokuyoshi pags. 17-19 y Profesor Oriol pags.20-

24)
（�）Verbos regulares (�) (Tokuyoshi pags. 25-27 y Profesor Oriol pags.28-32)
（�）Verbos regulares (�) (Tokuyoshi pags. 25-27 y Profesor Oriol pags.28-32)
（	）Interrogativos, conjunciones, etc. (Tokuyoshi pags. 25-27 y Profesor Oriol

pags.28-32)
（
）Demostrativos, posesivos, etc. (Tokuyoshi pags. 33-35 y Profesor Oriol

pags.36-40)
（10）Expresiones de los días de la semana, de la fecha y de las horas (Tokuyoshi

pag. 35 y Profesor Oriol pags.36-40)
（11）El verbo estar (Tokuyoshi pags. 41-43 y Profesor Oriol pags.44-48)
（12）El uso de hay y estar (Tokuyoshi pags. 41-43 y Profesor Oriol pags.44-48)
（13）Repasos
（14）Prueba

履修上の注意

積極的に授業に参加する事

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：Oh-o Meijiに”Learning materials”を見てください。
復習：授業で勉強した内容（文法・語彙・など）を復習する。

教科書

辻博子・野村明衣『彩りスペイン語』、朝日出版社 (Español Colorido)

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 80% 授業のへ貢献度 20%

その他

特になし
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1562_14D40601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡB キロス・イグナシオ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期にスペイン語IIAを学んだ学生を対象にした授業です。基本的
な日常会話の練習で、実際に使えるコミュニケーション力を身につけ
ることを目標とした学習を行います。ネイティブスピーカーの講師が
担当することで、知識と実践をバランス良く学び、効率的に学習を進
めます。

授業内容

スペイン語の現在形の基本的な文法を習得し、そして文法の各項目を
中心とした、読む、書く、聞く、話す、などのアクティビティを行っ
て学習能力を高めます。

第�回 テキスト第�課（a）
第�回 テキスト第�課（ｂ）
第�回 テキスト第�課（ｃ）
第�回 テキスト第�課（a）
第�回 テキスト第�課（b）
第�回 テキスト第�課（c）
第�回 テキスト第�課（a）
第	回 テキスト第�課（b）
第
回 テキスト第�課（c）
第10回 テキスト第	課（a）
第11回 テキスト第	課（b）
第12回 テキスト第	課（c）
第13回 復習授業
第14回 定期試験

履修上の注意

授業には積極的に参加することを求めます。

準備学習（予習・復習等）の内容

受講生は授業で学んだことを復習し、与えられた宿題や課題をしま
す。

教科書

『イメージ スペイン語 Español en imágenes』（朝日出版社、2019
年）
ISBN：978-�-255-55102-


参考書

補足学習のプリントは各授業で配布します

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 80%、授業参加と態度 20％
�回以上、欠席した人には試験受験資格がありません
また、遅刻�回で欠席�回にカウントし、開始15分以降は欠席の扱い
とします。

その他

なし

1563_14D40602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡB 豊 丸 敦 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

入門レベルの文法、基本語彙・表現を習得し、簡単なメッセージを理
解したり、簡単なコミュニケーションがとれるようになること。

授業内容

� 春学期の復習
� 基本数詞、直接目的語と直接目的格人称代名詞
� 不規則動詞（�）：語幹母音変化動詞の活用形
� 不規則動詞（�）：ir、dar、saber、conocer
� 間接目的語と間接目的格人称代名詞
� gustar と hacer、天候の表現
� 前置詞、人称代名詞のまとめ
	 不規則動詞（�）：poner、salir、tenerなど

 再帰動詞（�）：再帰代名詞とは
10 再帰動詞（�）：再帰動詞の活用形
11 再帰動詞（�）：再帰動詞の用法
12 疑問詞と疑問文
13 不定語と否定語
14 比較表現

＊講義内容や進度は必要に応じて変更する場合があります。

履修上の注意

スペイン語 II A、スペイン語 II Bを合わせて履修し、習った内容を
しっかり復習して着実に覚えること。
辞書を毎回持参してください。
再試験・単位授与のためのレポート等は実施しません。
板書の撮影、講義の録音等、電子辞書以外の電子機器の使用を固く

禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書にある例文を何度も音読しましょう。意味はわからな
くてもかまいません。つづりを覚えるのに役立ちます。
復習：授業で習う「言葉の決まり」をきちんと覚えるよう努めま
しょう。語学は積み重ねなので，毎回の内容をしっかり理解し覚えて
いられるかどうかが重要になります。

教科書

新 スペイン語へようこそ！
木村琢也 著 （同学社）

参考書

書籍タイプの西和・和西辞書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験 70%(�回実施予定)，授業への参加度 30%

その他
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1564_14D40603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡB 田 中 恵

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
スペイン語を初めて学ぶ人のための授業です。�年間で初級文法のお
よそ半分を終わらせます。

【到達目標】
現在形や過去形で基本的な事柄を表現し、理解できるようになること
を目指します。

授業内容

第�回：語幹母音変化動詞 (-ar)
第�回：語幹母音変化動詞（-er, -ir）
第�回：不規則動詞
第�回：を格、に格
第�回：gustar
第�回：再帰動詞
第�回：ここまでの確認
第	回：比較
第
回：前置詞
第10回：点過去
第11回：点過去（不規則）
第12回：不定語、否定語
第13回：振り返り
第14回：aまとめ・b試験

＊授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

・辞書を持参すること。
・こまめに復習をすることが望ましい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前にテキストの内容に目を通し、わからない点を明確にすること。

教科書

『El faro エル・ファロ 書いて確認！スペイン語』 栗林ゆき絵他
（朝日出版社）2200円＋税

参考書

スペイン語の辞書を各自で選び、用意する。（電子辞書も可）

課題に対するフィードバックの方法

試験の解説はクラスウエブ上で行う。

成績評価の方法

・中間試験と学期末試験（100％）
遅刻、欠席が多い場合は10％減点
授業貢献度低い場合は10％減点

その他

1565_14D40604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅡB セグ スビラホセオ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，現在形を学んでいることを前提に，現在完了形，過去形など新
しい時制を中心に学び，スペイン語の基礎を固めると同時に，表現や理解の幅
を広げていきます。スペイン語である程度のコミュニケーションを成立させる
こと、辞書を片手にスペイン語の文章をある程度読み取れることを到達目標と
します。 学んだ知識を用いて積極的に表現し，意欲をもって予復習に取り組
み，検定受検など自分なりの目標を定め，スペイン語力の向上に努めてくださ
い。

授業内容

（�）Verbos irregulares (�) (Tokuyoshi pags. 49-50 y Profesor Oriol pags.52-
56)

（�）Verbos irregulares (�) (Tokuyoshi pags. 49-50 y Profesor Oriol pags.52-
56)

（�）Pronombres personales de objeto directo (Tokuyoshi pag. 51 y Profesor
Oriol pags.52-56)

（�）Verbos irregulares (�) (Tokuyoshi pags. 57-59 y Profesor Oriol pags.60-
64)

（�）Verbos irregulares (�) (Tokuyoshi pags. 57-59 y Profesor Oriol pags.60-
64)

（�）Pronombres personales de objeto indirecto (Tokuyoshi pag. 59 y Profesor
Oriol pags.60-64)

（�）Verbos irregulares (�) (Tokuyoshi pags. 65-66 y Profesor Oriol pags.68-
72)

（	）El verbo gustar (Tokuyoshi pag. 67 y Profesor Oriol pags.68-72)
（
）Indefinidos y negativos y tiempo (Tokuyoshi pag. 74 y Profesor Oriol

pags.76-80)
（10）Comparativos (Tokuyoshi pags. 73-75 y Profesor Oriol pags.76-80)
（11）Verbos reflexivos (�) (Tokuyoshi pags. 81-82 y Profesor Oriol pags.84-88)
（12）Verbos reflexivos (�) (Tokuyoshi pags. 82-83 y Profesor Oriol pags.84-88)
（13）Repasos
（14）Prueba

履修上の注意

積極的に授業に参加する事

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：Oh-o Meijiに”Learning materials”を見てください。
復習：授業で勉強した内容（文法・語彙・など）を復習する。

教科書

辻博子・野村明衣『彩りスペイン語』、朝日出版社 (Español Colorido)

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 80% 授業のへ貢献度 20%

その他

特になし
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1566_14D40701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢA 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次で扱った事項に加え、過去や未来などの時制、分詞の使い方な
どをを習得し、表現の幅を広げることを目標とする。

授業内容

第�回 第12課前半（�年次の復習：動詞現在形・目的格人称代名詞
など）

第�回 第12課後半（�年次の復習：再帰動詞・gustar型動詞など）
第�回 第13課前半（点過去規則活用など）
第�回 第13課後半（点過去不規則活用など）
第�回 第14課前半（線過去など）
第�回 第14課後半（点過去と線過去の区別・関係詞queなど）
第�回 第15課前半（不定詞・現在分詞など）
第	回 第15課後半（過去分詞・受身など）
第
回 第16課前半（現在完了形など）
第10回 第16課後半（未来形など）
第11回 第17課前半（過去未来形など）
第12回 第17課後半（過去完了形・話法など）
第13回 これまでの復習
第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど
うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが
必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ
う。予習としては、新出事項以外の部分が理解できているかどうかを
確認しておくとよいでしょう。

教科書

プリント配布

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80%，授業への参加度20%を原則とする。

その他

1567_14D40702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢA 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次で扱った事項に加え、関係詞・未来時制などを習得し、文法知
識を拡充することを目標とする。

授業内容

第�回 �年次の続き：14課前半（再帰動詞の点過去）
第�回 �年次の続き：14課後半（受身表現・直説法線過去）
第�回 �年次の続き：15課前半（直説法未来）
第�回 �年次の続き：15課後半（直説法過去未来）
第�回 �年次の続き：16課前半（命令文：肯定命令）
第�回 �年次の続き：16課後半（命令文：否定命令）
第�回 第�課前半（点過去と線過去）
第	回 第�課後半（現在完了と過去完了）
第
回 第�課前半（未来・過去未来）
第10回 第�課後半（未来完了・過去未来完了）
第11回 第�課前半（再帰動詞）
第12回 第�課後半（関係詞）
第13回 第�課（再帰受身・無人称文・無意志表現）
第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど
うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが
必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ
う。予習としては、新出事項以外の部分が理解できているかどうかを
確認しておくとよいでしょう。

教科書

「プラサ・マヨール�改訂ソフト版─ベーシック・スペイン語─」，パ
ロマ・トレナド他著，朝日出版社（�年次の続き）
「プラサ・マヨール�ソフト版─ステップアップ・スペイン語─」，パ
ロマ・トレナド他著，朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80%，授業への参加度20%を原則とする。

その他
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1568_14D40703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢA 徳 吉 敬 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1569_14D40704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢA 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1570_14D40740

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢA ブルゴス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

「コミュニケーション」を重視し，「話す・聴く・書く」の�技能をバ
ランス良く習得することを目指す，ネイティブ・スピーカー担当のク
ラス。スペイン語会話Ⅰに続いて，ネイティブ・スピーカーの発音・
速度に慣れ，「話す力」と「聞いて理解する力」というスキルをさら
に上達させ，「書く」ことに挑戦するクラス。

授業内容

第�回：スペイン語で学生の自己紹介
第�回：復習：SER動詞、冠詞、形容詞、国籍、色
第�回：現在形動詞、”何時ですか”

第�回：疑問代名詞、職業
第�回：ESTAR動詞、”どこですか”

第�回：HAY動詞、”何がありますか”

第�回：不規則な現在形動詞 I
第	回：第一回テスト/ 家族
第
回：第一回テストの復習 /量に関する副詞
第10回：不規則な現在形動詞 II、所有形容詞
第11回：不規則な現在形動詞 III、目的の文章
第12回：不規則な現在形動詞 IV、頼み方、お願いする
第13回：第二回テスト，最終発表の準備
第14回：a）第二回テスト

b）正答解説

履修上の注意

なし。

準備学習（予習・復習等）の内容

[準備学習] 前回、授業時に配付したプリント（配付した場合） の
熟読。また、課題（出た場合）の完了。
[授業中] ノート復習してテストに備える。授業内の発言が評価入れ
るために備えて教科書の予習。
[復習] 授業中に取ったメモを整理し、授業資料と共にファイリング
する。

教科書

『ENTRE AMIGOS �』、スペイン語級材蓙I研究会（著者）、朝日（出
版社）

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に行います。

成績評価の方法

平常点（発表、発言、参加、宿題）50％
試 験（授業中にテストが二回あります）50％
詳細は初回の授業でさらに説明します。

その他

出席状況等総合的に評価する。
辞書は必携です。
参考として、初級スペイン語で使用した教科書も持参すると良いで
しょう。

1571_14D40801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢB 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

接続法を中心に未習の文法事項を習得し、スペイン語の基本文法に関
する知識を完成させることを目標とする。

授業内容

第�回 ⅢAの復習
第�回 第18課前半（接続法現在形の活用と用法：名詞節）
第�回 第18課後半（接続法現在形の活用と用法：形容詞節）
第�回 第19課前半（接続法現在形の活用と用法：副詞節）
第�回 第19課後半（接続法現在形の活用と用法：独立文）
第�回 第20課前半（命令形）
第�回 第20課後半（否定命令形）
第	回 第21課前半（接続法過去の活用と用法：時制の一致など）
第
回 第21課後半（接続法過去の用法：非現実など）
第10回 第22課前半（接続法現在完了・直説法未来完了）
第11回 第22課後半（接続法過去完了・直説法過去未来完了）
第12回 これまでの復習・補足など
第13回 応用問題など
第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど
うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが
必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ
う。予習としては、新出事項以外の部分が理解できているかどうかを
確認しておくとよいでしょう。

教科書

プリント配布

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80％、授業への参加度20％を原則とする。

その他
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1572_14D40802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢB 佐 藤 麻里乃

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

未習の事項を学んで初級文法の知識を完成させる。また問題演習を通

じて定着をはかり、スペイン語への理解を深める。

授業内容

第�回 第�課前半（接続法現在その�：規則活用）

第�回 第�課後半（接続法現在その�：名詞節）

第�回 第�課前半（接続法現在その�：不規則活用）

第�回 第�課後半（接続法現在その�：形容詞節／接続法現在完

了）

第�回 第�課前半（接続法現在その�：副詞節）

第�回 第�課後半（接続法現在その�：独立文）

第�回 第	課前半：接続法過去

第	回 第	課後半：接続法過去完了

第
回 第
課前半：条件文

第10回 第
課後半：譲歩文

第11回〜第13回 応用演習

第14回 a試験／b全体の振り返り

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

語学は積み重ねなので、習ったことをよく理解し覚えていられるかど

うかが重要になります。したがって、特に復習をしっかりすることが

必要です。教科書でやった文法事項と単語の意味は必ず暗記しましょ

う。予習としては、新出事項以外の部分が理解できているかどうかを

確認しておくとよいでしょう。

教科書

「プラサ・マヨール�ソフト版─ステップアップ・スペイン語─」，パ

ロマ・トレナド他著，朝日出版社

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

試験80％＋授業への参加度20％を原則とする。

その他

1573_14D40803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢB 徳 吉 敬 介

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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1574_14D40804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢB 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

1575_14D40840

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅢB ブルゴス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

「コミュニケーション」を重視し，「話す・聴く・書く」の�技能をバ
ランス良く習得することを目指す，ネイティブ・スピーカー担当のク
ラス。スペイン語会話Ⅰに続いて，ネイティブ・スピーカーの発音・
速度に慣れ，「話す力」と「聞いて理解する力」というスキルをさら
に上達させ，「書く」ことに挑戦するクラス。

授業内容

第�回：復習/再帰動詞 I
第�回：再帰動詞 II/指示代名詞、指示形容詞
第�回：GUSTAR動詞 I、代名動詞
第�回：GUSTAR動詞 II、天気
第�回：代名動詞 I
第�回：代名動詞 II、食物
第�回：義務を表す
第	回：第一回テスト／比較級の接続詞
第
回：第一回テストの復習／比べる
第10回：直説法現在完了
第11回：直説法点過去
第12回：直説法線過去
第13回：過去系のまとめ
第14回：a）第二回テスト

b）正答解説

履修上の注意

なし。

準備学習（予習・復習等）の内容

[準備学習] 前回、授業時に配付したプリント（配付した場合） の
熟読。また、課題（出た場合）の完了。
[授業中] ノート復習してテストに備える。授業内の発言が評価入れ
るために備えて教科書の予習。
[復習] 授業中に取ったメモを整理し、授業資料と共にファイリング
する。

教科書

『ENTRE AMIGOS �』、スペイン語級材蓙I研究会（著者）、朝日（出
版社）

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に行います。

成績評価の方法

平常点（発表、発言、参加、宿題）50％
試 験（授業中にテストが二回あります）50％
詳細は初回の授業でさらに説明します。

その他

出席状況等総合的に評価する。
辞書は必携です。
参考として、初級スペイン語で使用した教科書も持参すると良いで
しょう。
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1576_14D40901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣA セグ スビラホセオ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、 文法事項を再確認し，未習の基礎文法を仕上げます。
自分の感情を含め，身の回りのことについてある程度表現し理解もで
きることを目指します。広大なスペイン語圏を旅行する際に，人と知
り合い，自分のことを話し相手の話を聞けるようになること，辞書を
片手に初歩的な文章の読解ができるようになることを到達目標としま
す。 意欲的に予復習に取り組み，語彙を増やしさまざまな活用を覚
え，学んだことを積極的に表現に用いて，辞書を使わない理解や表現
の喜びをつかみ取ってください。

授業内容

第�回 Unidad1:復習
第�回 Unidad1:現在進行形
第�回 Unidad1:現在分詞のその他の用法
第�回 Unidad2:点過去：活用系
第�回 Unidad2:関係代名詞”que”。点過去で有名人の伝記を表す
第�回 Unidad2:点過去の旅行を説明
第�回 Unidad3: 線過去：活用形と使い方（�）過去の習慣。子供

の頃の生活を表す
第	回 Unidad3: 線過去：使い方（�）過去の描写
第
回 Unidad4: 線過去：使い方（�）
第10回 Unidad5:現在完了: 活用形と使い方
第11回 Unidad5:現在完了：経験を表す
第12回 スペイン語の過去形復習 （点過去、線過去、過去完了）
第13回 Unidad5: 勧誘表現。応じる表現/断る表現
第14回 まとめ。期末試験 （60分）

履修上の注意

積極的に授業に参加する事

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：Oh-o Meijiに”Learning materials”を見てください。
復習：授業で勉強した内容（文法・語彙・など）を復習する。

教科書

“Entre Amigos �” 朝日出版社、2012年
ISBN 9784255550558

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 80% 授業のへ貢献度 20%

その他

特になし

1577_14D40902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣA 豊 丸 敦 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

接続法を含む、基本文法、語彙・表現を習得し、簡単なコミュニケー
ションがとれ、平易な文章の読み書きができるようになること。

授業内容

� �年次の復習（第�課） �：発音など
� �年次の復習（第�課） �：名詞や形容詞
� �年次の復習（第�課） �：動詞の活用形と代名詞
� 比較表現、不定語・否定語
� 第�課：直説法点過去（規則活用）
� 第�課：直説法点過去（不規則活用�）
� 第�課：直説法点過去（不規則活用�）
	 第�課：関係代名詞 que

 第�課：直説法線過去
10 第�課：間接話法、関係詞の＜定冠詞＋que＞
11 発展練習
12 第�課：直説法点過去と線過去
13 第�課：現在分詞ほか
14 これまでのまとめ

＊講義内容や進度は必要に応じて変更する場合があります。

履修上の注意

スペイン語 IV A、スペイン語 IV Bを合わせて履修し、習った内容
をしっかり復習して着実に覚えましょう。
試験は�回行う予定で、日程は講義の進度に合わせて決定します。
再試験・単位授与のためのレポート等は実施しません。

辞書を毎回持参してください。
私語が甚だしい場合などは退席させます。また，講義中のスマート

フォンや携帯電話の使用は一切認めないので，講義に出席するときは
電源を切ってください。板書の撮影、講義の録音等、電子辞書以外の
電子機器の使用を固く禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書にある会話文や例文を何度も音読しましょう。意味は
わからなくてもかまいません。つづりを覚えるのに役立ちます。
復習：授業で習うさまざまな「言葉の決まり」をきちんと覚えるよ

う努めましょう。語学は積み重ねなので，毎回の内容をしっかり理解
し覚えていられるかどうかが重要になります。

教科書

『アクシオン！（ライト版�） ステップアップ編』
四宮瑞枝、落合佐枝、Paloma Trenado Deán 著 （白水社）

参考書

書籍タイプの西和・和西辞書。�年次に使っていたものでよい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，試験・授業への参加度を総合的に勘案して評価します。
（おおよその目安は試験70%・授業への参加度30%）。

その他
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1578_14D40903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣA バリエントス ロドリ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，様々な会話表現・語彙を身につけ，スペイン語の力
を伸ばすことを目指します。スペイン語の直接法現在形を用いて，正
確に言いたいことを伝え，相手の言っていることを理解できるよう，
話すこと・聞くことに重点をおき，会話の練習をします。

授業内容

第�回：スペイン語の読み方を復習し，クラスメートとあいさつを
し，自己紹介する

第�回：名前，職業，国籍や出身地について話す
第�回：基本的な動詞を使って毎日の生活を話す⑴
第�回：基本的な動詞を使って毎日の生活を話す⑵
第�回：自分の家族のこと，名前，年齢，性格，容姿等を話す⑴
第�回：自分の家族のこと，名前，年齢，性格，容姿等を話す⑵
第�回：自分の部屋，家，住んでいるところについて話す⑴
第	回：自分の部屋，家，住んでいるところについて話す⑵
第
回：中間試験，自分の好きなものや嫌いなものを話す⑴
第10回：自分の好きなものや嫌いなものを話す⑵，天気の説明をする
第11回：友達を誘ったり，頼む表現を覚え，買い物や食事の際の会話

を学ぶ⑴
第12回：友達を誘ったり，頼む表現を覚え，買い物や食事の際の会話

を学ぶ⑵
第13回：時間や曜日の表現を覚え，�日，�週間のスケジュールを話

す
第14回：ａ．春学期末試験 ｂ．春学期まとめ

履修上の注意

言語を学ぶ際に音読することは大切であるので，積極的にスペイン
語を声に出して読むこと。辞書を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめ教科書の文法の説明を読んで確認しておき，不明な点に
ついては質問を準備してくること。また，授業で出された宿題や課題
は必ずやってくること。

教科書

『¡Imagínatelo! Nueva edición イラストで楽しもう，スペイン語！
改訂版』浦眞佐子，フランシスコ・パルティダ（朝日出版社）

参考書

授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に口頭で行う。

成績評価の方法

試験（50%），口頭小テスト（25%），授業参加および課題（25%）
で評価します。

その他

1579_14D40940

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣA ブルゴス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

「コミュニケーション」を重視し，「話す・聴く・書く」の�技能をバ
ランス良く習得することを目指す，ネイティブ・スピーカー担当のク
ラス。スペイン語会話Ⅰに続いて，ネイティブ・スピーカーの発音・
速度に慣れ，「話す力」と「聞いて理解する力」というスキルをさら
に上達させ，「書く」ことに挑戦するクラス。

授業内容

第�回：スペイン語で学生の自己紹介
第�回：復習：SER動詞、冠詞、形容詞、国籍、色
第�回：現在形動詞、”何時ですか”

第�回：疑問代名詞、職業
第�回：ESTAR動詞、”どこですか”

第�回：HAY動詞、”何がありますか”

第�回：不規則な現在形動詞 I
第	回：第一回テスト/ 家族
第
回：第一回テストの復習 /量に関する副詞
第10回：不規則な現在形動詞 II、所有形容詞
第11回：不規則な現在形動詞 III、目的の文章
第12回：不規則な現在形動詞 IV、頼み方、お願いする
第13回：第二回テスト，最終発表の準備
第14回：a）第二回テスト

b）正答解説

履修上の注意

なし。

準備学習（予習・復習等）の内容

[準備学習] 前回、授業時に配付したプリント（配付した場合） の
熟読。また、課題（出た場合）の完了。
[授業中] ノート復習してテストに備える。授業内の発言が評価入れ
るために備えて教科書の予習。
[復習] 授業中に取ったメモを整理し、授業資料と共にファイリング
する。

教科書

『ENTRE AMIGOS �』、スペイン語級材蓙I研究会（著者）、朝日（出
版社）

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に行います。

成績評価の方法

平常点（発表、発言、参加、宿題）50％
試 験（授業中にテストが二回あります）50％
詳細は初回の授業でさらに説明します。

その他

出席状況等総合的に評価する。
辞書は必携です。
参考として、初級スペイン語で使用した教科書も持参すると良いで
しょう。
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1580_14D41001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣB セグ スビラホセオ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，文法事項を確認し，基礎文法を仕上げつつ，言いたい
ことを表現する技術，書かれていること・言われていることを理解す
るコツを身につけたり，語彙を強化したりしていきます。スペイン語
で友人と話をすること、辞書さえあればスペイン語の文章を理解でき
るようになること、スペイン政府公認の資格検定であるDELEでA2級
以上、スペイン語検定�級以上の合格を目指
した文法事項の習得を到達目標とします。意欲的な学習をして「初習
外国語（という卒業単位）」の域を超えた習得を目指してください。

授業内容

第�回 前期の復習
第�回 Unidad6:未来形：活用形。練習 未来を表す副詞句
第�回 Unidad6: 予想を表す。推測を表す
第�回 Unidad7: 過去完了
第�回 Unidad7: 関係代名詞”donde”。
第�回 Unidad7:直接法動詞を復習
第�回 Unidad8: 肯定命令形
第	回 Unidad8: 肯定命令形の使い方：勧める、頼める。
第
回 Unidad9: 否定命令
第10回 Unidad9:接続法：活用系
第11回 Unidad9:接続法 （使い方�）
第12回 Unidad9:接続法 （使い方�）
第13回 復習
第14回 まとめ。期末試験 （60分）

履修上の注意

積極的に授業に参加する事

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：Oh-o Meijiに”Learning materials”を見てください。
復習：授業で勉強した内容（文法・語彙・など）を復習する。

教科書

“Entre Amigos �” 朝日出版社、2012年
ISBN 9784255550558

参考書

特に定めない

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 80% 授業のへ貢献度 20%

その他

特になし

1581_14D41002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣB 豊 丸 敦 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

接続法を含む、基本文法、語彙・表現を習得し、簡単なコミュニケー
ションがとれ、平易な文章の読み書きができるようになること。

授業内容

� 第�課：過去分詞、直説法現在完了
� 第�課：感嘆文
� 第�課：直説法未来
� 第�課：直説法過去未来
� 発展練習
� 第	課：接続法現在ほか
� 第	課：不定詞の用法
	 第
課：接続法現在（不規則活用）

 第
課：接続法の用法
10 第10課：肯定命令、否定命令
11 第10課：命令形と目的格人称代名詞・再帰代名詞
12 第11課：接続法過去
13 第12課：条件文
14 これまでのまとめ

＊講義内容や進度は必要に応じて変更する場合があります。

履修上の注意

スペイン語 IV A、スペイン語 IV Bを合わせて履修し、習った内容
をしっかり復習して着実に覚えましょう。
試験は�回行う予定で、日程は講義の進度に合わせて決定します。
再試験・単位授与のためのレポート等は実施しません。

辞書を毎回持参してください。
私語が甚だしい場合などは退席させます。また，講義中のスマート

フォンや携帯電話の使用は一切認めないので，講義に出席するときは
電源を切ってください。板書の撮影、講義の録音等、電子辞書以外の
電子機器の使用を固く禁止します。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：教科書の会話文や例文を、何度も声に出して読む。声に出す
ことで発音の上達が期待でき、単語を覚えるのにも役立ちます。
復習：授業で習うさまざまな「言葉の決まり」をきちんと覚えるよ

う努めましょう。語学は積み重ねなので，毎回の内容をしっかり理解
し覚えていられるかどうかが重要になります。

教科書

『アクシオン！≪ライト版�≫ ステップアップ編』 四宮瑞枝、落合
佐枝、Paloma Trenado Deán 著 （白水社）

参考書

書籍タイプの西和・和西辞書。�年次に使用していたものでよい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

成績は，試験・出席状況・平常点を総合的に勘案して評価する（おお
よその目安は試験70%・出席状況など平常点30%）。

その他
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1582_14D41003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣB バリエントス ロドリ

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では，様々な会話表現・語彙を身につけ，スペイン語の力
を伸ばすことを目指します。直説法現在形・過去形を用いて，正確に
言いたいことを伝え，相手の言っていることを理解できるよう，話す
こと・聞くことに重点をおき，会話の練習をします。

授業内容

第�回：春学期の復習（テキストのLección �-�）
第�回：誕生日やクリスマスに友達にプレゼントを贈る際の会話や

カードの書き方を学ぶ⑴
第�回：誕生日やクリスマスに友達にプレゼントを贈る際の会話や

カードの書き方を学ぶ⑵
第�回：痛み，病気，体調が悪い時の表現を覚え，症状について話す

⑴
第�回：痛み，病気，体調が悪い時の表現を覚え，症状について話す

⑵
第�回：行ったことがある，食べたことがある等，経験を話し，道順

や料理の作り方等について話す⑴
第�回：行ったことがある，食べたことがある等，経験を話し，道順

や料理の作り方等について話す⑵
第	回：中間試験，過去にしたことや旅行について話す⑴
第
回：過去にしたことや旅行について話す⑵
第10回：身近な人物の一生について話す
第11回：子供の頃のことや旅行の思い出を話す⑴
第12回：子供の頃のことや旅行の思い出を話す⑵
第13回：子供の頃のことや旅行の思い出を話す⑶
第14回：ａ．秋学期末試験 ｂ．秋学期まとめ

履修上の注意

言語を学ぶ際に音読することは大切であるので，積極的にスペイン
語を声に出して読むこと。辞書を持参すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

あらかじめ教科書の文法の説明を読んで確認しておき，不明な点に
ついては質問を準備してくること。また，授業で出された宿題や課題
は必ずやってくること。

教科書

『¡Imagínatelo! Nueva edición イラストで楽しもう，スペイン語！
改訂版』浦眞佐子，フランシスコ・パルティダ（朝日出版社）

参考書

授業時に適宜紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に口頭で行う。

成績評価の方法

試験（50%），口頭小テスト（25%），授業参加および課題（25%）
で評価します。

その他

1583_14D41040

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

スペイン語ⅣB ブルゴス

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

「コミュニケーション」を重視し，「話す・聴く・書く」の�技能をバ
ランス良く習得することを目指す，ネイティブ・スピーカー担当のク
ラス。スペイン語会話Ⅰに続いて，ネイティブ・スピーカーの発音・
速度に慣れ，「話す力」と「聞いて理解する力」というスキルをさら
に上達させ，「書く」ことに挑戦するクラス。

授業内容

第�回：復習/再帰動詞 I
第�回：再帰動詞 II/指示代名詞、指示形容詞
第�回：GUSTAR動詞 I、代名動詞
第�回：GUSTAR動詞 II、天気
第�回：代名動詞 I
第�回：代名動詞 II、食物
第�回：義務を表す
第	回：第一回テスト／比較級の接続詞
第
回：第一回テストの復習／比べる
第10回：直説法現在完了
第11回：直説法点過去
第12回：直説法線過去
第13回：過去系のまとめ
第14回：a）第二回テスト

b）正答解説

履修上の注意

なし。

準備学習（予習・復習等）の内容

[準備学習] 前回、授業時に配付したプリント（配付した場合） の
熟読。また、課題（出た場合）の完了。
[授業中] ノート復習してテストに備える。授業内の発言が評価入れ
るために備えて教科書の予習。
[復習] 授業中に取ったメモを整理し、授業資料と共にファイリング
する。

教科書

『ENTRE AMIGOS �』、スペイン語級材蓙I研究会（著者）、朝日（出
版社）

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に行います。

成績評価の方法

平常点（発表、発言、参加、宿題）50％
試 験（授業中にテストが二回あります）50％
詳細は初回の授業でさらに説明します。

その他

出席状況等総合的に評価する。
辞書は必携です。
参考として、初級スペイン語で使用した教科書も持参すると良いで
しょう。
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1584_14D50301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 高 橋 美千子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

〈概要〉 中国語未習の�年次の学生に中国語の初級レベルの教育を
行う。 発音のしかた，中国語の音節構造，ピンインの読み方・書き
方，初級レベルの短い文の読解，文法事項，簡体字の習得をめざす。
〈到達目標〉 まず、中国語の発音を表すピンインと声調を正確に発
音できることを目標にする。そのうえで初級レベルの短文を中国語ら
しく音読でき，読解できる。文法項目を理解する。簡体字を認識でき
て書けることを目標とする。

授業内容

各課，先に文法事項を学んでから，本文の会話を音読し，意味を確認
していく。 練習問題は、単語を覚えていることが前提。
第�回 ガイダンス・第�課 発音
第�回 第�課 発音
第�回 第�課 発音
第�回 第�課 発音
第�回 第�課 動詞 是・ 挨拶言葉 本文・練習問題
第�回 第�課 名前の言い方 本文・練習問題
第�回 第�課 指示代詞 動詞述語文 本文・練習問題
第	回 第	課 助動詞 想・疑問詞疑問文 本文・練習問題
第
回 第
課 数詞・年齢の言い方 本文・練習問題
第10回 第10課 形容詞述語文 経験 本文・練習問題
第11回 第11課 助動詞要 比較 本文・練習問題
第12回 第12課 方向補語
第13回 春学期の復習・まとめ（プリントを使って）
第14回 a．試験

b．正答解説

履修上の注意

大学に入って初めて学び始める外国語である。発音の練習では、大き
な声で練習してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

単語の小テストを実施してから，授業に入るので、しっかり単語を覚
えてくること。
単語テストの範囲は，その日の授業中の履修する単語。

教科書

『日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版』 相原茂・陳淑梅・飯田
敦子 著 （朝日出版社）

参考書

『基礎から発展までよくわかる中国語文法』丸尾誠著 アスク出版
2010 『やさしくくわしい中国語文法の基礎』守屋宏則著 東方書店
1995 辞典は：『中日辞典第�版』小学館または『中日辞典第�版』
講談社 を推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

小テスト（50％）定期試験（50％）

その他

1585_14D50302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得するこ
とを目的とします。具体的な到達目標は、自己紹介・日常会話がで
き、中国人に自分の意思が伝えられるようになることです。

授業内容

春学期
� 動詞述語文
� 否定の副詞
� 疑問文
� 是の構文
� 形容詞述語文
� 量詞
� 主述述語文・疑問詞疑問文
	 結果補語

 動態助詞
10 前置詞
11 連動文
12 比較文
13 助動詞
14 aまとめ ｂ試験

履修上の注意

漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味がわかることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80％、小テスト10％、平常点10％。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。
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1586_14D50303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 喬 志 航

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎中国語の入門編であり，中国語の基礎づくりを目的に，まずは正し
い発音を身につけてもらうことが重要である。それから基礎語彙を中心に
簡単な会話を習得してから，さらに文法要項を反映させる基本文型へと進
めていく。
語学の学習とともに中国の歴史や現代中国事情についても紹介したりし

ていく予定である。

現代中国語の発音の特徴や基礎文型などを習得することを目標とする。
基本的なものを聞いて理解し，話せるように，「聞く」・「話す」・「読む」
という基礎的要項に到達できるよう期待する。

授業内容

第�回：a：イントロダクション
b：発音の基本知識（声調と単母音）

第�回：発音の基本知識（複母音）
第�回：発音の基本知識（子音）
第�回：発音の基本知識（鼻音を伴う母音）
第�回：第�課
第�回：第�課
第�回：第�課
第	回：中間試験
第
回：第�課
第10回：第�課
第11回：第�課
第12回：第�課
第13回：第	課
第14回ａ：期末試験

ｂ：正答解説

履修上の注意

積極的にとりくむことを求める。語学習得には，特に出席率が重要であ
る。
また授業中，ノートを取ることも試験準備に不可欠である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習：テキスト本文を読了する。
事後学習：テキスト単語・文法を振り返る。

教科書

『シンプルチャイニーズ北京』（文法編），早稲田大学理工学術院中国語部
会著，朝日出版社。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題を課する予定は特にないが、授業の進行により、必要が生じた場合、
授業中に説明する。

成績評価の方法

平常点（授業への貢献度，中間試験など），期末試験に基づいて評価する。
平常点40％，期末試験60％。

その他

1587_14D50304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の最も重要な基礎知識を習得することを目標と
します。発音や基礎文法を解説しながら、中国語の基礎をしっかり学
ぶことに重点を置きます。一学期の勉強で、自己紹介など、簡単な会
話ができるようになります。

授業内容

�.発音篇(�)
�.発音篇(�)
�.発音篇(�)
�.第一課 人称代名詞、動詞述語文など
�.第二課 疑問詞疑問文など
�.第三課 数詞など
�.第四課(�)場所を表す表現など
	.第四課(�)形容詞述語文など

.第五課(�)所有・存在を表す表現など
10.第五課(�)完了を表す表現など
11.第六課(�)能願動詞など
12.第六課(�)動詞の重ね型など
13.第七課(�)連動文など
14第七課(�)主題化構文など

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語の基礎づくり』 楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

中国語の辞書を各自一部用意してください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%と期末試験80%。

その他

とくにありません。
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1588_14D50305

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の最も重要な基礎知識を習得することを目標と
します。発音や基礎文法を解説しながら、中国語の基礎をしっかり学
ぶことに重点を置きます。一学期の勉強で、自己紹介など、簡単な会
話ができるようになります。

授業内容

�.発音篇(�)
�.発音篇(�)
�.発音篇(�)
�.第一課 人称代名詞、動詞述語文など
�.第二課 疑問詞疑問文など
�.第三課 数詞など
�.第四課(�)場所を表す表現など
	.第四課(�)形容詞述語文など

.第五課(�)所有・存在を表す表現など
10.第五課(�)完了を表す表現など
11.第六課(�)能願動詞など
12.第六課(�)動詞の重ね型など
13.第七課(�)連動文など
14第七課(�)主題化構文など

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語の基礎づくり』 楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

中国語の辞書を各自一部用意してください。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%と期末試験80%。

その他

とくにありません。

1589_14D50306

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 張 士 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得する
ことを目的とします。一年間をとおし最終的な目標は，自己紹介・日
常会話ができ，中国に行っても自分の意思が伝えられるようになるこ
とです。

授業内容

教科書に沿って以下の予定で進める。
（�）授業の進め方，中国語を学ぶ上での注意点
（�）発音�
（�）発音�
（�）発音�・�
（�）第�課
（�）第�課
（�）第�課
（	）第�課
（
）第�課
（10）第�課上
（11）第�課下
（12）第�課上
（13）第�課下
（14）a : 試験 b : 正答解説

履修上の注意

中国語学習の基本は発音です。特に入門時の発音練習は重要です。授
業中は積極的に発音練習をしましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

初級は復習中心で学習してください。授業日当日の復習は30分程度、
文法の内容の確認や附録の CD を何度も聴き発音し，簡体字の書き取
りなどをしっかりやって下さい。また語学では毎日の継続的な学習が
必要で、毎日10分程度のリスニング・発音練習をして下さい。不明な
点があれば次回の授業で質問してください。

教科書

早稲田大学理工学術院中国語部会『シンプルチャイニーズ北京文法
篇』朝日出版社、2018年、2300円+税。

参考書

特に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に練習問題の解答と解説を行う。

成績評価の方法

平常点（発音など授業態度も考慮する）30％，学期末試験70％

その他
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1590_14D50307

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 大 場 一 央

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初級中国語につき、発音と初級文法を講義する。中国語は、日本人から
すると同一音かのように聞こえる音が複数存在し、発音規則を理解して
おかないと会話が成立しない。また、同じ漢字文化圏であるが故に、と
もすれば漢字をつなぎあわせて意味をとれそうに思われがちだが、実際
にはイメージに相当の隔たりが存在する。したがって、本講では、発
音・単語・文法の三つを解説し、学生に発音・作文を実践してもらう。
拼音・四声を使った発音、基礎的な作文ができることを到達目標とす
る。

授業内容

教科書に沿って以下の予定で授業を進める。
（�）a：授業の進め方、中国語を学ぶ上での注意点

b：発音の基礎
（�）発音A(声調、母音、無気音と有気音)
（�）発音B(そり舌音、数字、数詞述語文)
（�）発音C(人材、代名詞、SVO)
（�）発音D(名前の聞き方・答え方)
（�）第一課(指示代名詞、形容詞述語文)
（�）第二課(疑問文、“的”)
（	）第三課(“有”“没有”、親族名称)
（
）第四課(日付と曜日、前置詞)
（10）第五課(月、時刻)
（11）第六課(お金の言い方、大きい数字)
（12）第七課(動詞“在”、助動詞“要”)
（13）第八課(前置詞“在”、助動詞“能”)
（14）a：試験

b：講義全体のふりかえり

履修上の注意

本講は、文法理解を最優先事項とする。したがって学生諸君には、授業
の都度、論理的に理解するよう心懸けてほしい。必要に応じ、小テスト
等で理解度を確認するので、積極的に聴講すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に実施した小テストや、文法解説の板書の内容をふりかえり、不
明な部分があれば授業で質問すること。
また、次回の文法のポイントについて、教科書に簡単に目を通しておく
こと。

教科書

董燕・遠藤光暁『ともだち・朋友(トータル版) 』朝日出版社(￥2500)

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度25% 、試験75%

その他

文法事項の説明を充実させ、資料の読みやすさを更に向上する。

1591_14D50308

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

現代漢語＝中国語の発音の基礎と基本的な表現習得を目指す基礎の授
業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを使
用し，�年間で無理なく無駄なく，発音や基礎文法等を体系的に学習
する。他の言語と同様に中国語のコミュニケーションも，送受信＝質
問と答えのやり取りを基本としている。日常の生活における交流場面
に着目する問答練習を中心に，基礎的な表現を読む・聞く・話す・書
く能力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 単母音
第�回 子音
第�回 複母音
第�回 発音のまとめ
第�回 姓名をたずねる表現
第�回 判断・動作行為の表現
第�回 性質や状態の表現
第	回 連体修飾の表現
第
回 数量の表現
第10回 曜日と月日の表現
第11回 時刻の表現
第12回 時間量や回数の表現
第13回 方位と所在の表現
第14回 まとめ

履修上の注意

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習
しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

大学に入って初めて学び始める外国語である。新たな気持ちで恥ずか
しがらず，大きな声で発音練習してほしい。語学力は短期間で身につ
けられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課後は、付属のCD
とDVD(オンライン提供)を活用しながら予習・復習をすることが重
要。

教科書

『日常をコミュニケーションする中国語初級』 株式会社シーエスピー
出版部、PDF版無償提供

参考書

推薦辞書なども含め，授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、
15％），筆記テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅
刻は減点となる。

その他
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1592_14D50309

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠA 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得するこ
とを目的とします。具体的な到達目標は、自己紹介・日常会話がで
き、中国人に自分の意思が伝えられるようになることです。

授業内容

春学期
� 動詞述語文
� 否定の副詞
� 疑問文
� 是の構文
� 形容詞述語文
� 量詞
� 主述述語文・疑問詞疑問文
	 結果補語

 動態助詞
10 前置詞
11 連動文
12 比較文
13 助動詞
14 aまとめ ｂ試験

履修上の注意

漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味がわかることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80％、小テスト10％、平常点10％。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。

1593_14D50401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 高 橋 美千子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文法事項を重点的に理解していく。プリントで教科書の説明を補い，
教科書の練習のほかにも，助動詞や前置詞を中心とした練習をする。
二年次の授業に向けての基礎固めを行いたい。

授業内容

第�回 第13課 前置詞 了 本文・練習問題
第�回 第14課 年月日 了 本文・練習問題
第�回 第15課 時刻・時間量 本文・練習問題
第�回 第16課 結果補語 本文・練習問題
第�回 第17課 可能の助動詞
第�回 第17課 可能補語 本文・練習問題
第�回 第18課 様態補語
第	回 第18課 二重目的語 本文・練習問題
第
回 第19課 進行・持続
第10回 第19課 是・・・的 使役 本文・練習問題
第11回 第20課 把構文 受身
第12回 第20課 存現文 本文・練習問題
第13回 秋学期の復習（プリントを使って）
第14回 a.試験

b.正答解説

履修上の注意

秋学期は、文法も難しくなる。補助プリントを配布するので、復習を
怠らず，基礎を身に付けてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

引き続き単語の小テストを授業の始めに実施する。単語は基本なの
で、しっかり覚えること。

教科書

『日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版』 相原茂・陳淑梅・飯
田敦子 著 （朝日出版社）

参考書

『基礎から発展までよくわかる中国語文法』丸尾誠著 アスク出版
2010 『やさしくくわしい中国語文法の基礎』守屋宏則著 東方書店
1995 辞典は：『中日辞典第�版』小学館または『中日辞典第�版』
講談社 を推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

小テスト（50％）定期試験（50％）

その他
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1594_14D50402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得するこ
とを目的とします。具体的な到達目標は、自己紹介・日常会話がで
き、中国人に自分の意思が伝えられるようになることです。

授業内容

秋学期
� 状態補語
� 地の使い方
� 可能補語
� 数量補語
� 時間・場所・方法の強調
� 処置文
� 使役文
	 兼語文

 動作の進行
10 受動文
11 疑問詞の呼応文
12 就と才
13 又と再
14 aまとめ ｂ試験

履修上の注意

漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味がわかることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80％、小テスト10％、平常点10％。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。

1595_14D50403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 喬 志 航

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎中国語の入門編であり，中国語の基礎づくりを目的に，まずは正
しい発音を身につけてもらうことが重要である。それから基礎語彙を中
心に簡単な会話を習得してから，さらに文法要項を反映させる基本文型
へと進めていく。
語学の学習とともに中国の歴史や現代中国事情についても紹介したり

していく予定である。

現代中国語の発音の特徴や基礎文型などを習得することを目標とす
る。
基本的なものを聞いて理解し，話せるように，「聞く」・「話す」・「読
む」という基礎的要項に到達できるよう期待する。

授業内容

第�回：春学期授業内容の復習
第�回：第
課
第�回：第10課
第�回：第11課
第�回：第12課
第�回：第
−12課 ヒアリング，会話の練習
第�回：中間試験
第	回：第13課
第
回：第14課
第10回：第15課
第11回：第16課
第12回：第13-16課 ヒアリング，会話の練習
第13回：総復習
第14回ａ：期末試験

ｂ：正答解説

履修上の注意

積極的にとりくむことを求める。語学習得には，特に出席率が重要であ
る。
また授業中，ノートを取ることも試験準備に不可欠である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習：テキスト本文を読了する。
事後学習：テキスト単語・文法を振り返る。

教科書

『シンプルチャイニーズ北京』（文法篇），早稲田大学理工学術院中国語
部会著，朝日出版社。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題を課する予定は特にないが、授業の進行により、必要が生じた場
合、授業中に説明する。

成績評価の方法

平常点（授業への貢献度，中間試験など），期末試験に基づいて評価す
る。平常点50％，期末試験50％。

その他
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1596_14D50404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の最も重要な基礎知識を習得することを目標と
します。基礎文法を解説しながら、中国語の基礎をしっかり学ぶこと
に重点を置きます。二学期目の勉強で、簡単な日常会話ができること
と短い文章を書けるようになります。

授業内容

�.第八課(�) 結果補語など
�.第八課(�) 指示詞の使い方など
�.第九課(�)存現文など
�.第九課(�)主述述語文
�.第十課(�)時間詞など
�.第十課(�)二重目的語構文
�.第十一課(�)数量の表現
	.第十一課(�)方位詞など

.第十二課(�)兼語文など
10.第十二課(�)接続詞“所以”など
11.第十三課(�)動作量と回数表現など
12.第十三課(�)能願動詞“想”など
13.第十四課 名詞述語文・伝聞表現など
14.第十五課 副詞"就”など

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語の基礎づくり』 楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

中国語の辞書を一部用意しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%トと期末試験80%。

その他

とくにありません。

1597_14D50405

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の最も重要な基礎知識を習得することを目標と
します。基礎文法を解説しながら、中国語の基礎をしっかり学ぶこと
に重点を置きます。二学期目の勉強で、簡単な日常会話ができること
と短い文章を書けるようになります。

授業内容

�.第八課(�) 結果補語など
�.第八課(�) 指示詞の使い方など
�.第九課(�)存現文など
�.第九課(�)主述述語文
�.第十課(�)時間詞など
�.第十課(�)二重目的語構文
�.第十一課(�)数量の表現
	.第十一課(�)方位詞など

.第十二課(�)兼語文など
10.第十二課(�)接続詞“所以”など
11.第十三課(�)動作量と回数表現など
12.第十三課(�)能願動詞“想”など
13.第十四課 名詞述語文・伝聞表現など
14.第十五課 副詞"就”など

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語の基礎づくり』 楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

中国語の辞書を一部用意しましょう。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%トと期末試験80%。

その他

とくにありません。
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1598_14D50406

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 張 士 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得するこ
とを目的とします。一年間をとおし最終的な目標は，自己紹介・日常
会話ができ，中国に行っても自分の意思が伝えられるようになること
です。

授業内容

教科書に沿って以下の予定で授業を進める。
（�）第	課
（�）第
課
（�）第10課
（�）第11課
（�）第12課
（�）第13課上
（�）第13課下
（	）第14課上
（
）第14課下
（10）第15課上
（11）第15課下
（12）第16課上
（13）第16課下
（14）a : 試験 b : 正答解説

履修上の注意

中国語学習の基本は発音です。特に入門時の発音練習は重要です。積
極的に発音練習をしましょう。

準備学習（予習・復習等）の内容

中国語初級は復習中心で学習してください。授業日当日の復習は30分
程度、文法の内容の確認や附録の CD を何度も聴き発音し，簡体字の
書き取りなどをしっかりやって下さい。また語学では毎日の継続的な
学習が必要で、毎日10分程度のリスニング・発音練習をして下さい。
不明な点があれば次回の授業で質問してください。

教科書

早稲田大学理工学術院中国語部会『シンプルチャイニーズ北京文法
篇』朝日出版社、2018年、2300円＋税。

参考書

参考書は使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に練習問題の解答と解説を行う。

成績評価の方法

平常点（発音などの授業の態度）30%，期末試験70%。

その他

1599_14D50407

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 大 場 一 央

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初級中国語につき、発音と初級文法を講義する。中国語は、日本人から
すると同一音かのように聞こえる音が複数存在し、発音規則を理解して
おかないと会話が成立しない。また、同じ漢字文化圏であるが故に、と
もすれば漢字をつなぎあわせて意味をとれそうに思われがちだが、実際
にはイメージに相当の隔たりが存在する。したがって、本講では、発
音・単語・文法の三つを解説し、学生に発音・作文を実践してもらう。
拼音・四声を使った発音、基礎的な作文ができることを到達目標とす
る。

授業内容

教科書に沿って以下の予定で授業を進める。
（�）a：春学期試験解説

b：春学期文法解説
（�）第九課(助動詞“会”、連動文)
（�）第十課(助動詞“可以”、比較の言い方)
（�）第十一課(完了を表す“了”)
（�）第十二課(変化を表す“了”、経験)
（�）第十三課(進行形、中国語と時制)
（�）第十四課(結果補語、程度補語)
（	）第十五線(持続を表す“着”、存現文)
（
）第十六課(“是〜的”の構文)
（10）第十七課(方向補語、“把”構文)
（11）第十八課(可能補語、連文)
（12）第十九課(様態補語)
（13）第二十課(受け身)
（14）a：試験

b：講義全体のふりかえり

履修上の注意

本講は、文法理解を最優先事項とする。したがって学生諸君には、授業
の都度、論理的に理解するよう心懸けてほしい。必要に応じ、小テスト
等で理解度を確認するので、積極的に聴講すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に実施した小テストや、文法解説の板書の内容をふりかえり、不
明な部分があれば授業で質問すること。
また、次回の文法のポイントについて、教科書に簡単に目を通しておく
こと。

教科書

董燕・遠藤光暁『ともだち・朋友(トータル版) 』朝日出版社(￥2500)

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度25% 、試験75%

その他

文法事項の説明を充実させ、資料の読みやすさを更に向上する。
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1600_14D50408

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

現代漢語＝中国語の発音の基礎と基本的な表現習得を目指す基礎の
授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，�年間で無理なく無駄なく，発音や基礎文法等を体系的に学
習する。他の言語と同様に中国語のコミュニケーションも，送受信＝
質問と答えのやり取りを基本としている。日常の生活における交流場
面に着目する問答練習を中心に，基礎的な表現を読む・聞く・話す・
書く能力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 春学期学習内容の復習
第�回 金額の表現
第�回 距離・起点・動作の場所
第�回 家族構成の表現
第�回 比較の表現
第�回 完了の表現
第�回 変化の表現
第	回 中間テスト
第
回 過去の経験に関する表現
第10回 完了した動作の時間・場所・方式の確認
第11回 動作の進行と持続
第12回 高さ・長さ・重さ
第13回 感覚・願望の表現
第14回 まとめ

履修上の注意

春学期より、難易度も内容量も増大しており、毎回授業の初めに聞
かれる質問に即答できるよう、しっかり復習しておくことが求められ
る。語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だ
から，放課後は、付属のCDとDVD（オンライン提供）を活用しなが
ら予習・復習をすることが重要。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業の初めに既習内容に関する質問をするので、予習しておく
こと。

教科書

『日常をコミュニケーションする中国語初級』 株式会社シーエスピー
出版部、PDF版無償提供

参考書

推薦辞書なども含め，授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、
15％），筆記テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅
刻は減点となる。

その他

1601_14D50409

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅠB 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では中国語の基礎（発音・聞く・話す・読む）を習得するこ
とを目的とします。具体的な到達目標は、自己紹介・日常会話がで
き、中国人に自分の意思が伝えられるようになることです。

授業内容

秋学期
� 状態補語
� 地の使い方
� 可能補語
� 数量補語
� 時間・場所・方法の強調
� 処置文
� 使役文
	 兼語文

 動作の進行
10 受動文
11 疑問詞の呼応文
12 就と才
13 又と再
14 aまとめ ｂ試験

履修上の注意

漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味がわかることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80％、小テスト10％、平常点10％。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。
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1602_14D50501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
・本講座では『シンプルチャイニーズ北京 文法篇』（早稲田大学理工
学術院中国語部会編、朝日出版社）を用いて、簡単な会話文を読みなが
ら初級中国語の習得を目指す。前期（ⅡA）は発音・第�課〜第�課ま
で。
・外国語は単なるコミュニケーションのツールではない。異文化理解の
道しるべでもある。そこで授業では中国の歴史や文化などもについても
積極的に紹介する。学生諸君には中国語の習得だけでなく、中国の歴
史・文化に関心を持ち深く理解してもらいたい。

【到達目標】
・基礎的な中国語を習得し、聞く・話す・読む・書くができる。
・中国語の発音・発音表記（ピン音）を習得する。
・基礎的な会話表現・文法、形容詞・動詞・名詞などを習得。
・中国語学習を通じて異文化理解の視点を獲得する。

授業内容

第�回〜�回：発音
第�回 第�課 我是日本人。（私は日本人です。）
第�回 第�課 你学什么？（あなたは何を学んでいますか？）
第�回 第�課 这是什么？（これは何ですか？）
第	回 第�課 我有妹妹。（私には妹がいます。）
第
回 第�課〜第�課の復習
第10回 第�課 多少钱？（いくらですか？）
第11回 第�課 我请客.。（私がおごります）
第12回 第�課 洗手间在哪儿？（トイレはどこですか？）
第13回 第�課〜第�課の復習
第14回ａ：試験 ｂ：試験の解説

履修上の注意

・中日辞典を�冊必ず準備すること。電子辞書でも可。推薦辞書につい
ては参考書を参照。

準備学習（予習・復習等）の内容

・あらかじめ教科書の文章を読み辞書を用いて翻訳しておき、授業に臨
むこと。
・予習・復習時ともに教科書を繰り返し音読し、付録の音声データを繰
り返し聞くこと。反復練習こそが言語習得の近道である。

教科書

『シンプルチャイニーズ北京 文法篇』（早稲田大学理工学術院中国語部
会編、朝日出版社）
https://text.asahipress.com/chinese/detail.php?id=1629

参考書

【推薦辞書】
・商務印書館・小学館共編『中日辞典』（小学館）
・相原茂編『中日辞典』（講談社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験70％＋平常点（小テストの点数や課題への取り組み）30％

その他

特になし

1603_14D50502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 胡 潁 芝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では中国語初心者を対象として、「読み・聴き・書く・話す」�スキルを
鍛えます。とくに、語学の勉強は音を出すことがもっとも大事なので、「話す」
の練習を重視します。
春学期では、中国語の発音をマスターし、基本文型を学びます。
秋学期では、春学期で学んだ内容を復習しながら、やや複雑な文法と単語を学
びます。

授業内容

第�回 導入（授業の進め方、中国語とは何か）
第�回 発音篇 第�&�課 声調、単母音、複母音、声母
第�回 発音篇 第�&�課 鼻音を伴う母音、声調の変化、声調の組み合わ

せ、r化
第�回 本編 第�&�課 判断文／動詞述語文／否定文／疑問文
第�回 本編 第�&�課 形容詞述語文／「的」
第�回 本編 第�課 前置詞「在」／「是…的」構文／疑問詞疑問文
第�回 本編 第�&�課 数字・数詞・量詞／語気助詞「呢」／動詞「有（も

つ）」
第	回 本編 第	課 動詞「有VS.在（ある／いる）」／「什么地方」と「哪

儿」
第
回 本編 第
課 「怎么」VS.「为什么」／「这么」と「那么」
第10回 本編 第10課 進行の表し方／三つの「在」
第11回 本編 第10課 前置詞「离・从・往」と「用」／助動詞「ねばならな

い」
第12回 本編 第11課 連動文／前置詞「给」
第13回 本編 第11課 使役文／兼語文
第14回 ａ：期末試験 ｂ：正答解説

履修上の注意

語学勉強はビルを建てることと同じです。丈夫な建物を造る時に、「土台」をき
ちんとすることが大事です。
「皆目見当もつかない問題に適当に答えたら正解した」 よりも「間違いだった
が、なぜ間違いなのかを確実に理解できるようにする」ほうがずっとましです。
そのため、間違うことを怖がらず、積極的に授業に参加することを望みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：次回のテキストを予習し、わからない単語を辞書で調べておきます。
復習：毎週学んだ内容を復習したうえで、CDの音声を繰り返し聞きながら声を
出して練習しておきます。
※語学勉強には、インプットだけでなく、、シャドーイングのような練習も非常
に大事ですので、教科書以外の教材を活用する学習法も授業中に随時紹介しま
す。

教科書

『中国語 入門ルール66』（相原茂・玄宜青、朝日出版社。）およびプリント

参考書

語学の勉強に辞書は必須です。商務印書館・小学館共編『中日辞典』（小学館）、
相原茂編『中日辞典』（講談社）や松岡榮志主幹、費錦昌・古川裕・樋口靖・白
井啓介・代田智明編著『超級クラウン中日辞典』（三省堂）などがおすすめで
す。講談社、小学館や三省堂の辞書を収録した電子辞書やスマホの中国語辞書
アプリでもよい。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（出席、課題や授業態度など）30％、期末試験70％

その他
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1604_14D50503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 江 崎 隆 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期は専ら，ピンインをしっかり音読して聴き取ることに神経を集中
する。「ピンイン」とはアルファベットで表記される中国語の仮名文字の
ことで，その習得なしには言葉を発することもできない。
ここで習得した発音力は，自転車や水泳のように諸君の身体の中に残
り，将来中国語が必要となった時は，ゼロから学び直す必要はないものと
思われる。

授業内容

授業の初めに，前回教えた範囲からピンイン書き取りの，テストを実施
する。発音されるピンインを聴き取って書くものであり，出題範囲が毎回
変わるので注意が必要である。このテストのためには，指示された音源を
15分位聴いて準備しておく必要がある。
次に，プリントを用いてピンイン音読の練習をしてゆく。

細心の注意をはらいながら，学生�人�人の唇の形と発音をチェックす
る。
（�） 授業の概要と計画
（�） 単母音の発音
（�） 単母音・二重母音の発音
（�） 二重母音・三重母音の発音
（�） 鼻母音の発音その�
（�） 鼻母音の発音その�
（�） 子音の発音その�
（	） 子音の発音その�
（
） 子音の発音その�
（10） 母音復習
（11） 音節表その�
（12） 音節表その�
（13） 音節表その�
（14） 音節表総復習

履修上の注意

�年目の中国語は特に前期が重要であり，ここをいい加減にやり過ごし
てしまうと，�年間すべてが台無しになってしまうので，極力休まないよ
うにして欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回の授業で指示された箇所を復習して、小テストに臨むこと。

教科書

劉穎他『�冊目の中国語 講読クラス』白水社、2300円+税。

参考書

中日辞典等については授業中に指示するので，急いで買わないこと

課題に対するフィードバックの方法

小テストで間違えた箇所を、音声を聴いて、自分で発音して練習するこ
と。

成績評価の方法

毎回実施する小テスト（10点満点）の合計点が�分の�，�月の本テス
トが�分の�を占める。授業最初の小テストに遅刻すると，その日は�点
になるので注意されたい。

その他

発音でのどを使うので，授業中の水分補給は可だが，ガムやキャン
ディーの類は口の動きを制限するので厳禁である。

1605_14D50504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 蝦 名 良 亮

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

現代中国語の日常的な会話表現を採用したテキストを使用し、使用
文字・発音の基礎を習得し、「読み・聴き・書く・話す」練習を通じ
て、中国語による基本的なコミュニケーション能力を養う。
常用の挨拶表現の習得、簡単な自己紹介ができることを目標とす

る。

授業内容

� 中国語概論とテキスト紹介/テキスト発音編：声調と単母音
� テキスト発音編：子音
� テキスト発音編：複合母音
� テキスト発音編：鼻母音
� テキスト発音編：発音の規則
� テキスト第�課：人称代名詞/動詞“是”/名前の言い方
� テキスト第�課：動詞述語文/語気助詞“吧”/疑問詞疑問文“”

	 テキスト第�課：指示代名詞(�)/“的”/語気助詞“呢”


 テキスト第�課：形容詞述語文/助動詞“想”と“要”/動詞の重ね型
10 テキスト第�課：時間の表現(�)/所有を表す動詞“有”/反復疑問
文

11 テキスト第�課：数詞/量詞/“几”と“多少”

12 テキスト第�課：指示代名詞(�)/方位詞/存在を表す動詞“有”と
“在”

13 テキスト第	課：時間の表現(�)/変化を表す文末助詞“了”/年齢
の言い方

14 ａ：春学期到達度の確認。ｂ：正答解説。

履修上の注意

原則として毎回、単語のつづりなどに関する小テストを実施または課
題の提出を求める。小テストでの不正行為が発覚した場合、以後の履
修を認めない。また、授業の妨げとなる私語などの行為、授業中はス
マホの私的な使用は堅く慎んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキスト本文と例文について毎回30分程度の予習復習が必要である。

教科書

南勇『新HSKにチャレンジ！ 一年生の中国語』朝日出版社。

参考書

基本的に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

原則として添削し返却する。

成績評価の方法

授業への貢献度 20％
授業参加の積極性など

授業内小テスト 40％
期末の試験 40％

その他

特になし。
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1606_14D50505

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 石 野 智 大

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本授業では，中国語未習の一年次の学生に中国語初級レベルの教育を行

う。まずは，中国語の発音のしかた，ピンインや簡体字の読み書きを学
び，その後に教科書の本文（会話文）を利用して，会話文の音読練習と文
法事項の理解を進める。それらを通して，日常会話の聞き取りや短文の読
み書きを可能とする中国語の基礎的な力を身につける。

【授業の到達目標】
中国語の発音や基礎的な文法を理解し，初級レベルの文章を読み書きで

きるようになる。

授業内容

第�回：第�課 中国語概略，声調，単母音
第�回：第�課 複母音，子音，声調記号
第�回：第�課 鼻母音，声調変化，数字，あいさつ用語
第�回：第�課 人称代名詞，動詞述語文，「吗」疑問文など
第�回：第�課のつづき，発音練習，文法読解練習
第�回：第�課 形容詞述語文，指示代名詞，方位詞，疑問詞疑問文など
第�回：第�課のつづき，発音練習，文法読解練習
第	回：第�課 動詞「有」，疑問数詞，量詞，数詞，反復疑問など
第
回：第�課のつづき，発音練習，文法読解練習
第10回：第�課 動詞「在」，時間の表現，語気助詞など
第11回：第�課のつづき，発音練習，文法読解練習
第12回：第	課 年月日・曜日の言い方，名詞述語文，年齢の尋ね方，連

動文など
第13回：第	課のつづき，発音練習，文法読解練習
第14回：a 期末試験

b 試験の解説
※授業内容は必要に応じて一部変更することがあります。

履修上の注意

語学の習得には日々の継続的な学習が大切です。必ず予習・復習を行って
授業に臨むこと。また，授業中の音読練習は大きな声で行うようにしてく
ださい。

準備学習（予習・復習等）の内容

（予習）教科書付属の音源を活用して，各課の本文を複数回音読する。ま
た，「新出語句」と「補充語句」の字形・発音・意味を覚えてくる。
（復習）授業で習った文法事項や新出単語を見直し，理解を定着させる。

教科書

『会話で学ぼう基礎中国語』，黄麗華・味岡美玲著，（白帝社，2009年）

参考書

中日辞典を各自で自宅に一冊準備するのが望ましい（電子辞書でも可）。
携帯のしやすい小型の辞典では『ポケットプログレッシブ中日・日中辞
典』（小学館），中型の辞典では『中日辞典』第�版（小学館）や『東方中
国語辞典』（東方書店）をおすすめします。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業時間内に解説や講評などのフィードバックを行います。

成績評価の方法

平常点（発音練習、課題、授業への取り組みなど）30％，期末試験70％。
本授業は必修で各回の出席が前提ですので，遅刻や欠席は減点の対象と

なります。

その他

1607_14D50506

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 高 橋 美千子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

〈概要〉 中国語未習の�年次の学生に中国語の初級レベルの教育を
行う。 発音のしかた，中国語の音節構造，ピンインの読み方・書き
方，初級レベルの短い文の読解，文法事項，簡体字の習得をめざす。
〈到達目標〉 まず、中国語の発音を表すピンインと声調を正確に発
音できることを目標にする。そのうえで初級レベルの短文を中国語ら
しく音読でき，読解できる。文法項目を理解する。簡体字を認識でき
て書けることを目標とする。

授業内容

各課，先に文法事項を学んでから，本文の会話を音読し，意味を確認
していく。 練習問題は、単語を覚えていることが前提。
第�回 ガイダンス・第�課 発音
第�回 第�課 発音
第�回 第�課 発音
第�回 第�課 発音
第�回 第�課 動詞 是・ 挨拶言葉 本文・練習問題
第�回 第�課 名前の言い方 本文・練習問題
第�回 第�課 指示代詞 動詞述語文 本文・練習問題
第	回 第	課 助動詞 想・疑問詞疑問文 本文・練習問題
第
回 第
課 数詞・年齢の言い方 本文・練習問題
第10回 第10課 形容詞述語文 経験 本文・練習問題
第11回 第11課 助動詞要 比較 本文・練習問題
第12回 第12課 方向補語
第13回 春学期の復習・まとめ（プリントを使って）
第14回 a．試験

b．正答解説

履修上の注意

大学に入って初めて学び始める外国語である。発音の練習では、大き
な声で練習してほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

単語の小テストを実施してから，授業に入るので、しっかり単語を覚
えてくること。
単語テストの範囲は，その日の授業中の履修する単語。

教科書

『日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版』 相原茂・陳淑梅・飯田
敦子 著 （朝日出版社）

参考書

『基礎から発展までよくわかる中国語文法』丸尾誠著 アスク出版
2010 『やさしくくわしい中国語文法の基礎』守屋宏則著 東方書店
1995 辞典は：『中日辞典第�版』小学館または『中日辞典第�版』
講談社 を推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

小テスト（50％）定期試験（50％）

その他
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1608_14D50507

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

現代漢語＝中国語の発音の基礎と基本的な表現習得を目指す基礎の授
業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを使
用し，�年間で無理なく無駄なく，発音や基礎文法等を体系的に学習
する。他の言語と同様に中国語のコミュニケーションも，送受信＝質
問と答えのやり取りを基本としている。日常の生活における交流場面
に着目する問答練習を中心に，基礎的な表現を読む・聞く・話す・書
く能力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 単母音
第�回 子音
第�回 複母音
第�回 発音のまとめ
第�回 姓名をたずねる表現
第�回 判断・動作行為の表現
第�回 性質や状態の表現
第	回 連体修飾の表現
第
回 数量の表現
第10回 曜日と月日の表現
第11回 時刻の表現
第12回 時間量や回数の表現
第13回 方位と所在の表現
第14回 まとめ

履修上の注意

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習
しておくこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

大学に入って初めて学び始める外国語である。新たな気持ちで恥ずか
しがらず，大きな声で発音練習してほしい。語学力は短期間で身につ
けられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課後は、付属のCD
とDVD(オンライン提供)を活用しながら予習・復習をすることが重
要。

教科書

『日常をコミュニケーションする中国語初級』 株式会社シーエスピー
出版部、PDF版無償提供

参考書

推薦辞書なども含め，授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、
15％），筆記テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅
刻は減点となる。

その他

1609_14D50508

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 永 井 弥 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

四声・ピンインの読み方等、中国語の発音に習熟することを目標とし

ます。加えて、初歩的な文法を一部学習します。

授業内容

� 概説 四声 単母音 � 子音 無気音と有気音 舌面音他 �

子音 そり舌音 舌歯音 � 二重母音 三重母音 � 前鼻音n

後鼻音ng

� 変調 �音節語の発音 軽声 アル化 間違えやすい発音の組み

合わせ � 第�課 是構文 名詞述語文 時刻と曜日の言い方

	 朗読 練習問題 
 第�課 形容詞述語文 主述述語文 連体

修飾語 10 朗読 練習問題 11 第�課 動詞述語文 連用修飾語

所有と存在の表現 12 朗読 練習問題 13 第�課 選択疑問文

疑問詞疑問文 14 a各自復習 b試験

履修上の注意

出来るだけ声を出して発音する様にして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は不要ですが、復習はする様にして下さい。

教科書

『ぐんぐんのびる中国語①』 何珍時著 （朝日出版社）

参考書

『60日完成中国語の基礎文法』 何珍時著 （朝日出版社）

課題に対するフィードバックの方法

基本的にohomeiji上で行う予定です。

成績評価の方法

学期末試験60％ 平常点40％ 平常点に於いては、授業に対する姿

勢を評価対象と致します。

その他

特になし。
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1610_14D50509

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡA 斉 金 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中国語の発音（ピンインや声調）をしっかりと身につけた上で、基礎
的な文法や初歩的な聴く、書く、話す総合的な応用能力を学生が習得
することを目標とする。

授業内容

第�回 第�課 声調・単母音・複母音
第�回 第�課 子音
第�回 第�課 鼻母音・軽声
第�回 第�課 声調変化・挨拶言葉
第�回 復習・小テスト
第�回 第�課 “吗”疑問文
第�回 第�課 動詞述語文
第	回 第�課 指示代詞
第
回 第	課 疑問詞疑問文
第10回 復習・小テスト
第11回 第
課 形容詞述語文
第12回 第10課 所有を表す“有”・量詞
第13回 第11課 文末の“了”・時点時刻
第14回 a:まとめ b:期末試験

履修上の注意

・語学の学習には日頃のこつこつとした努力が必要である。毎回の授
業内容を復習する習慣を身につけてください。
・授業の冒頭に書き取り形式で前回の学習内容についてチェックする
ほか、定期的に小テストを行う。
・授業に�回欠席で�点減点される。

準備学習（予習・復習等）の内容

できるだけ毎回の授業内容を復習する習慣を身につけて欲しい。復習
方法として、音声を聞きながらリピートし、聞き取れた内容を書き取
ることをお勧めする。

教科書

『改訂版 大学生のための初級中国語24回』、杉野元子・黄漢青著、
（白帝社）。

参考書

相原茂編『講談社パックス中日・日中辞典』（講談社）、電子辞書でも
よい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストの解説を授業中に行う。

成績評価の方法

期末試験50%、平常点（授業で行う小テスト）40%、授業への参加度
10%で評価する。

その他

小テストの結果を講評することは授業内容の理解が深まると好評で
あったため，今年度も継続する。

状況により授業の進度を適宜に調整することがある。

1611_14D50601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
・本講座では『シンプルチャイニーズ北京 文法篇』（早稲田大学理工学術院中
国語部会編、朝日出版社）を用いて、簡単な会話文を読みながら初級中国語の
習得を目指す。後期（ⅡB）は第	課〜第16課まで。
・外国語は単なるコミュニケーションのツールではない。異文化理解の道しる
べでもある。そこで授業では中国の歴史や文化などもについても積極的に紹介
する。学生諸君には中国語の習得だけでなく、中国の歴史・文化に関心を持ち
深く理解してもらいたい。

【到達目標】
・基礎的な中国語を習得し、聞く・話す・読む・書くができる。
・中国語の発音・発音表記（ピン音）を習得する。
・基礎的な会話表現・文法、形容詞・動詞・名詞などを習得。
・中国語学習を通じて異文化理解の視点を獲得する。

授業内容

第�回 第�課〜第�課の復習
第�回 第	課 你昨天做什么了？（あなたは昨日何をしていましたか？）
第�回 第
課 你在看什么？（あなたは何を見ていますか？）
第�回 第10課 离这儿远吗？（ここから遠いでしょうか？）
第�回 第	課〜第10課の復習
第�回 第11課 咱们交个朋友吧。（私たちはこれから友達になりましょう。）
第�回 第12課 星期六去还是星期天去？（土曜日に行きますか、それとも日曜

日に行きますか？）
第	回 第13課 我也可以去吗？（私も行ってよいですか？）
第
回 第11課〜第13課の復習
第10回 第14課 我给你们照相。（私があなたたちの写真を撮ってあげましょう。）
第11回 第15課 你哪儿不舒服？（あなたはどこの具合が悪いのですか？）
第12回 第16課 我们真有缘分！（私たちは本当に縁がありますね！）
第13回 第14課〜第16課の復習
第14回ａ：試験 ｂ：試験の解説

履修上の注意

・中日辞典を�冊必ず準備すること。電子辞書でも可。推薦辞書については参
考書を参照

準備学習（予習・復習等）の内容

・あらかじめ教科書の文章を読み辞書を用いて翻訳しておき、授業に臨むこと。
・予習・復習時ともに教科書を繰り返し音読し、付録の音声データを繰り返し
聞くこと。反復練習こそが言語習得の近道である。

教科書

『シンプルチャイニーズ北京 文法篇』（早稲田大学理工学術院中国語部会編、
朝日出版社）
https://text.asahipress.com/chinese/detail.php?id=1629

参考書

【推薦辞書】
・商務印書館・小学館共編『中日辞典』（小学館）
・相原茂編『中日辞典』（講談社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

学期末試験70％＋平常点（小テストの点数や課題への取り組み）30％

その他

特になし

─ 830─



1612_14D50602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 胡 潁 芝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では中国語初心者を対象として、「読み・聴き・書く・話す」�スキ
ルを鍛えます。とくに、語学の勉強は音を出すことがもっとも大事なので、
「話す」の練習を重視します。
春学期では、中国語の発音をマスターし、基本文型を学びます。
秋学期では、春学期で学んだ内容を復習しながら、やや複雑な文法と単語を
学びます。

授業内容

第�回 春学期の復習
第�回 本編 第12課 「不」VS.「没」／二重目的語をとる動詞
第�回 本編 第12課 様態補語
第�回 本編 第13課 助動詞「できる」＆「したい」／「几」VS.「多少」
第�回 本編 第13-15課 動態助詞（アスベスト）「了」「着」「过」①
第�回 本編 第13-15課 動態助詞（アスベスト）「了」「着」「过」②
第�回 本編 第16課 自然現象−存現文／比較文
第	回 本編 第16課 「少し」を表す「一点」と「有点」／「快（要）…

了」
第
回 本編 第17課 結果補語／「被」構文（受身文）
第10回 本編 第18課 動詞の重ね型／「一下」／「把」構文
第11回 本編 第19課 方向補語
第12回 本編 第19課 可能補語／「越来越…」
第13回 本編 第20課 疑問詞の呼応文型／複文／離合動詞
第14回 ａ：期末試験 ｂ：正答解説

履修上の注意

語学勉強はビルを建てることと同じです。丈夫な建物を造る時に、「土台」
をきちんとすることが大事です。
「皆目見当もつかない問題に適当に答えたら正解した」 よりも「間違いだっ
たが、なぜ間違いなのかを確実に理解できるようにする」ほうがずっとまし
です。
そのため、間違うことを怖がらず、積極的に授業に参加することを望みま
す。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：次回のテキストを予習し、わからない単語を辞書で調べておきます。
復習：毎週学んだ内容を復習したうえで、CDの音声を繰り返し聞きながら
声を出して練習しておきます。
※語学勉強には、インプットだけでなく、、シャドーイングのような練習も
非常に大事ですので、教科書以外の教材を活用する学習法も授業中に随時紹
介します。

教科書

『中国語 入門ルール66』（相原茂・玄宜青、朝日出版社。）およびプリント

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（出席、課題や授業態度など）30％、期末試験70％

その他

1613_14D50603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 江 崎 隆 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

秋学期は，春学期に培った発音能力を基礎とし，語彙を増やしつつ
簡単な文を聴き取ったり自ら口に出して言えるようになることを目指
すものとする。
またそれを通じて，ピンインを完全に音読・書き取りできるように

なるであろう。

授業内容

授業の最初に，前回教えた範囲に関する小テキストを実施する。発
音を聴いて単語（筒体字・ピンイン・意味）を書き取るのが中心であ
る。このテストのためには，教科書に付いている CD を聴いて，自分
で書いて準備しておく必要がある。
次に教科書の新しい内容を，音読しつつ説明してゆく。

（�） 授業の概要と計画
（�） 人称代詞，是と不是
（�）「的」の用法，SVO 文型
（�） 有と在
（�） 指示代詞と量詞
（�） 助動詞「能」「会」「可以」，連動文
（�） 動詞＋「了」，在〜
（	） 親族の呼称，動詞の重ね型
（
） 動作の進行，動詞＋「過」
（10） A 還是 B，反復疑問文
（11） 数量をたずねる疑問詞，A 比 B〜
（12） 結果補語，SVOO 文型
（13） 様態補語，使役動詞
（14） 時刻・年月日・数字の言い方

履修上の注意

春学期の単位を落とした人でも，秋学期のやり方次第では単位取得
が可能だが，かなりの苦労が必要となる。
その意味でも，春学期にしっかりと基礎を固めて欲しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回の授業で指示された箇所を復習して小テストに臨むこと。

教科書

劉穎他『�冊目の中国語 講読クラス』白水社、23 00円+税。

参考書

中日辞典等については授業中に指示するので，急いで買わないこ
と。

課題に対するフィードバックの方法

小テストで間違えた箇所を、音声を聴いて自分で発音して、書いて復
習すること。

成績評価の方法

毎回実施する小テスト（10点満点）と�月の本テスト（80点満点）
の合計で評価する。

その他

春学期に引き続き，授業中の水分補給を可とするが，ガムやキャン
ディーは厳禁である。
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1614_14D50604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 蝦 名 良 亮

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期の習得内容を基礎として、「読み・聴き・書く・話す」練習
を通じて、より複雑な構文を習得し、中国語による基本的なコミュニ
ケーション能力をさらに充実させる。
旅行・買い物などの状況に対応する表現の習得と，文章語の初歩的
な読解スキルの習得が目標である。

授業内容

� テキスト第
課：完了を表す助詞“了”/前置詞“给”/主述述語文
� テキスト第10課：時間の表現(�)/連動文/疑問詞“怎么”

� テキスト第11課：前置詞“在”/二重目的語/前置詞“跟”

� テキスト第12課：経験を表す“过”/動作量補語/お金の言い方
� テキスト第13課：時間量/時間量補語/“从”“到”“离”

� テキスト第14課：助動詞“会”/助動詞“能”/助動詞“可以”

� テキスト第15課：比較の表現/“是〜的”構文/様態補語
	 秋学期前半学習事項のまとめ

 テキスト第16課：“快〜了”/方向補語/持続を表す“着”

10 テキスト第17課：結果補語/処置を表す“把”/使役を表す“让”

11 テキスト第18課：進行を表す副詞“在”/可能補語/禁止を表す“别”

と“不要”

12 テキスト第19課：前置詞“往”/前置詞“对”/選択疑問文“还是”

13 テキスト第20課：“因为〜所以”/疑問詞の不定用法/疑問詞の任意
用法

14 ａ：秋学期到達度の確認。ｂ：正答解説。

履修上の注意

原則として毎回、単語のつづりなどに関する小テストを実施する。小
テストでの不正行為が発覚した場合、以後の履修を認めない。また、
授業の妨げとなる私語などの行為は堅く慎んでもらいたい。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキスト本文と例文について毎回30分程度の予習復習が必要である。

教科書

南勇『新HSKにチャレンジ！ 一年生の中国語』朝日出版社。

参考書

基本的に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

原則として採点したうえで返却する。

成績評価の方法

授業への貢献度 20％
授業参加の積極性など
授業内小テスト 20％
中間の試験 30％
期末の試験 30％

その他

特になし。

1615_14D50605

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 石 野 智 大

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本授業では，中国語未習の一年次の学生に中国語初級レベルの教育を行

う。まずは，中国語の発音のしかた，ピンインや簡体字の読み書きを学
び，その後に教科書の本文（会話文）を利用して，会話文の音読練習と文
法事項の理解を進める。それらを通して，日常会話の聞き取りや短文の読
み書きを可能とする中国語の基礎的な力を身につける。

【授業の到達目標】
中国語の発音や基礎的な文法を理解し，初級レベルの文章を読み書きで

きるようになる。

授業内容

第�回：第
課 願望・意思・当為の助動詞，経験を表す助詞，数量補語
など

第�回：第
課のつづき，発音練習，文法読解練習
第�回：第10課 二重目的語，進行を表す副詞，助詞「了」など
第�回：第10課のつづき，発音練習，文法読解練習
第�回：第11課 可能の助動詞，動詞の重ね型，「是〜的」構文など
第�回：第11課のつづき，発音練習，文法読解練習
第�回：第12課 様態補語，持続を表す助詞，結果補語など
第	回：第13課 方向補語，可能補語，疑問詞の不定用法，存現文など
第
回：第13課のつづき，発音練習，文法読解練習
第10回：第14課 「把」構文，比較の表現，お金の言い方など
第11回：第14課のつづき，発音練習，文法読解練習
第12回：第15課 受身文，使役文，兼語文，仮定の表現など
第13回：第15課のつづき，発音練習，文法読解練習
第14回：a 期末試験

b 試験の解説
※授業内容は必要に応じて一部変更することがあります。

履修上の注意

語学の習得には日々の継続的な学習が大切です。必ず予習・復習を行って
授業に臨むこと。また，授業中の音読練習は大きな声で行うようにしてく
ださい。

準備学習（予習・復習等）の内容

（予習）教科書付属の音源を活用して，各課の本文を複数回音読する。ま
た，「新出語句」と「補充語句」の字形・発音・意味を覚えてくる。
（復習）授業で習った文法事項や新出単語を見直し，理解を定着させる。

教科書

『会話で学ぼう基礎中国語』，黄麗華・味岡美玲著，（白帝社，2009年）

参考書

中日辞典を各自で自宅に一冊準備するのが望ましい（電子辞書でも可）。
携帯のしやすい小型の辞典では『ポケットプログレッシブ中日・日中辞
典』（小学館），中型の辞典では『中日辞典』第�版（小学館）や『東方中
国語辞典』（東方書店）をおすすめします。

課題に対するフィードバックの方法

基本的に授業時間内に解説や講評などのフィードバックを行います。

成績評価の方法

平常点（発音練習、課題、授業への取り組みなど）30％，期末試験70％。
本授業は必修で各回の出席が前提ですので，遅刻や欠席は減点の対象と

なります。

その他
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1616_14D50606

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 高 橋 美千子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文法事項を重点的に理解していく。プリントで教科書の説明を補い，
教科書の練習のほかにも，助動詞や前置詞を中心とした練習をする。
二年次の授業に向けての基礎固めを行いたい。

授業内容

第�回 第13課 前置詞 了 本文・練習問題
第�回 第14課 年月日 了 本文・練習問題
第�回 第15課 時刻・時間量 本文・練習問題
第�回 第16課 結果補語 本文・練習問題
第�回 第17課 可能の助動詞
第�回 第17課 可能補語 本文・練習問題
第�回 第18課 様態補語
第	回 第18課 二重目的語 本文・練習問題
第
回 第19課 進行・持続
第10回 第19課 是・・・的 使役 本文・練習問題
第11回 第20課 把構文 受身
第12回 第20課 存現文 本文・練習問題
第13回 秋学期の復習（プリントを使って）
第14回 a.試験

b.正答解説

履修上の注意

秋学期は、文法も難しくなる。補助プリントを配布するので、復習を
怠らず，基礎を身に付けてほしい。

準備学習（予習・復習等）の内容

引き続き単語の小テストを授業の始めに実施する。単語は基本なの
で、しっかり覚えること。

教科書

『日中いぶこみ交差点 エッセンシャル版』 相原茂・陳淑梅・飯
田敦子 著 （朝日出版社）

参考書

『基礎から発展までよくわかる中国語文法』丸尾誠著 アスク出版
2010 『やさしくくわしい中国語文法の基礎』守屋宏則著 東方書店
1995 辞典は：『中日辞典第�版』小学館または『中日辞典第�版』
講談社 を推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

小テスト（50％）定期試験（50％）

その他

1617_14D50607

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

現代漢語＝中国語の発音の基礎と基本的な表現習得を目指す基礎の
授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，�年間で無理なく無駄なく，発音や基礎文法等を体系的に学
習する。他の言語と同様に中国語のコミュニケーションも，送受信＝
質問と答えのやり取りを基本としている。日常の生活における交流場
面に着目する問答練習を中心に，基礎的な表現を読む・聞く・話す・
書く能力を身につけることを目標とする。

授業内容

第�回 春学期学習内容の復習
第�回 金額の表現
第�回 距離・起点・動作の場所
第�回 家族構成の表現
第�回 比較の表現
第�回 完了の表現
第�回 変化の表現
第	回 中間テスト
第
回 過去の経験に関する表現
第10回 完了した動作の時間・場所・方式の確認
第11回 動作の進行と持続
第12回 高さ・長さ・重さ
第13回 感覚・願望の表現
第14回 まとめ

履修上の注意

春学期より、難易度も内容量も増大しており、毎回授業の初めに聞
かれる質問に即答できるよう、しっかり復習しておくことが求められ
る。語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だ
から，放課後は、付属のCDとDVD（オンライン提供）を活用しなが
ら予習・復習をすることが重要。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、授業の初めに既習内容に関する質問をするので、予習しておく
こと。

教科書

『日常をコミュニケーションする中国語初級』 株式会社シーエスピー
出版部、PDF版無償提供

参考書

推薦辞書なども含め，授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、
15％），筆記テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅
刻は減点となる。

その他
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1618_14D50608

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 永 井 弥 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期同様、発音の習熟に努めます。加えて、初歩的な文法を一通り

学習します。

授業内容

� 第�課 朗読 練習問題 � 第�課 語気助詞 � 朗読

練習問題 � 第�課 「完了」を表すアスペクト助詞「了」

� 朗読 練習問題 � 第�課 アスペクト助詞 过 着 進行

形 命令文 依頼文 � 朗読 練習問題 	 第	課 可能・能力

を表す助動詞 願望・欲求を表す助動詞 
 朗読 練習問題 10

第
課 義務・必要を表す助動詞 推量・可能性を表す助動詞 11

朗読 練習問題 12 第10課 文の成分 主語 動詞 目的語 補語

13 朗読 練習問題 14 a各自復習 b試験

履修上の注意

出来るだけ声を出して発音する様にして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習は不要ですが、復習はする様にして下さい。

教科書

『ぐんぐんのびる中国語①』 何珍時著 （朝日出版社）

参考書

『60日完成中国語の基礎文法』 何珍時著 （朝日出版社）

課題に対するフィードバックの方法

基本的にohomeiji上で行う予定です。

成績評価の方法

学期末試験60％ 平常点40％ 平常点に於いては、授業に対する姿

勢を評価対象と致します。

その他

特になし。

1619_14D50609

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅡB 斉 金 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中国語の発音（ピンインや声調）をしっかりと身につけた上で、基礎
的な文法や初歩的な聴く、書く、話す総合的な応用能力を学生が習得
することを目標とする。

授業内容

第�回 第12課 連動文
第�回 第13課 方位詞・存在を表す“有”“在”

第�回 第14課 動詞の後ろの“了”・前置詞 “ 给”

第�回 第15課 経験の“过”・前置詞“跟”

第�回 第16課 前置詞“从”・“到”

第�回 第17課 助動詞 “会”・“能”

第�回 復習・小テスト
第	回 第18課 比較・“多”+形容詞
第
回 第19課 “是〜的”構文・100以上に数字
第10回 第20課 状態補語・“有点儿”

第11回 第21課 方向補語・進行の “在”

第12回 第22課 結果補語・処置文・助動詞“可以”

第13回 復習・小テスト
第14回 a:まとめ b:試験

履修上の注意

・語学の学習には日頃のこつこつとした努力が必要である。毎回の授
業内容を復習する習慣を身につけてください。
・授業の冒頭に書き取り形式で前回の学習内容についてチェックする
ほか、定期的に小テストを行う。
・授業に�回欠席で�点減点される。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業内容を復習する必要がある。復習方法として、音声を聞き
ながらリピートし、聞き取れた内容を書き取ることをお勧めする。

教科書

『改訂版 大学生のための初級中国語24回』、杉野元子・黄漢青著、
（白帝社）。

参考書

相原茂編『講談社パックス中日・日中辞典』（講談社）、電子辞書でも
よい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストの解説を授業中に行う。

成績評価の方法

期末試験50%、平常点（授業で行う小テスト）40%、授業への参加度
10%で評価する。

その他

小テストの結果を講評することは授業内容の理解が深まると好評で
あったため，今年度も継続する。

状況により授業進度を適宜に調整することがある。
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1620_14D50701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 高 橋 美千子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎的な表現や文法事項を復習しつつ、応用的な表現能力と読解能力を
バランス良く身につける。授業では、総合的な能力の養成に重点をお
く。
基礎的な会話ができ、まとまった文章を読解できるレベルに到達するこ
とを目指す。

授業内容

� �年の復習 疑問詞疑問文を復習します。
� 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習 方
向補語

� 第�課 短文 練習問題を通した理解
� 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習 結
果補語 可能の助動詞

� 第�課 短文 練習問題を通した理解
� 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習 兼
語文

� 第�課 短文 練習問題を通した理解
	 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習 受
け身


 第�課 短文 練習問題を通した理解
10 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習
是・・・的の構文 疑問詞の不定用法

11 第�課 短文 練習問題を通した理解
12 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習 把
の構文

13 第�課 短文 練習問題を通した理解
14 今学期の内容のまとめ 期末テスト

履修上の注意

授業中の私語は厳禁であるが、グループワークの際は、積極的に取り組
むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

新出単語の意味を調べておく。
練習問題は一年時に既習した基本的な語彙を使った文ではあるが、ピン
インがついていないので、音読で困らないように発音できるように準備
しておくこと。

教科書

『中国語への道 準中級編 −浅きより深きへー』 内田・奥村・塩山・
張著 金星堂

参考書

『基礎から発展までよくわかる中国語文法』丸尾誠著（アスク出版
2010）
『やさしくくわしい中国語文法の基礎』守屋宏則著 （東方書店 1995）
辞典は：『中日辞典第�版』（小学館）または『中日辞典第�版』（講

談社）を推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

Oh‐o!Meijiに解答例を掲示するとともに、授業時に解説。提出物は、訂
正して返却する。

成績評価の方法

試験 50% 平常点50%
教科書の付録の発展練習の提出、授業中にその日の内容で適宜小テスト
をする。小テストを平常点とする。

その他

1621_14D50702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

日本人は漢字を中国人と共有しており、その親近感から中国語の文章
を勘に頼って理解する傾向があります。この授業では中国の短編小説
にとりくみ、勘に頼るのではなく、正確に日本語におきかえることが
できるようになることを目的とします。

授業内容

春学期
� 発音の復習
� 一年次の文法の復習
� 結果補語を重点的に学習
� 状態補語を重点的に学習
� 方向補語を重点的に学習
� 可能補語を重点的に学習
� 数量補語を重点的に学習
	 「だーれだ？」（『中国掌の小説選』）の読解をとおして補語の使い
方を習得（�）


 「だーれだ？」（同上）の読解をとおして補語の使い方を習得（�）
10 「だーれだ？」（同上）の読解をとおして補語の使い方を習得（�）
11 「だーれだ？」（同上）の読解をとおして補語の使い方を習得（�）
12 「一つの蜜柑」（同上）を読む（�）
13 「一つの蜜柑」（同上）を読む（�）
14 aまとめ b試験

履修上の注意

要予習。
中日辞典は必ず持ってきて、こまめに辞書をひく習慣をつけること。
漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味が分かることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）を文法復習用の教科書とします。この授業で
は主に相原茂編『中国掌の小説選』（東方書店，1997年）を使います
が、現在入手不可能なのでプリントして配布します

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80%、小テスト10%、平常点10%。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。
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1622_14D50703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 喬 志 航

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中国語を一年間学習した学生を対象として、中国語の長文読解と文法学習、
中国語会話の練習を行う。
やや複雑な文法や語彙、中国語独特の表現などを、実例を用いながら丁寧
に説明する。そして学生に例文を作らせて発言させ、各人が興味を持って積
極的に参加するような授業にする。さらに、練習問題を使って発音や文法の
使い方を強化する。
言語の学習だけでなく、中国語圏の社会、政治、文化、歴史等について幅
広く学習を行い、自己の思考の相対化を図ることができるようにする。

基本1000語程度の中国語でごく簡単な会話ができることと、基本1500語程
度の文章の読解ができることを目標とする。
異文化の理解につとめ、多様な価値観への寛容性を身につけるよう期待す
る。

授業内容

第�回：授業の全体像の説明
第�回：第�課
第�回：第�課
第�回：第�課
第�回：第�課
第�回：第�-�課 ヒアリング、会話の練習
第�回：中間試験
第	回：第�課
第
回：第�課
第10回：第�、�課 ヒアリング、会話の練習
第11回：第�課
第12回：第	課
第13回：第�、	課 ヒアリング、会話の練習
第14回a：期末試験

b：正答解説

履修上の注意

興味を持って積極的にとりくむことを期待する。
語学習得には、特に出席率が重要である。
授業中、ノートを取ることが大事である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習：テキスト本文を読了する。
事後学習：テキスト単語・文法を振り返る。

教科書

『中国語スピーキング沙龍』、相原茂、蘇紅著、朝日出版社。

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題を課する予定は特にないが、授業の進行により、必要が生じた場合、授
業中に説明する。

成績評価の方法

平常点（授業への貢献度，中間試験など），期末試験に基づいて評価する。平
常点50％，期末試験50％。

その他

1623_14D50704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、今まで覚えた中国語の基礎知識を復習したうえで、ス
キルアップを目指し、話す力と書く力などを総合的に高めることを目
標とします。より複雑な日常会話力だけでなく、中国語の文章作成力
も高めることができます。

授業内容

�.第一課(�)“把”構文
�.第一課(�)持続を表す“着”など
�.第二課(�)形容詞の重ね型
�.第二課(�)"是ー的”構文
�.第三課(�)可能補語
�.第三課(�)“応該”など
�.第四課(�)方向補語
	.第四課(�)原因を聞く表現

.第五課(�)受け身文
10.第五課(�)禁止の表現
11.第六課(�)手段や方法を表す表現など
12.第六課(�)名詞の重ね型など
13.第七課(�)方向補語の派生用法
14.第七課(�)連動文の"着”など

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語のかたちづくり』楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

中日・日中辞典。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%%トと期末試験80%。

その他

とくにありません。
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1624_14D50705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、今まで覚えた中国語の基礎知識を復習したうえで、ス
キルアップを目指し、話す力と書く力などを総合的に高めることを目
標とします。より複雑な日常会話力だけでなく、中国語の文章作成力
も高めることができます。

授業内容

�.第一課(�)“把”構文
�.第一課(�)持続を表す“着”など
�.第二課(�)形容詞の重ね型
�.第二課(�)"是ー的”構文
�.第三課(�)可能補語
�.第三課(�)“応該”など
�.第四課(�)方向補語
	.第四課(�)原因を聞く表現

.第五課(�)受け身文
10.第五課(�)禁止の表現
11.第六課(�)手段や方法を表す表現など
12.第六課(�)名詞の重ね型など
13.第七課(�)方向補語の派生用法
14.第七課(�)連動文の"着”など

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語のかたちづくり』楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

中日・日中辞典。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%と期末試験80%。

その他

とくにありません。

1625_14D50706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 張 士 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

これまでに学習した中国語文法の基礎を定着させ，中級レベルの読解
力養成を目的とします。また教科書本文の読解を通じて現代中国の政
治・経済・社会・文化の基礎知識を学びます。

授業内容

教科書の内容に従って進める。
（�）授業の進め方などの説明
（�）第�課前半
（�）第�課後半
（�）第�課前半
（�）第�課後半
（�）第�課前半
（�）第�課後半
（	）第�課前半
（
）第�課後半
（10）第�課前半
（11）第�課後半
（12）第�課前半
（13）第�課後半
（14） a : 試験 b : 正答解説

履修上の注意

毎回必ず予習してください。また中日辞典は必ず持ってきて，授業
中でもこまめに辞書をひく習慣をつけてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

初級で学んだ文法・語法の知識を活用し定着させるために，予習の際
に辞書で調べながら教科書の課文を下読みしてください。可能なら日
本語の訳文を作成することが望ましい。予習時間は60分程度。復習で
は教科書を見ることなくCDの音声の内容が聞き取れる程度まで繰り
返し聴いて下さい。

教科書

三潴正道ほか『2023年度版 時事中国語の教科書‐新征程‐』朝日
出版社，2023年。1900円+税。

参考書

参考書は使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に課題に関する解説をする。

成績評価の方法

授業への貢献度30%，定期試験70%。

その他
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1626_14D50707

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 大 場 一 央

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中級中国語につき、発音と文法を講義する。中国語は、日本人からすると同
一音かのように聞こえる音が複数存在し、発音規則を理解しておかないと会
話が成立しない。また、同じ漢字文化圏であるが故に、ともすれば漢字をつ
なぎあわせて意味をとれそうに思われがちだが、実際にはイメージに相当の
隔たりが存在する。したがって、本講では、基礎単語・初級文法の理解度も
確認しつつ、発音・単語・文法の三つを解説し、学生に発音・作文を実践し
てもらう。
さまざまな用途に応じた作文ができることを到達目標とする。

授業内容

教科書に沿って以下の予定で授業を進める。
（�）a：授業の進め方、中国語を学ぶ上での注意点

b：初級文法の確認
（�）使役俗文
（�）距離を示す介詞
（�）形容詞の重ね型�
（�）能願動詞
（�）“是〜的”構文
（�）“又〜又〜”

（	）可能補語
（
）“若来”

（10）方向補語
（11）原因を問う疑問詞
（12）受身構文
（13）副詞“才”

（14）a：試験
b：講義全体のふりかえり

履修上の注意

本講は、一年時に学習した初級文法を足がかりに、講読を通じて中級文法の
理解を拡大していくことを最優先事項とする。文法理解の関鍵は、「明晰、
簡潔、実践」であり、論理的な取り組みが要求される。
したがって学生諸君にも、相応の覚悟を以て参加し、授業の都度、自分が今
やっていることの意味を明晰に理解しながら、学習を進めるよう心懸けてほ
しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に実施した小テストや、文法解説の板書の内容をふりかえり、不明な
部分があれば授業で質問すること。
また、次回の文法のポイントについて、教科書に簡単に目を通しておくこ
と。

教科書

楊凱栄・張麗群『中国語のかたちづくり』白帝社

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度25%、試験75%

その他

文法事項の説明を充実させ、資料の読みやすさを更に向上する。

1627_14D50708

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、架空の中国生活ではなく、日本での日常について質問し、
答えられるようにすることです。中国語のコミュニケーションは、他のコ
ミュニケーションと同様に、送受信＝質問と答えのやり取りを基本としてい
る。問いと答えを繰り返せば必ず話せるようになる。一年生で発音の基礎と
基本的な表現を習得した学習者が、複文や接続詞などより複雑な表現を学ぶ
基礎の授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，仮定や因果関係や逆接などの表現を学習した上、日常の生活におけ
る交流場面に対応する、比較的高度な中国語のコミュニケーション能力を身
につけることを目標とする。
授業の流れは下記の通りとなる。
まず前回の授業で習った内容について問答練習をする。それから新出単語

を簡単に説明した後、ビデオで本文と基本的な文法事項を確認し、作文練習
により文法理解を深める。本文の朗読を十人程度させた上、ビデオを見なが
ら質問に答える練習を行う。その上、叙述文を質問文に変える練習をする。

授業内容

�回 一年生で習った内容の復習①： 年月日、時刻、時間量
�回 一年生で習った内容の復習②： 態
�回 一年生で習った内容の復習③：比較表現
�回 一年生で習った内容の復習④：前置詞
�回 一年生で習った内容の復習⑤：願望表現
�回 第�課 一年生で習った内容の総合的な復習①
�回 第�課 一年生で習った内容の総合的な復習②
	回 第�課 連動文

回 第�課 好き嫌い
10回 第�課 程度補語
11回 第�課 可能の表現
12回 第�課 結果補語
13回 第	課 方向補語
14回 復習 春学期のまとめ

履修上の注意

語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課
後の予習・復習を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習してお
くこと。

教科書

『日常のコミュニケーションができる中国語中級』株式会社シーエスピー出
版部、PDF版無償提供

参考書

課題に対するフィードバックの方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、15％），筆記
テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅刻は減点となる。

成績評価の方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

その他
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1628_14D50709

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

日本人は漢字を中国人と共有しており、その親近感から中国語の文章
を勘に頼って理解する傾向があります。この授業では中国の短編小説
にとりくみ、勘に頼るのではなく、正確に日本語におきかえることが
できるようになることを目的とします。

授業内容

春学期
� 発音の復習
� 一年次の文法の復習
� 結果補語を重点的に学習
� 状態補語を重点的に学習
� 方向補語を重点的に学習
� 可能補語を重点的に学習
� 数量補語を重点的に学習
	 「だーれだ？」（『中国掌の小説選』）の読解をとおして補語の使い
方を習得（�）


 「だーれだ？」（同上）の読解をとおして補語の使い方を習得（�）
10 「だーれだ？」（同上）の読解をとおして補語の使い方を習得（�）
11 「だーれだ？」（同上）の読解をとおして補語の使い方を習得（�）
12 「一つの蜜柑」（同上）を読む（�）
13 「一つの蜜柑」（同上）を読む（�）
14 aまとめ b試験

履修上の注意

要予習。
中日辞典は必ず持ってきて、こまめに辞書をひく習慣をつけること。
漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味が分かることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）を文法復習用の教科書とします。この授業で
は主に相原茂編『中国掌の小説選』（東方書店，1997年）を使います
が、現在入手不可能なのでプリントして配布します

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80%、小テスト10%、平常点10%。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。

1629_14D50740

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、架空の中国生活ではなく、日本での日常について質問し、
答えられるようにすることです。中国語のコミュニケーションは、他のコ
ミュニケーションと同様に、送受信＝質問と答えのやり取りを基本としてい
る。問いと答えを繰り返せば必ず話せるようになる。一年生で発音の基礎と
基本的な表現を習得した学習者が、複文や接続詞などより複雑な表現を学ぶ
基礎の授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，仮定や因果関係や逆接などの表現を学習した上、日常の生活におけ
る交流場面に対応する、比較的高度な中国語のコミュニケーション能力を身
につけることを目標とする。
授業の流れは下記の通りとなる。
まず前回の授業で習った内容について問答練習をする。それから新出単語

を簡単に説明した後、ビデオで本文と基本的な文法事項を確認し、作文練習
により文法理解を深める。本文の朗読を十人程度させた上、ビデオを見なが
ら質問に答える練習を行う。その上、叙述文を質問文に変える練習をする。

授業内容

�回 一年生で習った内容の復習①： 年月日、時刻、時間量
�回 一年生で習った内容の復習②： 態
�回 一年生で習った内容の復習③：比較表現
�回 一年生で習った内容の復習④：前置詞
�回 一年生で習った内容の復習⑤：願望表現
�回 第�課 一年生で習った内容の総合的な復習①
�回 第�課 一年生で習った内容の総合的な復習②
	回 第�課 連動文

回 第�課 好き嫌い
10回 第�課 程度補語
11回 第�課 可能の表現
12回 第�課 結果補語
13回 第	課 方向補語
14回 復習 春学期のまとめ

履修上の注意

語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課
後の予習・復習を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習してお
くこと。

教科書

『日常のコミュニケーションができる中国語中級』株式会社シーエスピー出
版部、PDF版無償提供

参考書

課題に対するフィードバックの方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、15％），筆記
テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅刻は減点となる。

成績評価の方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

その他

─ 839─



1630_14D50741

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢA 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

中国語の基本的な文法とさまざまな表現のパターンを学習し，初歩
的な読み，書き，聞き，話す能力を習得する。教科書の本文は会話文
から構成され，簡にして要を得た文法の説明がなされ，聞き取りを中
心とする充実した練習問題がついており，これらを利用して中国語の
着実なレベルアップをはかる。
中国語を読み，書き，聞き，話すための基本的な能力を身につけ，

簡単な中国語会話が自由にできるようになるのが目標。

授業内容

第�回 中国語の発音と初級文法のおさらい�
第�回 初級文法のおさらい�
第�回 第�課の解説
第�回 第�課の練習
第�回 第�課の解説
第�回 第�課の練習
第�回 第�課の解説
第	回 第�課の練習
第
回 第�課の解説
第10回 第�課の練習
第11回 第�課の解説
第12回 第�課の練習
第13回 第�課の解説と練習
第14回 春学期の復習と試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を欠かさず行うこと。教科書に対応した「リスニング・
トレーナー」や、Webストリーミング音声を利用し，反復練習する
こと。

教科書

『中国語の基本 ステップアップ編』，新谷秀明・王宇南，朝日出版社

参考書

辞書は必須。まだ持っていなければ，商務印書館・小学館共編『中
日辞典』（小学館）か，相原茂編『中日辞典』（講談社）を薦める。電
子辞書でもよい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは採点して次の回に返却する。

成績評価の方法

学期末試験70％＋平常点（原則毎回授業で行う小テストと授業への
取り組み方）30％

その他

1631_14D50801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 高 橋 美千子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎的な表現や文法事項を復習しつつ、応用的な表現能力と読解能力
をバランス良く身につける。授業では、総合的な能力の養成に重点を
おく。
基礎的な会話ができ、まとまった文章を読解できるレベルに到達する
ことを目指す。

授業内容

� 春学期の復習
� 第�課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習
� 第�課 短文の理解・練習問題を通しての理解
� 第	課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習
� 第	課 短文の理解・練習問題を通しての理解
� 第
課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習
� 第
課 短文の理解・練習問題を通しての理解
	 第10課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習

 第10課 短文の理解・練習問題を通しての理解
10 第11課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習
11 第11課 短文の理解・練習問題を通しての理解
12 第12課 文法のポイント・解説学習 会話の内容理解・練習
13 第12課 短文の理解・練習問題を通しての理解
14 秋学期の総復習 期末テスト

履修上の注意

授業中の私語は厳禁であるが、グループワークの際は、積極的に取り
組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

新出単語の意味を調べておく。
練習問題は一年時に既習した基本的な語彙を使った文ではあるが、ピ
ンインがついていないので、音読で困らないように発音できるように
準備しておくこと。

教科書

『中国語への道 準中級編 −浅きより深きへー』 内田・奥村・塩
山・張著 金星堂

参考書

『基礎から発展までよくわかる中国語文法』丸尾誠著（アスク出版
2010）
『やさしくくわしい中国語文法の基礎』守屋宏則著 （東方書店
1995）
辞典は：『中日辞典第�版』（小学館）または『中日辞典第�版』

（講談社）を推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

Oh‐o!Meijiに解答例を掲示するとともに、授業時に解説。提出物は、
訂正して返却する。

成績評価の方法

試験 50% 平常点50%
教科書の付録の発展練習の提出、授業中にその日の内容で適宜小テス
トをする。小テストを平常点とする。

その他
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1632_14D50802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

日本人は漢字を中国人と共有しており、その親近感から中国語の文章
を勘に頼って理解する傾向があります。この授業では中国の短編小説
にとりくみ、勘に頼るのではなく、正確に日本語におきかえることが
できるようになることを目的とします。

授業内容

秋学期
� 「応接間にて」（『中国掌の小説選』）を読む（�）
� 「応接間にて」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「スローガン」（同上）を読む（�）
	 「スローガン」（同上）を読む（�）

 「スローガン」（同上）を読む（�）
10 「幽霊になったばかりですから」（『総合現代中国語』）を読む
11 「千日酔わせて」（『総合現代中国語』）を読む
12 「野百合の如き君なりき」（『総合現代中国語』）を読む
13 「この身は亡ぶとも」（『総合現代中国語』）を読む
14 aまとめ b試験

履修上の注意

要予習。
中日辞典は必ず持ってきて、こまめに辞書をひく習慣をつけること。
漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味がわかることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）を文法復習用の教科書とします。この授業
では主に相原茂編『中国掌の小説選』（東方書店，1997年）を使いま
すが、現在入手不可能なのでプリントして配布します

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80%、小テスト10%、平常点10%。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。

1633_14D50803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 喬 志 航

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中国語を一年間学習した学生を対象として、中国語の長文読解と文法学習、
中国語会話の練習を行う。
やや複雑な文法や語彙、中国語独特の表現などを、実例を用いながら丁寧
に説明する。そして学生に例文を作らせて発言させ、各人が興味を持って積
極的に参加するような授業にする。さらに、練習問題を使って発音や文法の
使い方を強化する。
言語の学習だけでなく、中国語圏の社会、政治、文化、歴史等について幅
広く学習を行い、自己の思考の相対化を図ることができるようにする。

基本1000語程度の中国語でごく簡単な会話ができることと、基本1500語程
度の文章の読解ができることを目標とする。
異文化の理解につとめ、多様な価値観への寛容性を身につけるよう期待す
る。

授業内容

第�回：春学期授業内容の復習
第�回：第
課
第�回：第10課
第�回：第
、10課 ヒアリング、会話の練習
第�回：第11課
第�回：第12課
第�回：第11、12課 ヒアリング、会話の練習
第	回：中間試験
第
回：第13課
第10回：第14課
第11回：第15課
第12回：第13-15課 ヒアリング、会話の練習
第13回：総復習
第14回a：期末試験

b：正答解説

履修上の注意

興味を持って積極的にとりくむことを期待する。
語学習得には、特に出席率が重要である。
授業中、ノートを取ることが大事である。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前学習：テキスト本文を読了する。
事後学習：テキスト単語・文法を振り返る。

教科書

『中国語スピーキング沙龍』、相原茂、蘇紅著、朝日出版社

参考書

授業中に適宜紹介する。

課題に対するフィードバックの方法

課題を課する予定は特にないが、授業の進行により、必要が生じた場合、授
業中に説明する。

成績評価の方法

平常点（授業への貢献度，中間試験など），期末試験に基づいて評価する。平
常点50％，期末試験50％。

その他

─ 841─



1634_14D50804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、今まで覚えた中国語の基礎知識を復習したうえで、ス
キルアップを目指し、話す力と書く力などを総合的に高めることを目
標とします。より複雑な日常会話力だけでなく、中国語の文章作成力
も高めることができます。

授業内容

�.第八課(�)量詞の重ね型など
�.第八課(�)疑問詞連鎖による複文表現
�.第九課(�)仮定表現
�.第九課(�)因果関係など
�.第十課(�)副詞“一直”

�.第十課(�)形容詞の重ね型(�)
�.第十一課(�)副詞"都”

	.第十一課(�)前置詞"為了”


.第十二課(�)疑問代名詞の使い方
10.第十二課(�)能願動詞”肯”の使い方
11.第十三課(�)副詞“可能”

12.第十三課(�)副詞”肯定”

13.第十四課 読み物(�)
14.第十五課 読み物(�)

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語のかたちづくり』楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

日中・中日辞典

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%と期末試験80%。

その他

とくにありません。

1635_14D50805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 王 前

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業では、今まで覚えた中国語の基礎知識を復習したうえで、ス
キルアップを目指し、話す力と書く力などを総合的に高めることを目
標とします。より複雑な日常会話力だけでなく、中国語の文章作成力
も高めることができます。

授業内容

�.第八課(�)量詞の重ね型など
�.第八課(�)疑問詞連鎖による複文表現
�.第九課(�)仮定表現
�.第九課(�)因果関係など
�.第十課(�)副詞“一直”

�.第十課(�)形容詞の重ね型(�)
�.第十一課(�)副詞"都”

	.第十一課(�)前置詞"為了”


.第十二課(�)疑問代名詞の使い方
10.第十二課(�)能願動詞”肯”の使い方
11.第十三課(�)副詞“可能”

12.第十三課(�)副詞”肯定”

13.第十四課 読み物(�)
14.第十五課 読み物(�)

履修上の注意

語学は近道がないので、こつこつと継続することが大事です。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前に予習しておいて、復習もしっかりやっていただきたいです。

教科書

『中国語のかたちづくり』楊凱栄・張麗群著 白帝社

参考書

日中・中日辞典

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

参加度20%と期末試験80%。

その他

とくにありません。

─ 842─



1636_14D50806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 張 士 陽

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

これまでに学習した中国語文法の基礎を定着させ，中級レベルの読解
力養成を目的とします。また教科書本文の読解を通じて現代中国の政
治・経済・社会・文化の基礎知識を学びます。

授業内容

教科書の内容に従って進める。
（�）第�課前半
（�）第�課後半
（�）第	課前半
（�）第	課後半
（�）第
課前半
（�）第
課後半
（�）第10課前半
（	）第10課後半
（
）第11課前半
（10）第11課後半
（11）第12課
（12）第13課
（13）第14課
（14） a : 試験 b : 正答解説

履修上の注意

毎回必ず予習してください。また中日辞典は毎回持ってきて，授業
中でもこまめに辞書をひく習慣をつけてください。

準備学習（予習・復習等）の内容

初級で学んだ文法・語法の知識を活用し定着させるために，予習の際
に辞書で調べながら教科書の課文を下読みしてください。可能なら日
本語の訳文を作成することが望ましい。予習時間は60分程度。復習で
は教科書を見ることなくCDの音声の内容が聞き取れる程度まで繰り
返し聴いて下さい。

教科書

三潴正道ほか『2023年度版 時事中国語の教科書‐新征程‐』朝日
出版社，2023年。1900円+税。

参考書

参考書は使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に課題の解説を行う。

成績評価の方法

授業への貢献度30%，定期試験70%。

その他

1637_14D50807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 大 場 一 央

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

中級中国語につき、発音と文法を講義する。中国語は、日本人からすると同
一音かのように聞こえる音が複数存在し、発音規則を理解しておかないと会
話が成立しない。また、同じ漢字文化圏であるが故に、ともすれば漢字をつ
なぎあわせて意味をとれそうに思われがちだが、実際にはイメージに相当の
隔たりが存在する。したがって、本講では、基礎単語・初級文法の理解度も
確認しつつ、発音・単語・文法の三つを解説し、学生に発音・作文を実践し
てもらう。
さまざまな用途に応じた作文ができることを到達目標とする。

授業内容

教科書に沿って以下の予定で授業を進める。
（�）a：春学期試験解説

b：春学期文法解説
（�）手段や方法を表す疑問詞
（�）時量表現の連用修飾用法
（�）方向補語の派生用法
（�）量詞の重ね型
（�）疑問調連鎖による複文表現
（�）仮定表現
（	）形容詞の重ね型�
（
）疑問代詞
（10）副詞“就是”

（11）副詞“可能”“肯定”

（12）対象を示す介詞
（13）直接引用表現
（14）a：試験

b：講義全体のふりかえり

履修上の注意

本講は、一年時に学習した初級文法を足がかりに、講読を通じて中級文法の
理解を拡大していくことを最優先事項とする。文法理解の関鍵は、「明晰、
簡潔、実践」であり、論理的な取り組みが要求される。
したがって学生諸君にも、相応の覚悟を以て参加し、授業の都度、自分が今
やっていることの意味を明晰に理解しながら、学習を進めるよう心懸けてほ
しい。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に実施した小テストや、文法解説の板書の内容をふりかえり、不明な
部分があれば授業で質問すること。
また、次回の文法のポイントについて、教科書に簡単に目を通しておくこ
と。

教科書

楊凱栄・張麗群『中国語のかたちづくり』白帝社

参考書

特に定めない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加度25%、試験75 %

その他

文法事項の説明を充実させ、資料の読みやすさを更に向上する。
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1638_14D50808

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、架空の中国生活ではなく、日本での日常について質問し、
答えられるようにすることです。中国語のコミュニケーションは、他のコ
ミュニケーションと同様に、送受信＝質問と答えのやり取りを基本としてい
る。問いと答えを繰り返せば必ず話せるようになる。一年生で発音の基礎と
基本的な表現を習得した学習者が、複文や接続詞などより複雑な表現を学ぶ
基礎の授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，仮定や因果関係や逆接などの表現を学習した上、日常の生活におけ
る交流場面に対応する、比較的高度な中国語のコミュニケーション能力を身
につけることを目標とする。
授業の流れは下記の通りとなる。
まず前回の授業で習った内容について問答練習をする。それから新出単語
を簡単に説明した後、ビデオで本文と基本的な文法事項を確認し、作文練習
により文法理解を深める。本文の朗読を十人程度させた上、ビデオを見なが
ら質問に答える練習を行う。その上、叙述文を質問文に変える練習をする。

授業内容

�回 総括 春学期期末試験の解説
�回 第
課 可能補語
�回 第10課 使役の表現
�回 第11課 受身の表現
�回 第12課 存現文
�回 第13課 対象への処理・処分を表す表現
�回 中間テスト
	回 第14課 二つの動作の前後順・時間順の表現

回 第15課 仮定の表現
10回 第16課 因果関係を表す表現
11回 第17課 逆接関係を表す表現
12回 第18課 付け加えの表現
13回 第19課 除外の表現
14回 復習 秋学期のまとめ

履修上の注意

語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課
後の予習・復習を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習してお
くこと。

教科書

『日常のコミュニケーションができる中国語中級』株式会社シーエスピー出
版部、PDF版無償提供

参考書

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、15％），筆記
テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅刻は減点となる。

その他

1639_14D50809

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 三 澤 三知夫

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

日本人は漢字を中国人と共有しており、その親近感から中国語の文章
を勘に頼って理解する傾向があります。この授業では中国の短編小説
にとりくみ、勘に頼るのではなく、正確に日本語におきかえることが
できるようになることを目的とします。

授業内容

秋学期
� 「応接間にて」（『中国掌の小説選』）を読む（�）
� 「応接間にて」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「心のしこり」（同上）を読む（�）
� 「スローガン」（同上）を読む（�）
	 「スローガン」（同上）を読む（�）

 「スローガン」（同上）を読む（�）
10 「幽霊になったばかりですから」（『総合現代中国語』）を読む
11 「千日酔わせて」（『総合現代中国語』）を読む
12 「野百合の如き君なりき」（『総合現代中国語』）を読む
13 「この身は亡ぶとも」（『総合現代中国語』）を読む
14 aまとめ b試験

履修上の注意

要予習。
中日辞典は必ず持ってきて、こまめに辞書をひく習慣をつけること。
漢字を中国人と共有する日本人が中国語を学ぶ上で注意しなければな
らないのは、漢字を見てその意味がわかることです。これは日本人の
中国語学習にとって長所にもなりますが、短所にもなります。また中
国語の発音は日本人にはなじみがないものが多いですから特に注意を
要します。ピンインによって正しい発音を身につけ、音としての中国
語をおぼえる努力が必要となります。

準備学習（予習・復習等）の内容

�習った発音を自宅で繰り返す。
�単語をおぼえる。
�中国語作文

教科書

加藤・後藤・土谷・許山・長谷部・松尾・松原『総合現代中国語−会
話と閲読−』（東方書店）を文法復習用の教科書とします。この授業
では主に相原茂編『中国掌の小説選』（東方書店，1997年）を使いま
すが、現在入手不可能なのでプリントして配布します

参考書

辞書及び参考書は授業中に紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

授業日に期末試験を実施し、同日に解説の時間を設ける。

成績評価の方法

定期試験80%、小テスト10%、平常点10%。
平常点は授業への取り組み等による。

その他

特になし。
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1640_14D50840

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、架空の中国生活ではなく、日本での日常について質問し、
答えられるようにすることです。中国語のコミュニケーションは、他のコ
ミュニケーションと同様に、送受信＝質問と答えのやり取りを基本としてい
る。問いと答えを繰り返せば必ず話せるようになる。一年生で発音の基礎と
基本的な表現を習得した学習者が、複文や接続詞などより複雑な表現を学ぶ
基礎の授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，仮定や因果関係や逆接などの表現を学習した上、日常の生活におけ
る交流場面に対応する、比較的高度な中国語のコミュニケーション能力を身
につけることを目標とする。
授業の流れは下記の通りとなる。
まず前回の授業で習った内容について問答練習をする。それから新出単語
を簡単に説明した後、ビデオで本文と基本的な文法事項を確認し、作文練習
により文法理解を深める。本文の朗読を十人程度させた上、ビデオを見なが
ら質問に答える練習を行う。その上、叙述文を質問文に変える練習をする。

授業内容

�回 総括 春学期期末試験の解説
�回 第
課 可能補語
�回 第10課 使役の表現
�回 第11課 受身の表現
�回 第12課 存現文
�回 第13課 対象への処理・処分を表す表現
�回 中間テスト
	回 第14課 二つの動作の前後順・時間順の表現

回 第15課 仮定の表現
10回 第16課 因果関係を表す表現
11回 第17課 逆接関係を表す表現
12回 第18課 付け加えの表現
13回 第19課 除外の表現
14回 復習 秋学期のまとめ

履修上の注意

語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課
後の予習・復習を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習してお
くこと。

教科書

『日常のコミュニケーションができる中国語中級』株式会社シーエスピー出
版部、PDF版無償提供

参考書

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、15％），筆記
テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅刻は減点となる。

その他

1641_14D50841

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅢB 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

中国語の基本的な文法とさまざまな表現のパターンを学習し，初歩的
な読み，書き，聞き，話す能力を習得する。教科書の本文は会話文か
ら構成され，簡にして要を得た文法の説明がなされ，聞き取りを中心
とする充実した練習問題がついており，これらを利用して中国語の着
実なレベルアップをはかる。
中国語を読み，書き，聞き，話すための基本的な能力を身につけ，簡
単な中国語会話が自由にできるようになるのが目標。

授業内容

第�回 中国語の中級文法のおさらい
第�回 第�課の解説
第�回 第�課の練習
第�回 第	課の解説
第�回 第	課の練習
第�回 第
課の解説
第�回 第
課の練習
第	回 第10課の解説
第
回 第10課の練習
第10回 第11課の解説
第11回 第11課の練習
第12回 第12課の解説
第13回 第12課の練習
第14回ａ 秋学期の復習と試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を欠かさず行うこと。教科書に対応した「リスニング・
トレーナー」や、Webストリーミング音声を利用し，反復練習する
こと。

教科書

『中国語の基本 ステップアップ編』，新谷秀明・王宇南，朝日出版社

参考書

辞書は必須。まだ持っていなければ，商務印書館・小学館共編『中
日辞典』（小学館）か，相原茂編『中日辞典』（講談社）を薦める。電
子辞書でもよい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは採点して次の回に返却する。

成績評価の方法

学期末試験70％＋平常点（原則毎回授業で行う小テストや授業への
取り組み方）30％

その他
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1642_14D50901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本講座では中国の文化を紹介した短文や会話文を読むことを通じて中級程

度の中国語の習得を目指す。外国語は単なるコミュニケーションのツールで
はない。異文化理解の道しるべでもある。そこで授業では中国の歴史や文化
などもについても積極的に紹介する。学生諸君には中国語能力の習得だけで
なく、中国の歴史・文化に関心を持ち深く理解してもらいたい。

【到達目標】
・中級程度の中国語の文章を音読し、その内容を理解し翻訳することができ
る。
・中級程度の中国語を通じて簡単なコミュニケーションができるようにな
る。
・中級程度の中国語学習を通じて異文化理解の視点を獲得する。

授業内容

第�回：教科書の紹介と授業の方針について
第�〜�回：第�课 大学生的周末（大学生の週末）+会話文
第�〜�回：第�课 饮食习惯（飲食の習慣）+会話文
第�〜�回：第�课 北京的交通（北京の交通）+会話文
第	回：中間テスト
第
〜10回：第�课 对数字的喜好（数字の好み）+会話文
第11〜12回：第�课 大学生的“打工”现状（大学生のアルバイトの現状）+
会話文
第13回：前期のまとめ
第14回：期末テスト

授業の進度、受講生の関心に応じて教科書掲載以外の短文・会話文も扱う。

履修上の注意

・初級中国語（大学�年生程度）の学習経験があることが望ましい。
・中日辞書を準備すること。電子辞書でも可。

準備学習（予習・復習等）の内容

・あらかじめ教科書の文章を読み辞書を用いて翻訳しておき、授業に臨むこ
と。
・予習・復習時ともに教科書や配布教材の文章を繰り返し音読し、付録の
CDを繰り返し聞くこと。反復練習こそが言語習得の近道である。

教科書

吉田泰謙・相原里美・葛婧 著『知っておきたい中国事情（改訂版）』（白水
社、2017年�月）
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b253141.html

教科書は準中級から中級相当のコラムで構成。大学�年生向け。会話文の教
材については、副教材としてプリントを適宜配布する。

参考書

【推薦辞書】
・商務印書館・小学館共編『中日辞典』（小学館）
・相原茂編『中日辞典』（講談社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業の貢献度、課題、小テストなど40％ 定期試験、60％

その他

1643_14D50902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 胡 潁 芝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では中国語を一年間学習した学生を対象として、「読み・聴き・
書く・話す」�スキルを鍛えます。
一年生で学んだ基礎単語・初級文法を復習しながら、よく間違われる
文法をより詳しく学ぶことによって、中国語の基礎をきちんと身につ
け、会話・作文能力の向上を目指します。

授業内容

第�回 導入（授業の進め方）
第�回 第�＆�課 ウォームアップ
第�回 第�課 「存在・所有」を表す「有・在・是」／形容詞述語文
第�回 第�課 各種の疑問文
第�回 第�課 疑問詞
第�回 第�課 動詞・動詞述語文①
第�回 第�課 動詞・動詞述語文②
第	回 第	課 動詞・動詞述語文③
第
回 第
課 代名詞
第10回 第10課 副詞①
第11回 第11課 副詞②
第12回 第12課 副詞③
第13回 第13課 前置詞「从」「离」「到」
第14回 ａ：期末試験 ｂ：正答解説

履修上の注意

語学勉強はビルを建てることと同じです。丈夫な建物を造る時に、「土
台」をきちんとすることが大事です。
「皆目見当もつかない問題に適当に答えたら正解した」 よりも「間違
いだったが、なぜ間違いなのかを確実に理解できるようにする」ほう
がずっとましです。
そのため、間違うことを怖がらず、積極的に授業に参加することを望
みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：次回のテキストを予習し、わからない単語を辞書で調べておき
ます。
復習：毎週学んだ内容を復習したうえで、CDの音声を繰り返し聞きな
がら声を出して練習しておきます。
※語学勉強には、インプットだけでなく、、シャドーイングのような練
習も非常に大事ですので、教科書以外の教材を活用する学習法も授業
中に随時紹介します。

教科書

『作文ルール66 日中翻訳技法』（相原茂、朝日出版社。）およびプリン
ト

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（出席、課題や授業態度など）30％、期末試験70％

その他
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1644_14D50903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 江 崎 隆 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期�月一杯はピンインの音読と書き取りの復習を中心とする。
�月以降は，カンが戻ったところで，単語の聴き取り小テストで語彙
を増やすことに努める一方，簡単な文を各自が言えるようになるよう
にトレーニングしてゆく。

授業内容

授業の最初に，教科書の前回教えた範囲からの小テストを実施す
る。発音を聴いて単語（簡体字，ピンイン・意味）を書き取るのが中
心である。
次に教科書の新しい内容を，音読しつつ説明してゆく。

（�） 授業の概要と計画
（�） 母音復習その�
（�） 母音復習その�
（�） 子音復習その�
（�） 子音復習その�
（�） 助動詞「可以」「要」の用法
（�） 主語述語文，主述句目的語
（	）「因為」，「可是」の用法
（
） 文末の助詞「ba」と「ma」
（10） 連動文，疑問視「zenme」
（11）「是〜的」の訳し方
（12）「了」の用法
（13） 副詞「就」
（14） 春学期のまとめ

履修上の注意

�年次の授業なので，それだけに満足することなく，中国語の原文
（ピンインが書かれていないもので，別に用意して授業中に配布する）
を辞書に引きながら訳して行く練習もしたい。従って，指示のあった
日からは中日辞典を毎回持参する必要がある。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回の授業で指示された箇所を復習して小テストに臨むこと。

教科書

劉穎他『�冊めの中国語 講読クラス』白水社、2012年、2300円＋税

参考書

中日辞典等については授業中に指示するので，急いで買わないこ
と。
翻訳練習のための参考文献は，適宜プリントを配布する。

課題に対するフィードバックの方法

前回の小テストで間違えた箇所を、音声を聴いて自分で発音して、書
いて復習すること。

成績評価の方法

毎回実施する小テスト（10点満点）の合計点が�分の�，�月の本
テストの合計点が�分の�を占める。授業最初の小テストに遅刻する
と，その日は�点になるので注意されたい。

その他

しっかり発音するために授業中の水分補給を可とするが，ガム・
キャンディーの類は口の動きを制限するので厳禁である。

1645_14D50904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 蝦 名 良 亮

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

日常会話の定型的な表現に基づく教材を用いて、スピーキング・リ
スニング能力の確立・養成を図ることを主目的とし、同時に基本的な
文法の知識・語彙などを確認して、総合的な中国語運用能力の向上を
めざす。

授業内容

第�回 授業概要の説明（口語と文章語、古典語と現代語）。発音の
復習。工具書の紹介。

第�回 ウォーミングアップ�：本文＋練習12
第�回 ウォーミングアップ�：例文＋練習34
第�回 ウォーミングアップ�：本文＋練習12
第�回 ウォーミングアップ�：例文＋練習34
第�回 テキスト第�講：本文＋練習12
第�回 テキスト第�講：例文＋練習34
第	回 テキスト第�講：本文＋練習12
第
回 テキスト第�講：例文＋練習34
第10回 テキスト第�講：本文＋練習12
第11回 テキスト第�講：例文＋練習34
第12回 テキスト第�講：本文＋練習12
第13回 テキスト第�講：例文＋練習34
第14回 ａ：試験、ｂ：正答解説

履修上の注意

授業では、日常における平易な常套表現の聞き取り、口頭練習を主
に行なう。中日辞典、中国語辞典などを入手し、授業時に携帯するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業内小テストないしは課題を提示するので、事前に指示され
た例文の暗誦ないしは期限内に提出するための作業が必要である。

教科書

南雲大悟著『キャンパス・ナビゲーション 北京の大学生たち』 朝
日出版社。

参考書

基本的に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

原則として採点したうえで、返却する。

成績評価の方法

授業への貢献度 20％
小テスト・課題の提出状況 40％
期末の試験 40％

その他

特になし。
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1646_14D50905

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 永 井 弥 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

一年次で学習した文法事項を復習しつつ、新たな文法事項・表現を学

び、中国語の基礎文法を網羅することを目標と致します。

また、読解力涵養の為、授業の後半に於いて、簡単な長文を読みま

す。

授業内容

� 文の成分（主語・動詞・目的語等） � 朗読 練習問題 長

文読解 � 第�課 連体修飾語 連用修飾語 長文読解

� 朗読 練習問題 長文読解 � 第�課 動量補語 時量補語

長文読解 � 朗読 練習問題 長文読解 � 第�課 様態補語

程度補語 長文読解 	 朗読 練習問題 長文読解 
 第�課

単純方向補語 複合方向補語 長文読解 10 朗読 練習問題 長文

読解

11 第�課 結果補語 可能補語 長文読解 12 朗読 練習問題

長文読解 13 第�課 比較文 同等比較 最上級 朗読 練習問題

（乃至は 長文読解。進行により変化します。）14 各自復習 試験

履修上の注意

出来るだけ声を出して発音する様にして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を心掛けて下さい。

教科書

『ぐんぐんのびる中国語②』何珍時著 （朝日出版社） ※長文はプリ

ント配布。

参考書

『60日完成中国語の基礎文法』何珍時著 （朝日出版社）

課題に対するフィードバックの方法

基本的にohomeiji上で行う予定です。

成績評価の方法

学期末試験60％ 平常点40％ 平常点に於いては、授業に対する姿

勢を評価対象と致します。

その他

特になし。

1647_14D50906

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 斉 金 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初級で学んだ内容を再確認しつつ、さらにステップアップした語句
や文法、読解と応用会話の学習を展開する。
しっかりと基礎知識を身につけた上で、中級レベルの読解、聴解能

力や身近な会話､作文能力を習得することを目標とする。

授業内容

第�回 第�課 経験の“过”・動作量補語
第�回 第�課 動詞の重ね型・使役文
第�回 第�課 助動詞“应该”・近い未来
第�回 第�課 “一点儿”+“也/都”・時間量補語
第�回 復習・小テスト
第�回 第�課 状態補語・前置詞“为了”

第�回 第�課 結果補語・
第	回 第�課 進行形・“无论〜还是…，都〜”

第
回 復習・小テスト
第10回 第	課 100以上の数字・金額の言い方
第11回 第
課 方向補語
第12回 第10課 受け身文・“先〜，然后…”

第13回 復習・小テスト
第14回 a：まとめ b試験

履修上の注意

・毎週の授業後に必ず復習をしてください。

・学期中に�回の小テストを予定している。小テストの成績は期末評
価にカウントされるので、小テストに必ず参加してください。

・授業に欠席�回で�点減点される。

準備学習（予習・復習等）の内容

・ 聞く力や書く力また話す力を高めるためには、音声を繰り返し聞
きながらリピートしたり、書き取りをしたりする復習方法をお勧めす
る。
・毎回の小テストに向けた復習が必要である。

教科書

『大学生のための中級中国語20回』、杉野元子・黄漢青著、（白帝社）。

参考書

相原茂編『講談社パックス中日・日中辞典』（講談社）、電子辞書でも
よい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストの解説を授業中に行う。

成績評価の方法

期末試験50%、平常点（授業で行う小テスト）40%、授業への参加度
10%で評価する。

その他

・小テストの結果を講評することは授業内容の理解が深まると好評で
あったため、今年度も継続する。
・状況により授業の進度を適宜に調整することがある。
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1648_14D50940

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

中国語の基本的な文法とさまざまな表現のパターンを学習し，初歩
的な読み，書き，聞き，話す能力を習得する。教科書の本文は会話文
から構成され，簡にして要を得た文法の説明がなされ，聞き取りを中
心とする充実した練習問題がついており，これらを利用して中国語の
着実なレベルアップをはかる。
中国語を読み，書き，聞き，話すための基本的な能力を身につけ，

簡単な中国語会話が自由にできるようになるのが目標。

授業内容

第�回 中国語の発音と初級文法のおさらい�
第�回 初級文法のおさらい�
第�回 第�課の解説
第�回 第�課の練習
第�回 第�課の解説
第�回 第�課の練習
第�回 第�課の解説
第	回 第�課の練習
第
回 第�課の解説
第10回 第�課の練習
第11回 第�課の解説
第12回 第�課の練習
第13回 第�課の解説と練習
第14回 春学期の復習と試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を欠かさず行うこと。教科書に対応した「リスニング・
トレーナー」や、Webストリーミング音声を利用し，反復練習する
こと。

教科書

『中国語の基本 ステップアップ編』，新谷秀明・王宇南，朝日出版社

参考書

辞書は必須。まだ持っていなければ，商務印書館・小学館共編『中
日辞典』（小学館）か，相原茂編『中日辞典』（講談社）を薦める。電
子辞書でもよい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは採点して次の回に返却する。

成績評価の方法

学期末試験70％＋平常点（原則毎回授業で行う小テストと授業への
取り組み方）30％

その他

1649_14D50941

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣA 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、架空の中国生活ではなく、日本での日常について質問し、
答えられるようにすることです。中国語のコミュニケーションは、他のコ
ミュニケーションと同様に、送受信＝質問と答えのやり取りを基本としてい
る。問いと答えを繰り返せば必ず話せるようになる。一年生で発音の基礎と
基本的な表現を習得した学習者が、複文や接続詞などより複雑な表現を学ぶ
基礎の授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，仮定や因果関係や逆接などの表現を学習した上、日常の生活におけ
る交流場面に対応する、比較的高度な中国語のコミュニケーション能力を身
につけることを目標とする。
授業の流れは下記の通りとなる。
まず前回の授業で習った内容について問答練習をする。それから新出単語

を簡単に説明した後、ビデオで本文と基本的な文法事項を確認し、作文練習
により文法理解を深める。本文の朗読を十人程度させた上、ビデオを見なが
ら質問に答える練習を行う。その上、叙述文を質問文に変える練習をする。

授業内容

�回 一年生で習った内容の復習①： 年月日、時刻、時間量
�回 一年生で習った内容の復習②： 態
�回 一年生で習った内容の復習③：比較表現
�回 一年生で習った内容の復習④：前置詞
�回 一年生で習った内容の復習⑤：願望表現
�回 第�課 一年生で習った内容の総合的な復習①
�回 第�課 一年生で習った内容の総合的な復習②
	回 第�課 連動文

回 第�課 好き嫌い
10回 第�課 程度補語
11回 第�課 可能の表現
12回 第�課 結果補語
13回 第	課 方向補語
14回 復習 春学期のまとめ

履修上の注意

語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課
後の予習・復習を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習してお
くこと。

教科書

『日常のコミュニケーションができる中国語中級』株式会社シーエスピー出
版部、PDF版無償提供

参考書

課題に対するフィードバックの方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、15％），筆記
テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅刻は減点となる。

成績評価の方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

その他

─ 849─



1650_14D51001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 堀 井 裕 之

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
本講座では中国の文化を紹介した短文や会話文を読むことを通じて中級

程度の中国語の習得を目指す。外国語は単なるコミュニケーションのツー
ルではない。異文化理解の道しるべでもある。そこで授業では中国の歴史
や文化などもについても積極的に紹介する。学生諸君には中国語能力の習
得だけでなく、中国の歴史・文化に関心を持ち深く理解してもらいたい。

【到達目標】
・中級程度の中国語の文章を音読し、その内容を理解し翻訳することがで
きる。
・中級程度の中国語を通じて簡単なコミュニケーションができるようにな
る。
・中級程度の中国語学習を通じて異文化理解の視点を獲得する。

授業内容

第�〜�回：授業方針の確認 第�课 集体生活的好处（集団生活の長
所）
第�〜�回：第�课 讨价还价（値引き交渉）+会話文
第�〜�回：第	课 送礼的讲究（贈物への気配り）+会話文
第�回：第
课 “中国式”结婚（‟中国式”の結婚）
第	回：中間テスト
第
〜10回：第10课 双职工家庭（共働き夫婦の家庭）+会話文
第11〜12回：第11课 中国人的称呼（中国人の呼称）+会話文
第13〜14回：第12課 理想职业（理想の職業）+会話文

授業の進度、受講生の関心に応じて教科書掲載以外の短文・会話文も扱
う。

履修上の注意

・初級中国語（大学�年生程度）の学習経験があることが望ましい。
・中日辞書を準備すること。電子辞書でも可。

準備学習（予習・復習等）の内容

・あらかじめ教科書の文章を読み辞書を用いて翻訳しておき、授業に臨む
こと。
・予習・復習時ともに教科書や配布教材の文章を繰り返し音読し、付録の
CDを繰り返し聞くこと。反復練習こそが言語習得の近道である。

教科書

吉田泰謙・相原里美・葛婧 著『知っておきたい中国事情（改訂版）』（白
水社、2017年�月）
https://www.hakusuisha.co.jp/book/b253141.html
教科書は準中級から中級相当のコラムで構成。大学�年生向け。会話文の
教材については、副教材としてプリントを適宜配布する。

参考書

【推薦辞書】
・商務印書館・小学館共編『中日辞典』（小学館）
・相原茂編『中日辞典』（講談社）

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業の貢献度、課題、小テストなど40％ 定期試験、60％

その他

1651_14D51002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 胡 潁 芝

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では中国語を一年間学習した学生を対象として、「読み・聴き・
書く・話す」�スキルを鍛えます。
一年生で学んだ基礎単語・初級文法を復習しながら、よく間違われる
文法をより詳しく学ぶことによって、中国語の基礎をきちんと身につ
け、会話・作文能力の向上を目指します。

授業内容

第�回 第14課 「XはYだ」≠「X是Y」
第�回 第15課 日本の助詞＝中国語の前置詞
第�回 第16課 「ちょっと・少し」の表し方
第�回 第17課 数量詞と数量補語
第�回 第18課 「了」
第�回 第19課 方向補語
第�回 第19課 結果補語
第	回 第19課 様態補語
第
回 第20課 助動詞
第10回 第21課 受身文
第11回 第22課 「把」構文
第12回 第23課 対象・目的の表し方
第13回 第24課 「人」／道具・手段や原因を表す「で」／否定と肯定
第14回 ａ：期末試験 ｂ：正答解説

履修上の注意

語学勉強はビルを建てることと同じです。丈夫な建物を造る時に、「土
台」をきちんとすることが大事です。
「皆目見当もつかない問題に適当に答えたら正解した」 よりも「間違
いだったが、なぜ間違いなのかを確実に理解できるようにする」ほう
がずっとましです。
そのため、間違うことを怖がらず、積極的に授業に参加することを望
みます。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習：次回のテキストを予習し、わからない単語を辞書で調べておき
ます。
復習：毎週学んだ内容を復習したうえで、CDの音声を繰り返し聞きな
がら声を出して練習しておきます。
※語学勉強には、インプットだけでなく、、シャドーイングのような練
習も非常に大事ですので、教科書以外の教材を活用する学習法も授業
中に随時紹介します。

教科書

『作文ルール66 日中翻訳技法』（相原茂、朝日出版社。）およびプリン
ト

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（出席、課題や授業態度など）30％、期末試験70％

その他
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1652_14D51003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 江 崎 隆 哉

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期より高度な文法を理解すると共に，それを運用した文が言え
るようにトレーニングする。
又，新聞記事レヴェルの中国語の原文を，辞書を引きながら読める
ようになることも目指したい。？

授業内容

春学期同様，小テストから授業を開始し，次に教科書の新しい内容
に入る。
（�） 授業の概要と計画
（�） 結果補語
（�）「有点儿」「要是」
（�） 存現文
（�）「又〜又〜」，「一辺〜一辺〜」の用法
（�） 状態持続の「着」
（�）「再」の用法，部分否定
（	） 方向補語
（
） 使役動詞
（10） 可能補語
（11） 可能性の「会」の用法，「〜了〜了」の用法
（12） 受動態
（13）「把」の用法
（14） 総まとめ
又，授業の最後の20分位を使って，中国語の原文を辞書を引いて訳
す練習も行う。

履修上の注意

毎回必ず中日辞典を持参すること。�月の最終テストまで，忘れな
いように。

準備学習（予習・復習等）の内容

前回の授業で指示された箇所を復習して小テストに臨むこと。

教科書

劉穎他『�冊めの中国語 講読クラス』白水社、2012年、2300円＋税

参考書

中日辞典を持っていない学生は単位を取れないので注意すること。
翻訳練習のための参考文献は，適宜プリントを配布する。

課題に対するフィードバックの方法

前回の小テストで間違えた箇所を、音声を聴いて自分で発音して、書
いて復習すること。

成績評価の方法

毎回実施する小テスト（10点満点）と，�月の最終テスト（70点満
点）の合計によって評価する。

その他

授業の最初に行う小テストに遅刻すると，その日は�点になるので
注意されたい。

1653_14D51004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 蝦 名 良 亮

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期学習の到達度を踏まえて、日常会話の定型的な表現に基づく
教材を用いて、スピーキング・リスニング能力の確立・養成を図るこ
とを主目的とし、同時に基本的な文法の知識・語彙などを確認して、
総合的な中国語運用能力の向上をめざす。

授業内容

第�回 春学期学習内容の確認
第�回 テキスト第�講：本文＋練習12
第�回 テキスト第�講：例文＋練習34
第�回 テキスト第�講：本文＋練習12
第�回 テキスト第�講：例文＋練習34
第�回 テキスト第�講：本文＋練習12
第�回 テキスト第�講：例文＋練習34
第	回 テキスト第	講：本文＋練習12
第
回 テキスト第	講：例文＋練習34
第10回 テキスト第
講：本文＋練習12
第11回 テキスト第
講：例文＋練習34
第12回 テキスト第10講：本文＋練習12
第13回 テキスト第10講：例文＋練習34
第14回 ａ：試験、ｂ：正答解説

履修上の注意

授業では、日常における平易な常套表現の聞き取り、口頭練習を主
に行なう。中日辞典、中国語辞典などを入手し、授業時に携帯するこ
と。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業内小テストないしは課題を提示するので、事前に指示され
た例文の暗誦ないしは期限内に提出するための作業が必要である。

教科書

南雲大悟著『キャンパス・ナビゲーション 北京の大学生たち』 朝
日出版社。

参考書

基本的に使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

原則として採点したうえで、返却する。

成績評価の方法

授業への貢献度 20％
小テスト・課題の提出状況 40％
期末の試験 40％

その他

特になし。
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1654_14D51005

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 永 井 弥 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

一年次で学習した文法事項を復習しつつ、新たな文法事項・表現を学

び、中国語の基礎文法を網羅することを目標と致します。

また、読解力涵養の為、授業の後半に於いて、簡単な長文を読みま

す。

授業内容

� 第	課 連動文 兼語文 使役文 受け身文 （必要があれば、

第�課分の朗読 練習問題）� 朗読 練習問題 長文読解

� 第
課 存現文 無主語文 特殊な「有」構文 長文読解 �

朗読 練習問題 長文読解 � 第10課 是ー的構文 把構文

感嘆文 長文読解 � 朗読 練習問題 長文読解 � 第11課 並

列・連続・累加の構文 又 再 長文読解 	 朗読 練習問題

長文読解 
 第12課 選択・取捨・仮定・条件の構文 長文読解

10 朗読 練習問題 長文読解 11 第13課 逆接・譲歩・因果・目

的の構文 長文読解 12 朗読 練習問題 長文読解 13 第14課

時間・様態の構文 疑問詞呼応 緊縮文 朗読 練習問題

14 各自復習 試験

履修上の注意

出来るだけ声を出して発音する様にして下さい。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を心掛けて下さい。

教科書

『ぐんぐんのびる中国語②』何珍時著（朝日出版社） ※ 長文はプリ

ント配布。

参考書

『60日完成中国語の基礎文法』何珍時著（朝日出版社）

課題に対するフィードバックの方法

基本的にohomeiji上で行う予定です。

成績評価の方法

学期末試験60％ 平常点40％ 平常点に於いては、授業に対する姿

勢を評価対象と致します。

その他

特になし。

1655_14D51006

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 斉 金 英

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初級で学んだ内容を再確認しつつ、さらにステップアップした語句
や文法、読解と応用会話の学習を展開する。
しっかりと基礎知識を身につけた上で、中級レベルの読解、聴解能

力や身近な会話､作文能力を習得することを目標とする。

授業内容

第�回 第11課 “是〜的”・“不仅〜，而且…”

第�回 第12課 比較・可能補語
第�回 第13課 “有点儿”と“一点儿”・処置文
第�回 第14課 “要么〜，要么…”

第�回 復習・小テスト
第�回 第15課 “就”と“才”・“除了〜以外”

第�回 第16課 疑問詞+ “都/也”

第	回 第17課 “难怪”・存現文
第
回 復習・小テスト
第10回 第18課 副词“刚”・“却”・“并”

第11回 第19課 反語表現・補語のまとめ
第12回 第20課 “对〜来说”・“之所以〜、 是因为…”

第13回 復習・小テスト
第14回 a：まとめ b試験

履修上の注意

・毎週の授業後に必ず復習をしてください。

・学期中に�回の小テストを予定している。小テストの成績は期末評
価にカウントされるので、小テストに必ず参加してください。

・授業に欠席�回で�点減点される。

準備学習（予習・復習等）の内容

・聞く力や書く力また話す力を高めるためには、音声を繰り返し聞き
ながらリピートしたり、書き取りをしたりする復習方法をお勧めす
る。
・毎回の小テストに向けた復習が必要である。

教科書

『大学生のための中級中国語20回』、杉野元子・黄漢青著、（白帝社）。

参考書

相原茂編『講談社パックス中日・日中辞典』（講談社）、電子辞書でも
よい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストの解説を授業中に行う。

成績評価の方法

期末試験50%、平常点（授業で行う小テスト）40%、授業への参加度
10%で評価する。

その他

小テストの結果を講評することは授業内容の理解が深まると好評で
あったため、今年度も継続する。
授業進度は状況により適宜に調整することがある。
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1656_14D51040

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 志 野 好 伸

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

中国語の基本的な文法とさまざまな表現のパターンを学習し，初歩的
な読み，書き，聞き，話す能力を習得する。教科書の本文は会話文か
ら構成され，簡にして要を得た文法の説明がなされ，聞き取りを中心
とする充実した練習問題がついており，これらを利用して中国語の着
実なレベルアップをはかる。
中国語を読み，書き，聞き，話すための基本的な能力を身につけ，簡
単な中国語会話が自由にできるようになるのが目標。

授業内容

第�回 中国語の中級文法のおさらい
第�回 第�課の解説
第�回 第�課の練習
第�回 第	課の解説
第�回 第	課の練習
第�回 第
課の解説
第�回 第
課の練習
第	回 第10課の解説
第
回 第10課の練習
第10回 第11課の解説
第11回 第11課の練習
第12回 第12課の解説
第13回 第12課の練習
第14回ａ 秋学期の復習と試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

予習・復習を欠かさず行うこと。教科書に対応した「リスニング・
トレーナー」や、Webストリーミング音声を利用し，反復練習する
こと。

教科書

『中国語の基本 ステップアップ編』，新谷秀明・王宇南，朝日出版社

参考書

辞書は必須。まだ持っていなければ，商務印書館・小学館共編『中
日辞典』（小学館）か，相原茂編『中日辞典』（講談社）を薦める。電
子辞書でもよい。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは採点して次の回に返却する。

成績評価の方法

学期末試験70％＋平常点（原則毎回授業で行う小テストや授業への
取り組み方）30％

その他

1657_14D51041

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

中国語ⅣB 薬 進太郎

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

この授業の目的は、架空の中国生活ではなく、日本での日常について質問し、
答えられるようにすることです。中国語のコミュニケーションは、他のコ
ミュニケーションと同様に、送受信＝質問と答えのやり取りを基本としてい
る。問いと答えを繰り返せば必ず話せるようになる。一年生で発音の基礎と
基本的な表現を習得した学習者が、複文や接続詞などより複雑な表現を学ぶ
基礎の授業。基礎的な表現を項目別に従って編集されたビデオ付テキストを
使用し，仮定や因果関係や逆接などの表現を学習した上、日常の生活におけ
る交流場面に対応する、比較的高度な中国語のコミュニケーション能力を身
につけることを目標とする。
授業の流れは下記の通りとなる。
まず前回の授業で習った内容について問答練習をする。それから新出単語

を簡単に説明した後、ビデオで本文と基本的な文法事項を確認し、作文練習
により文法理解を深める。本文の朗読を十人程度させた上、ビデオを見なが
ら質問に答える練習を行う。その上、叙述文を質問文に変える練習をする。

授業内容

�回 総括 春学期期末試験の解説
�回 第
課 可能補語
�回 第10課 使役の表現
�回 第11課 受身の表現
�回 第12課 存現文
�回 第13課 対象への処理・処分を表す表現
�回 中間テスト
	回 第14課 二つの動作の前後順・時間順の表現

回 第15課 仮定の表現
10回 第16課 因果関係を表す表現
11回 第17課 逆接関係を表す表現
12回 第18課 付け加えの表現
13回 第19課 除外の表現
14回 復習 秋学期のまとめ

履修上の注意

語学力は短期間で身につけられない。日々の積み重ねこそ大切だから，放課
後の予習・復習を怠らないこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回授業の初めに既習内容の質問をするので、即答できるように予習してお
くこと。

教科書

『日常のコミュニケーションができる中国語中級』株式会社シーエスピー出
版部、PDF版無償提供

参考書

課題に対するフィードバックの方法

次回課題のページに解説または解答を載せる。

成績評価の方法

期中に小テスト�回（25％），期末に口語テスト（問答・朗読、15％），筆記
テスト�回（60％）を実施して評価する。無断欠席や遅刻は減点となる。

その他
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1658_14D60301

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠA 伊 藤 英 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語の基礎を学び，簡単な作文ができるようになるところまでを

到達目標とします。

授業内容

第�回 朝鮮語とはどんなことばか。文字の仕組み

第�回 文字と発音

第�回 文字と発音

第�回 文字と発音

第�回 私は山田結衣です。

第�回 韓国人ですか。

第�回 どこにありますか。

第	回 学校から遠くありません

第
回 何がおいしいですか。

第10回 何番のバスに乗りますか

第11回 何時に会いましょうか

第12回 ワカメスープも食べられませんでした

第13回 まとめと復習

第14回 理解度確認

履修上の注意

積極的な授業への参加（練習問題の回答，発言）を評価します。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習を中心に学習して下さい。小テストを行います。

教科書

『マル韓国語』韓必南・全恵子著

￥2200＋税

朝日出版社 2020年�月

ISBN978-�-255-55670-�

参考書

なし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加，小テストで40%。期末試験60%。

その他

なし。

1659_14D60302

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠA 金 孝 珍

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語の文字であるハングルの仕組みを的確に捉えられるコツをつか
み、読める楽しさを感じて見ましょう。確実にハングルの読み書きがで
きるように繰り返し練習します。自己紹介や簡単な挨拶ができるように
必要な語彙や文の基本パターンを習います。基本文法や表現パターンを
会話文で練習し、「話せる、すぐに使える韓国語」を身につけましょう。
確実に身につけるためにその都度語彙とフレーズ、文法問題を用意し、
きちんと覚えられているのかチェックしながら進めていきます。
文字の読み書きとあいさつ言葉、自己紹介が出来ることを目標としま
す。

授業内容

第�回 イントロダクション・朝鮮語・朝鮮半島についての紹介
第�回 文字編 第�課 基本母音
第�回 文字編 第�課 子音（�）
第�回 文字編 第�課 子音（�）激音と濃音
第�回 文字編 第�課 複合母音
第�回 文字編 第�課 終声（パッチム）
第�回 文字編 第�課 発音の変化
第	回 第�課 指定詞を学ぶ
第
回 第�課 指定詞の否定形を学ぶ
第10回 第�課 指示詞と方向位置を表す表現を学ぶ
第11回 第�課 ハムニダ体を学ぶ
第12回 第�課 ヘヨ体を学ぶ
第13回 文化に触れる
第14回 a：講義 b：期末試験

履修上の注意

金曜日の李興淑先生の授業と連動授業になるので、必ず金曜日の授業を
同時履修してください。
学習の遅れにつながりますので欠席しないでください。やむを得ず欠席
する場合は前もって届けを出し，授業内容と課題を学習して遅れをとら
ないようにしてください。全講義数の�分の�以上を欠席した学生は，
評価対象になりません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習を十分に行ってください。授業で習ったことを復習してから
必要に応じて小テストを行います。

教科書

北原スマ子監修、金孝珍著『即！実践 楽しもう韓国語』白帝社

参考書

『実用日韓・韓日辞典』（成美堂）
朝鮮語だけではなく朝鮮半島の社会・文化に関する参考書を随時紹介し
ます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度、小テスト、課題を含む）

その他

韓国の文化や習慣、リアルタイムの情報などにも耳を傾けて、韓国社会
全般の理解を深めていきましょう。
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1660_14D60303

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠA 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語（韓国語）の文字であるハングルの基礎から基本的な文法・文
型・語彙を学習し、初級レベルの読み書きができるようにします。学
習内容の反復練習をし、「話す」「聞く」力も養い、簡単な会話ができ
ることを目指します。朝鮮語（韓国語）の学習を通して、韓国文化へ
の理解を深めます。朝鮮語（韓国語）の読み書き、聞き取りができ、
基礎的な文法を習得し、確実に自己紹介や簡単な挨拶ができることを
目標とします。

授業内容

第�回 イントロダクション（朝鮮語についてその他）
第�回 基本的な母音と子音
第�回 平音と鼻音終声・流音終声
第�回 激音と濃音
第�回 半母音と口音終声
第�回 名詞述語文の否定形
第�回 存在の表現を学ぶ
第	回 用言の活用と子音語幹のヘヨ体
第
回 母音語幹のヘヨ体、接続形
第10回 漢字語数詞・接続形
第11回 ㄹ語幹・願望表現
第12回 固有語数詞・依頼の表現
第13回 過去形・前置否定形
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

この授業は、木曜日�限の趙義成先生とリレー形式で行なう。教科書
も木曜日�限の趙義成先生の授業と同じ。語学授業は出席がとても重
要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『NHK出版 音声DL BOOK これからはじめる 韓国語入門』（趙義成著、
NHK出版）
ISBN： 978-4140351765

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1661_14D60304

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠA 韓 必 南

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語の文字(ハングル)の仕組みと発音のルールを習得し、初歩的な
表現を学ぶ。前半は文字と発音の習得に重点をおき、後半は基礎文法
と表現を中心に進めていく。簡単な対話練習を通して基本的なコミュ
ニケーション能力を養う。
朝鮮語の読み書き、基礎語彙、基礎文法を身につけ、基本的な挨拶、
簡単な自己紹介、身の回りの事物について話したり、書いたりするこ
とができることを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション・朝鮮語・朝鮮半島についての紹介
第�回 文字編 第�課 基本母音
第�回 文字編 第�課 子音（�）
第�回 文字編 第�課 子音（�）激音と濃音
第�回 文字編 第�課 複合母音
第�回 文字編 第�課 終声（パッチム）
第�回 文字編 第�課 発音の変化
第	回 第�課 指定詞を学ぶ
第
回 第�課 指定詞の否定形を学ぶ
第10回 第�課 指示詞と方向位置を表す表現を学ぶ
第11回 第�課 ハムニダ体を学ぶ
第12回 第�課 ヘヨ体を学ぶ
第13回 既習文法の復習
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

金曜日の金孝珍先生の授業と連動授業であるため、必ず金曜日の授業
を同時履修すること。
全講義数の�分の�以上を欠席した者は成績評価の対象にならない。
発音練習・口頭練習に積極的に取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業で学んだ文字と発音を音読・発音練習を重ねて覚える。
あらかじめ教科書の内容に目を通しておく。

教科書

北原スマ子監修、金孝珍著『即！実践 楽しもう韓国語』白帝社

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 60%
課題達成度・小テスト 20%
平常点・授業内活動 20%

その他
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1662_14D60401

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠB 伊 藤 英 人

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

春学期に続いて朝鮮語（韓国語）の基礎を学び，簡単な作文ができ

るようになるところまでを到達目標とします。教科書終了後はプリン

ト（pdf）で未習事項を学びます。

授業内容

第�回 両親が来ました。

第�回 旅行に行きたいです。

第�回 連体形

第�回 連体形

第�回 変則用言

第�回 変則用言

第�回 様々な文法形式

第	回 様々な文法形式

第
回 様々な文法形式

第10回 実践練習

第11回 実践練習

第12回 実践練習

第13回 まとめと復習

第14回 理解度確認

履修上の注意

積極的な授業への参加（練習問題の回答，発言）を評価します。

準備学習（予習・復習等）の内容

復習を中心に学習して下さい。小テストを行います。

教科書

『マル韓国語』韓必南・全恵子著

朝日出版社 ￥2200＋税

ISBN978-�-255-55670-�

参考書

後半はプリント教材を使用します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

授業への参加，小テストで40%。期末試験60%。

その他

なし。

1663_14D60402

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠB 金 孝 珍

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語ⅠAで学習した基礎を土台として短文の言い換え練習を繰り
返し、文法を固めてから、少しずつ言葉を出しながら会話練習を重ね
ます。習った文法や表現を使って、実際のコミュニケーションを楽し
んでみましょう。確実に身につけるためにその都度語彙とフレーズ、
文法問題を用意し、きちんと覚えられているのかチェックしながら進
めていきます。
基本的な文の読み書きと簡単な日常会話が出来ることを目標としま

す。

授業内容

第�回 第�課 用言文の否定形を学ぶ
第�回 第�課 漢数詞と助数詞を学ぶ
第�回 第	課 固有数詞と助数詞を学ぶ
第�回 第
課 過去時制を学ぶ
第�回 第10課 尊敬表現を学ぶ（�）
第�回 第11課 希望、試みの表現を学ぶ
第�回 第12課 理由、意志・推測表現を学ぶ
第	回 第13課 尊敬表現を学ぶ（�）
第
回 第14課 仮定、相談表現を学ぶ
第10回 第15課 許可、不許可表現を学ぶ
第11回 第16課 意図、丁寧な依頼表現を学ぶ
第12回 第17課 으不規則表現を学ぶ
第13回 文化に触れる
第14回 a：講義 b：期末試験

履修上の注意

金曜日の李興淑先生の授業と連動授業になるので、必ず金曜日の授業
を同時履修してください。
学習の遅れにつながりますので欠席しないでください。やむを得ず欠
席する場合は前もって届けを出し，授業内容と課題を学習して遅れを
とらないようにしてください。全講義数の�分の�以上を欠席した学
生は，評価対象になりません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習を十分に行ってください。授業で習ったことを復習してか
ら必要に応じて小テストを行います。

教科書

北原スマ子監修、金孝珍著『即！実践 楽しもう韓国語』白帝社

参考書

『実用日韓・韓日辞典』（成美堂）
朝鮮語だけではなく朝鮮半島の社会・文化に関する参考書を随時紹介
します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度、小テスト、課題を含
む）

その他

韓国の文化や習慣、リアルタイムの情報などにも耳を傾けて、韓国社
会全般の理解を深めていきましょう。

─ 856─



1664_14D60403

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠB 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「朝鮮語IA」に引き続き、初級程度の文法・構文・語彙などを学習し

ます。初級レベルの会話・作文ができることを目標とします。

授業内容

第�回：不可能形、現在連体形（�）

第�回：進行形

第�回：現在連体形（�）

第�回：尊敬形、意志・推量の表現（�）

第�回：尊敬形、意志・推量の表現（�）

第�回：합니다体、未実現連体形

第�回：特殊な尊敬形、婉曲形

第	回：으語幹

第
回：過去連体形

第10回：可能・不可能

第11回：許可・不許可

第12回：理由表現

第13回：視聴覚教材（映画）

第14回：a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

この授業は、木曜日�限の趙義成先生とリレー形式で行なう。教科書

も木曜日�限の趙義成先生の授業と同じ。語学授業は出席がとても重

要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底

すること。

数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『NHK出版 音声DL BOOK これからはじめる 韓国語入門』（趙義成著、

NHK出版）

ISBN： 978-4140351765

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1665_14D60404

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅠB 韓 必 南

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

テキストに沿って朝鮮語の基礎語彙、基礎文法を学ぶ。場面設定のペ
アワークやグループワークの会話練習を通してコミュニケーション能
力を養う。
朝鮮語の基礎語彙、基礎文法を身につけ、身の回りの事物、日常生活
における簡単な対話ができる、簡単な作文ができることを目標とす
る。

授業内容

第�回 第�課 用言文の否定形を学ぶ
第�回 第�課 漢数詞と助数詞を学ぶ
第�回 第	課 固有数詞と助数詞を学ぶ
第�回 第
課 過去時制を学ぶ
第�回 第10課 尊敬表現を学ぶ（�）
第�回 第11課 希望、試みの表現を学ぶ
第�回 第12課 理由、意志・推測表現を学ぶ
第	回 第13課 尊敬表現を学ぶ（�）
第
回 第14課 仮定、相談表現を学ぶ
第10回 第15課 許可、不許可表現を学ぶ
第11回 第16課 意図、丁寧な依頼表現を学ぶ
第12回 第17課 으不規則表現を学ぶ
第13回 既習文法の復習
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

金曜日の金孝珍先生の授業と連動授業であるため、必ず金曜日の授業
を同時履修すること。
全講義数の�分の�以上を欠席した者は成績評価の対象にならない。
発音練習・口頭練習に積極的に取り組むこと。

教科書

北原スマ子監修、金孝珍著『即！実践 楽しもう韓国語』白帝社

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 60%
課題達成度・小テスト 20%
平常点・授業内活動 20%

その他

特になし。
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1666_14D60501

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡA 趙 義 成

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文字と発音から始めて、平易な文が理解できる程度の基礎的な朝鮮語
運用能力を養う。

授業内容

01）導入
02）第�課
03）第�課
04）第�課
05）第�課（つづき）
06）第�課
07）第�課
08）第�課
09）第�課
10）第�課（つづき）
11）第	課
12）第
課
13）第10課
14）a. 試験
b. まとめと試験の正答解説

履修上の注意

この授業は月曜日李興淑教員とリレー形式で行なう。
出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

語学の学習は�回�回の積み重ねが非常に大切である。予習復習をお
ろそかにせず、確かな歩みで学習をすすめることが上達の秘訣であ
る。分からないこと、欠席などで習得が不十分なことは、そのまま放
置せずに、教員に質問するなどして、必ず解決して先に進むようにす
ること。

教科書

『NHK出版 音声DL BOOK これからはじめる 韓国語入門』（趙義成著、
NHK出版）
ISBN： 978-4140351765

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

対面授業の場合：学期末試験80%、授業内課題（小テストなど）20%
オンライン授業の場合：学期末課題50%、毎回の課題30%、授業への
貢献度20%（オンライン授業の状況により変更される場合あり）

その他

オンライン授業となった場合は、Zoomによるリアルタイム配信型の
授業となる予定。その場合、ZoomミーティングのURL情報等は
「Oh-o! Meiji」で流す予定なので、チェックしておくこと。

1667_14D60502

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡA 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語（韓国語）の文字であるハングルの基礎から基本的な文法・文
型・語彙を学習し、初級レベルの読み書きができるようにします。学
習内容の反復練習をし、「話す」「聞く」力も養い、簡単な会話ができ
ることを目指します。朝鮮語（韓国語）の学習を通して、韓国文化へ
の理解を深めます。朝鮮語（韓国語）の読み書き、聞き取りができ、
基礎的な文法を習得し、確実に自己紹介や簡単な挨拶ができることを
目標とします。

授業内容

第�回：イントロダクション（朝鮮語についてその他）
第�回：子音（読み書き）
第�回：母音（読み書き）
第�回：子音と母音のまとめ
第�回 バッチム（読み書き）
第�回：発音（発音練習）
第�回：�課 私はイ・ドンミンです。
第	回：�課 専攻は何ですか。
第
回：�課 図書館の横にあります。
第10回：�課 土曜日はアルバイトをします。
第11回：視聴覚教材（映画）
第12回：�課 韓国映画が好きですか。（�）
第13回：�課 韓国映画がすきですか。（�）
第14回：a：まとめ ｂ：期末試験

履修上の注意

この授業は、火曜日�限の金孝珍先生とリレー形式で行なう。教科書
も火曜日�限の金孝珍先生の授業と同じ。語学授業は出席がとても重
要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『即！実践 楽しもう韓国語』北原スマ子監修・金孝珍著（白帝社、
2017年）

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他
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1668_14D60503

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡA 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語（韓国語）の文字であるハングルの基礎から基本的な文法・文
型・語彙を学習し、初級レベルの読み書きができるようにします。学
習内容の反復練習をし、「話す」「聞く」力も養い、簡単な会話ができ
ることを目指します。朝鮮語（韓国語）の学習を通して、韓国文化へ
の理解を深めます。朝鮮語（韓国語）の読み書き、聞き取りができ、
基礎的な文法を習得し、確実に自己紹介や簡単な挨拶ができることを
目標とします。

授業内容

第�回 イントロダクション「朝鮮語（韓国語）についてその他」
第�回 文字と発音
第�回 文字と発音
第�回 文字と発音
第�回 �課 私は山田結衣です。
第�回 �課 韓国人ですか。
第�回 �課 どこにありますか。
第	回 �課 学校から遠くありません。
第
回 �課 どこに行きますか。
第10回 �課 何がおいしいですか。
第11回 �課 何番のバスに乗りますか。
第12回 	課 何時に会いましょうか。
第13回 
課 ワカメスープも食べられませんでした。
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

この授業は、月曜日�限の伊藤英人先生とリレー形式で行なう。教科
書も月曜日�限の伊藤英人先生の授業と同じ。語学授業は出席がとて
も重要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業の終わりに次回の授業のための予習内容を提示し、同じく
復習内容も指導する。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『マル韓国語』韓必南・全恵子著（朝日出版社 2020年�月）
ISBN978-�-255-55670-�

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1669_14D60504

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡA 金 孝 珍

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語の文字であるハングルの仕組みを的確に捉えられるコツをつか
み、読める楽しさを感じて見ましょう。確実にハングルの読み書きがで
きるように繰り返し練習します。自己紹介や簡単な挨拶ができるように
必要な語彙や文の基本パターンを習います。基本文法や表現パターンを
会話文で練習し、「話せる、すぐに使える韓国語」を身につけましょう。
確実に身につけるためにその都度語彙とフレーズ、文法問題を用意し、
きちんと覚えられているのかチェックしながら進めていきます。
文字の読み書きとあいさつ言葉、自己紹介が出来ることを目標としま
す。

授業内容

第�回 イントロダクション・朝鮮語・朝鮮半島についての紹介
第�回 文字編 第�課 基本母音
第�回 文字編 第�課 子音（�）
第�回 文字編 第�課 子音（�）激音と濃音
第�回 文字編 第�課 複合母音
第�回 文字編 第�課 終声（パッチム）
第�回 文字編 第�課 発音の変化
第	回 第�課 指定詞を学ぶ
第
回 第�課 指定詞の否定形を学ぶ
第10回 第�課 指示詞と方向位置を表す表現を学ぶ
第11回 第�課 ハムニダ体を学ぶ
第12回 第�課 ヘヨ体を学ぶ
第13回 文化に触れる
第14回 a：講義 b：期末試験

履修上の注意

火曜日の韓必南先生の授業と連動授業になるので、必ず火曜日の授業を
同時履修してください。
学習の遅れにつながりますので欠席しないでください。やむを得ず欠席
する場合は前もって届けを出し，授業内容と課題を学習して遅れをとら
ないようにしてください。全講義数の�分の�以上を欠席した学生は，
評価対象になりません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習を十分に行ってください。授業で習ったことを復習してから
必要に応じて小テストを行います。

教科書

北原スマ子監修、金孝珍著『即！実践 楽しもう韓国語』白帝社

参考書

『実用日韓・韓日辞典』（成美堂）
朝鮮語だけではなく朝鮮半島の社会・文化に関する参考書を随時紹介し
ます。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度、小テスト、課題を含む）

その他

韓国の文化や習慣、リアルタイムの情報などにも耳を傾けて、韓国社会
全般の理解を深めていきましょう。
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1670_14D60601

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡB 趙 義 成

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

文字と発音から始めて、平易な文が理解できる程度の基礎的な朝鮮語
運用能力を養う。

授業内容

01）導入
02）第11課
03）第12課
04）第13課
05）第13課（つづき）
06）第14課
07）第15課
08）第16課
09）第17課
10）第17課（つづき）
11）第18課
12）第19課
13）第20課
14）a. 試験
b. まとめと試験の正答解説

履修上の注意

この授業は月曜日李興淑教員とリレー形式で行なう。
出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

語学の学習は�回�回の積み重ねが非常に大切である。予習復習をお
ろそかにせず、確かな歩みで学習をすすめることが上達の秘訣であ
る。分からないこと、欠席などで習得が不十分なことは、そのまま放
置せずに、教員に質問するなどして、必ず解決して先に進むようにす
ること。

教科書

『NHK出版 音声DL BOOK これからはじめる 韓国語入門』（趙義成著、
NHK出版）
ISBN： 978-4140351765

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

対面授業の場合：学期末試験80%、授業内課題（小テストなど）20%
オンライン授業の場合：学期末課題50%、毎回の課題30%、授業への
貢献度20%（オンライン授業の状況により変更される場合あり）

その他

オンライン授業となった場合は、Zoomによるリアルタイム配信型の
授業となる予定。その場合、ZoomミーティングのURL情報等は
「Oh-o! Meiji」で流す予定なので、チェックしておくこと。

1671_14D60602

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡB 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「朝鮮語IIA」に引き続き、初級程度の文法・構文・語彙などを学習し

ます。初級レベルの会話・作文ができることを目標とします。

授業内容

第�回：�課 あまり遠くありません。

第�回：�課 誕生日はいつですか。

第�回：	課 �時から
時までです。

第�回：
課 先週の土曜日にコンサートに行きました。

第�回：10課 本当にお若くみえますね。

第�回：11課 連休の時、何をしたいですか。

第�回：12課 道がとても混んで遅れました。

第	回：13課 両親が日本へ旅行に行きました。

第
回：14課 少し早く出発しましょうか。

第10回：15課 一度食べてみてもいいですか。

第11回：視聴覚教材（映画）

第12回：16課 景福宮に行こうと思います。（�）

第13回：16課 景福宮に行こうと思います。（�）

第14回：a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

この授業は火曜日�限の金孝珍先生とリレー形式で行なう。語学授業

は出席がとても重要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底

すること。

数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『即！実践 楽しもう韓国語』北原スマ子監修・金孝珍著(白帝社、

2017年)

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他
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1672_14D60603

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡB 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「朝鮮語ⅡA」に引き続き、初級程度の文法・構文・語彙などを学習

します。初級レベルの会話・作文ができることを目標とします。

授業内容

第�回 10課 両親が来ました。

第�回 11課 旅行に行きたいです。

第�回 ─아서/어서 理由、動作の先行

第�回 ─（으）니까、─기 때문에 、─아서/어서理由・原因の表

現

第�回 意志、逆接、許可、不許可、禁止の表現（文法編）

第�回 意志、逆接、許可、不許可、禁止の表現（会話編）

第�回 意図、丁寧な依頼、助言の表現（文法編）

第	回 意図、丁寧な依頼、助言の表現（会話編）

第
回 仮定、条件、羅列、試みの表現

第10回 基礎編の助詞のまとめ

第11回 基本構文と実践会話（�）

第12回 基本構文と実践会話（�）

第13回 視聴覚教材（映画）

第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

この授業は、月曜日�限の伊藤英人先生とリレー形式で行なう。教科

書も月曜日�限の伊藤英人先生の授業と同じ。語学授業は出席がとて

も重要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回の授業の終わりに次回の授業のための予習内容を提示し、同じく

復習内容も指導する。

数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『マル韓国語』韓必南・全恵子著（朝日出版社 2020年�月）

ISBN978-�-255-55670-�

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1673_14D60604

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅡB 金 孝 珍

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語ⅠAで学習した基礎を土台として短文の言い換え練習を繰り
返し、文法を固めてから、少しずつ言葉を出しながら会話練習を重ね
ます。習った文法や表現を使って、実際のコミュニケーションを楽し
んでみましょう。確実に身につけるためにその都度語彙とフレーズ、
文法問題を用意し、きちんと覚えられているのかチェックしながら進
めていきます。
基本的な文の読み書きと簡単な日常会話が出来ることを目標としま

す。

授業内容

第�回 第�課 用言文の否定形を学ぶ
第�回 第�課 漢数詞と助数詞を学ぶ
第�回 第	課 固有数詞と助数詞を学ぶ
第�回 第
課 過去時制を学ぶ
第�回 第10課 尊敬表現を学ぶ（�）
第�回 第11課 希望、試みの表現を学ぶ
第�回 第12課 理由、意志・推測表現を学ぶ
第	回 第13課 尊敬表現を学ぶ（�）
第
回 第14課 仮定、相談表現を学ぶ
第10回 第15課 許可、不許可表現を学ぶ
第11回 第16課 意図、丁寧な依頼表現を学ぶ
第12回 第17課 으不規則表現を学ぶ
第13回 文化に触れる
第14回 a：講義 b：期末試験

履修上の注意

火曜日の韓必南先生の授業と連動授業になるので、必ず火曜日の授業
を同時履修してください。
学習の遅れにつながりますので欠席しないでください。やむを得ず欠
席する場合は前もって届けを出し，授業内容と課題を学習して遅れを
とらないようにしてください。全講義数の�分の�以上を欠席した学
生は，評価対象になりません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習を十分に行ってください。授業で習ったことを復習してか
ら必要に応じて小テストを行います。

教科書

北原スマ子監修、金孝珍著『即！実践 楽しもう韓国語』白帝社

参考書

『実用日韓・韓日辞典』（成美堂）
朝鮮語だけではなく朝鮮半島の社会・文化に関する参考書を随時紹介
します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度、小テスト、課題を含
む）

その他

韓国の文化や習慣、リアルタイムの情報などにも耳を傾けて、韓国社
会全般の理解を深めていきましょう。
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1674_14D60701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢA 塩 田 今日子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語の基礎を履修してハングルの読み方を習得し、基礎的な文法を
学び終えた学生を対象にした科目である。
実践的な会話を学びながら必要な発音、表現、文法を習得し、基本的
な日常会話ができるようになることを目指す。
socrativeというツールを使って、学生が間違いを恐れずに文法や作
文の練習を行えるようにし、それぞれに合った能力の向上を図る。

授業内容

第�回 a:実力診断 b:基礎のまとめ
第�回 第�課 〜しましょうか
第�回 第�課 〜すればいいのに
第�回 第�課 〜してみますか
第�回 第�課 〜するらしい
第�回 第�課 〜するか
第�回 第�課 〜するんですよ
第	回 第�課 〜と聞きました
第
回 第�課 〜するそうです
第10回 第�課 〜と言うんですよ
第11回 第�課 〜してくれと
第12回 第�課 〜してはいけない
第13回 第�課 〜するな
第14回 a:まとめ b:試験

履修上の注意

ハングルの読み方を習得済みで、朝鮮語の基礎的な文法知識があるこ
とが強く望まれる。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習 : 該当する課の音声DLをよく聞き、わからないところをまとめ
ておく。
復習 : まとめの練習問題を解いて提出する。

教科書

『これなら聞ける話せる！実践ハングル』塩田今日子(NHK出版)

参考書

『韓国語中級文法』（プリント）

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meijiを使って添削を行う。

成績評価の方法

レポート25%、授業への貢献度25%、定期試験50%

その他

1675_14D60702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢA 金 孝 珍

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎になる文法をしっかり身につけ、語彙を増やし、それを応用できるようにし
ましょう。現実のコミュニケーション場面に近い設定で話すことができるように
コミュニケーションスキルを高めます。確実に身につけるために�つの課が終わ
ると語彙とフレーズ、文法の問題を用意し、きちんと覚えられているのかチェッ
クしながら復習をします。また、文化コーナーを設けて朝鮮半島の文化に対する
関心を持ち、理解を深めるようにします。
中級レベルの文章力、会話力の取得を目標とします。

授業内容

第�回 イントロダクション、�年次学習内容の復習（�）
第�回 �年次学習内容の復習（�）
第�回 第�課 -아/어 주세요/주시겠어요?（〜てください/ていただけますか

依頼）、-(으)ㄹ게요（〜ます、〜よ・から 意志・約束）、-고 있다（〜て
いる 動作の進行）の文法内容と練習問題

第�回 第�課 会話文と復習plus
第�回 第�課 -아/어서（〜て、〜ので、動作の先行、原因・理由）、으不規則

活用、못 - / -지 못하다（〜できな・（ら）れない不可能）の文法内容と
練習問題

第�回 第�課 会話文と復習plus
第�回 第�課 -아/어 보다（〜てみる 試み・経験）、-네요（〜ですね、ますね

感嘆・驚き）、-기로 하다（〜ことにする 約束・決定・決心）の文法内容
と練習問題

第	回 第�課 会話文と復習plus
第
回 第�課 動詞の連体形、存在詞の現在連体形、 -(으)ㄴ 적이 있다/없다

（〜たことがある/ない 経験の有無）の文法内容と練習問題
第10回 第�課 会話文と復習plus、みんなでBINGOゲーム(�)
第11回 第�課 形容詞、指定詞の現在連体形、-(으)ㄹ 거예요(?)（〜つもりです

（か）、〜でしょう 意志・推量）、-(으)ㄹ 때、-았/었을 때（〜時、 〜た
時）の文法内容と練習問題

第12回 第�課 会話文と復習plus、 ◆連体形のまとめ
第13回 韓国文化コーナー（韓国ドラマやKpop、ニュースの聞き取り）
第14回 a：講義 b：期末試験

履修上の注意

学習の遅れにつながりますので欠席しないでください。やむを得ず欠席する場合
は前もって届けを出し、授業内容と課題を学習して遅れをとらないようにしてく
ださい。全講義数の�分の�以上を欠席した学生は、評価対象になりません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習を行ってください。授業で習ったことを復習してから必要に応じて小
テストを行います。

教科書

金孝珍・李英珠・北原スマ子著『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』(白帝
社、2022年�月)
※2021年度版ではなく、2022年度版を用意してください。

参考書

『実用日韓・韓日辞典』（成美堂）
朝鮮語だけではなく朝鮮半島の社会・文化に関する参考書を随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度、小テスト、課題を含む）

その他

韓国の文化や習慣、リアルタイムの情報などにも耳を傾けて、韓国社会全般の理
解を深めていきましょう。
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1676_14D60703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢA 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎的な文法を学び終えた学生を対象にした、中級レベルの文章力、
会話力の習得を目標とする。基礎文法を復習しつつ、より複雑な表
現・文法を学習し、応用力を向上させる。

授業内容

第�回 朝鮮語基礎の復習（�）
第�回 �課 依頼、意志・約束の表現
第�回 �課 動作の先行、理由・原因の表現（�）
第�回 �課 으不規則活用
第�回 �課 試み・経験の表現
第�回 �課 感嘆・驚きの表現
第�回 �課 動詞の連体形、存在詞の現在連体形
第	回 �課 形容詞、指定詞の現在連体形
第
回 �課 連体形のまとめ
第10回 �課 ㅂ不規則活用
第11回 視聴覚教材（映画）
第12回 �課 推測の表現
第13回 �課 完了状態の持続の表現
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

朝鮮語の基礎的な文法をマスターしていることが望ましい。語学授業
のため、出席はとても重要であり、出席は毎回とる。
この授業は木曜日�限のⅣA（李興淑）と連携授業であり、教科書も
同じ。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストす
る。次回の授業範囲の単語は必ず予習して覚えてから授業に出るこ
と。

教科書

『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』金孝珍・李英球・北原マス
子著（白帝社、2022年）

参考書

特に定めない。そのつど必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1677_14D60704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢA 韓 必 南

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

初級の授業を履修した者あるいはそれと同等のレベルの知識を有する者を対象
とし、既習の文法・表現を復習しながら、テキストに沿って朝鮮語の運用力を
伸ばすための中級レベルの文法・表現を学ぶ。ペアワークやグループワークの
会話練習を通してコミュニケーション能力を向上させる。
日常の多様な場面において朝鮮語で簡単な会話ができ、多様な話題に合わせて
朝鮮語で簡単な作文ができることを目標とする。

授業内容

第�回 イントロダクション、�年次学習内容の復習（�）
第�回 �年次学習内容の復習（�）
第�回 第�課 -아/어 주세요/주시겠어요?（〜てください/ていただけます

か：依頼）、-(으)ㄹ게요（〜ます、〜よ・から：意志・約束）、-고 있다
（〜ている：動作の進行）の文法内容と練習問題

第�回 第�課 会話文と復習plus
第�回 第�課 -아/어서（〜て、〜ので：動作の先行、原因・理由）、으不規

則活用、못 - / -지 못하다（〜できない・られない：不可能）の文法内
容と練習問題

第�回 第�課 会話文と復習plus
第�回 第�課 -아/어 보다（〜てみる：試み・経験）、-네요（〜ですね、ます

ね：感嘆・驚き）、-기로 하다（〜ことにする：約束・決定・決心）の文
法内容と練習問題

第	回 第�課 会話文と復習plus
第
回 第�課 動詞の連体形、存在詞の現在連体形、 -(으)ㄴ 적이 있다/없

다（〜たことがある/ない：経験の有無）の文法内容と練習問題
第10回 第�課 会話文と復習plus
第11回 第�課 形容詞、指定詞の現在連体形、-(으)ㄹ 거예요(?)（〜つもりで

す（か）、〜でしょう：意志・推量）、-(으)ㄹ 때、-았/었을 때（〜時、
〜た時）の文法内容と練習問題

第12回 第�課 会話文と復習plus
第13回 連体形の復習
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

会話練習、ペアワークなどの学習活動に積極的に取り組むこと。全講義数の�
分の�以上を欠席した者は成績評価の対象にならない。

準備学習（予習・復習等）の内容

前もって会話の場面、内容に目を通しておく。
毎回学んだ表現を復習し、音読・発音練習を重ねる。
単語の暗記を怠らない。
課題を着実に熟す。

教科書

金孝珍・李英珠・北原スマ子著『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』(白帝
社、2022年�月)
※2021年度版ではなく、2022年度版を用意すること。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 60%
課題達成度・小テスト 20%
平常点・授業内活動 20%

その他

ハングル検定試験やTOPIKなどの検定試験の受験もチャレンジしましょう。
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1678_14D60801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢB 塩 田 今日子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

朝鮮語ⅢAを履修して必要な発音、表現、文法を習得した学生を対象
にした科目。
実践的な会話を学びながら必要な文法やいろいろな表現を学び，それ
らが使えるようになることを目指す。
socrativeというツールを使って、学生が間違いを恐れずに文法や作
文の練習を行えるようにし、それぞれに合った能力の向上を図る。

授業内容

第�回 発音と文法のまとめ
第�回 第�課 〜のようにみえる
第�回 第�課 〜している
第�回 第	課 〜するさ
第�回 第	課 〜ご存知なの?
第�回 第
課 〜だっけ?
第�回 第
課 〜だったんだよ
第	回 第10課 この、その、あの
第
回 第10課 〜してある
第10回 第11課 〜なの?
第11回 第11課 〜していた
第12回 第12課 〜しなければならない
第13回 第12課 〜するんだった
第14回 a:まとめ b:試験

履修上の注意

ハングルの読み方を習得済みで、朝鮮語の基礎的な文法知識があるこ
とが強く望まれる。
朝鮮語ⅢAを履修済みであることが望まれる。

準備学習（予習・復習等）の内容

予習 : 該当する課の音声DLをよく聞き、わからないところをまとめ
ておく。
復習 : まとめの練習問題を解いて提出する。

教科書

『これなら聞ける話せる！実践ハングル』塩田今日子(NHK出版)

参考書

『韓国語中級文法』（プリント）

課題に対するフィードバックの方法

Oh-o! Meijiを使って添削を行う。

成績評価の方法

レポート25%、授業への貢献度25%、定期試験50%

その他

1679_14D60802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢB 金 孝 珍

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

表現・文法の学習を中心とし、しっかり文型を練習した上で、その学習を効果的
に行うために会話や読解、作文などを練習します。授業では毎回語彙とフレーズ
の簡単な問題を用意し、確実に覚えられているのか確認しながらゆっくり進めて
いきます。初級レベルの学習内容を復習しつつ、より複雑な表現・文法を増やし
て無理なくレベルアップができるように目指します。
中級レベルの文章力、会話力の取得を目標とします。

授業内容

第�回 第�課 -(으)니까（〜だから、〜ので 理由・原因）、ㅂ〔비읍〕不規
則活用、

-기 쉽다/어렵다（〜やすい、〜のが簡単だ/〜にくい、〜のが難しい）の文法内容
と練習問題
第�回 第�課 会話文と復習plus
第�回 第�課 動詞、存在詞、形容詞、指定詞の連体形＋것 같다（〜ようだ

推測）、
-아/어 있다（〜ている 状態の継続）、-는/(으)ㄴ 편이다（〜なほうだ 傾向）の
文法内容と練習問題
第�回 第�課 会話文と復習plus、総合練習(�)
第�回 第	課 -는/(으)ㄴ데（〜だが、〜けど、〜から、〜のに）、-다가（〜て

いる途中で、〜ているうちに、〜ていて）、-아/어도 되다（〜てもいい
許可）の文法内容と練習問題

第�回 第	課 会話文と復習plus
第�回 第
課 ㄷ〔디귿〕不規則活用、-(으)면서（〜ながら）、-지 말다（〜しな

い、〜のをやめる 禁止）の文法内容と練習問題
第	回 第
課 会話文と復習plus
第
回 第10課 르不規則活用
第10回 第10課 会話文と復習plus
第11回 第11課 르不規則活用、-거든요（〜んですよ、〜ですから 根拠や状況

の説明）、-(으)ㄹ래요(?)（〜ます（か）意志）の文法内容と練習問題
第12回 第11課 会話文と復習plus
第13回 韓国文化コーナー（韓国ドラマやKpop、ニュースの聞き取り）
第14回 a：講義 b：期末試験

履修上の注意

学習の遅れにつながりますので欠席しないでください。やむを得ず欠席する場合
は前もって届けを出し、授業内容と課題を学習して遅れをとらないようにしてく
ださい。全講義数の�分の�以上を欠席した学生は、評価対象になりません。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回、復習を行ってください。授業で習ったことを復習してから必要に応じて小
テストを行います。

教科書

金孝珍・李英珠・北原スマ子著『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』(白帝
社、2022年�月)
※2021年度版ではなく、2022年度版を用意してください。

参考書

『実用日韓・韓日辞典』（成美堂）
朝鮮語だけではなく朝鮮半島の社会・文化に関する参考書を随時紹介します。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

定期試験60％、平常点40％（授業への参加度、小テスト、課題を含む）

その他

韓国の文化や習慣、リアルタイムの情報などにも耳を傾けて、韓国社会全般の理
解を深めていきましょう。

─ 864─



1680_14D60803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢB 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「朝鮮語ⅢA」に引き続き、中級程度の文法・文型・語彙などを学習
し、より複雑で高度な表現を習得し、応用力を向上させる。言葉の背
景にある韓国文化にも触れる。

授業内容

第�回 	課 前置き、許可の表現
第�回 
課 ㄷ不規則活用
第�回 
課 同時進行、禁止の表現
第�回 10課 ㅅ不規則活用
第�回 10課 時間の経過の表現
第�回 11課르不規則活用
第�回 11課 根拠や状態の説明
第	回 12課 意図、計画の表現
第
回 13課ㅎ不規則活用
第10回 13課 可能、不可能の表現
第11回 視聴覚教材（映画）
第12回 14課 直接引用（間接話法）
第13回 総合練習（�）
第14回 a：期末試験 b：正答解説

履修上の注意

朝鮮語の基礎的な文法をマスターしていることが望ましい。語学授業
のため、出席はとても重要であり、出席は毎回とる。
本授業は木曜日�限朝鮮語ⅣB（李興淑）と連携授業であり、教科書
も同じ。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』金孝珍・李英球・北原マス
子著（白帝社、2022年）

参考書

特に定めない。そのつど必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1681_14D60804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅢB 韓 必 南

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

テキストに沿って朝鮮語の運用力を伸ばすための中級文法、選択表現を学習する。
ペアワークやグループワークの会話練習を通してコミュニケーション能力を向上
させる。朝鮮語中級レベルの文法を習得し、表現の応用力・運用力を伸ばす。
日常の多様な場面において朝鮮語で簡単な会話ができ、多様な話題に合わせて朝
鮮語で簡単な作文ができることを目標とする。

授業内容

第�回 第�課 -(으)니까（〜だから、〜ので 理由・原因）、ㅂ〔비읍〕不規
則活用、
-기 쉽다/어렵다（〜やすい、〜のが簡単だ/〜にくい、〜のが難しい）
の文法内容と練習問題

第�回 第�課 会話文と復習plus
第�回 第�課 動詞、存在詞、形容詞、指定詞の連体形＋것 같다（〜ようだ

推測）、
-아/어 있다（〜ている 状態の継続）、-는/(으)ㄴ 편이다（〜なほうだ
傾向）の文法内容と練習問題

第�回 第�課 会話文と復習plus、総合練習(�)
第�回 第	課 -는/(으)ㄴ데（〜だが、〜けど、〜から、〜のに）、-다가（〜て

いる途中で、〜ているうちに、〜ていて）、-아/어도 되다（〜てもいい
許可）の文法内容と練習問題

第�回 第	課 会話文と復習plus
第�回 第
課 ㄷ〔디귿〕不規則活用、-(으)면서（〜ながら）、-지 말다（〜しな

い、〜のをやめる 禁止）の文法内容と練習問題
第	回 第
課 会話文と復習plus
第
回 第10課 르不規則活用
第10回 第10課 会話文と復習plus
第11回 第11課 르不規則活用、-거든요（〜んですよ、〜ですから 根拠や状況

の説明）、-(으)ㄹ래요(?)（〜ます（か）意志）の文法内容と練習問題
第12回 第11課 会話文と復習plus
第13回 既習文法の復習
第14回 a：まとめ b：期末試験

履修上の注意

発音練習、会話練習、ペアワークなどの学習活動に積極的に取り組むこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

毎回学んだ表現を復習し、音読・発音練習を重ねる。
単語の暗記を怠らない。
課題を着実に熟す。
前もって新しい単語と会話の場面、内容に目を通しておく。

教科書

金孝珍・李英珠・北原スマ子著『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』(白帝
社、2022年�月)
※2021年度版ではなく、2022年度版を用意すること。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験 60%
課題達成度・小テスト 20%
平常点・授業内活動 20%

その他

ハングル検定試験やTOPIKなどの検定試験の受験もチャレンジしましょう。
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1682_14D60901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅣA 趙 義 成

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次に学習したことを基礎に、話し言葉を中心とした、さらなる朝
鮮語の運用能力を養う。

授業内容

01）導入
02）第�課
03）第�課（つづき）
04）第�課
05）第�課（つづき）
06）第�課
07）第�課（つづき）
08）第�課
09）第�課（つづき）
10）まとめ
11）第�課
12）第�課（つづき）
13）第�課
14）a. 試験
b. まとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

�年次に比べ学習内容が難しいので、復習と練習をしっかりおこなう
のが望ましい。�年次の学習内容のうち、用言の活用、過去形、連体
形などは特に重要で、�年次の学習とも密接に関係するので、理解が
不十分な学生はしっかりと復習をしておくこと。

教科書

『楽しく学ぶハングル�』（白帝社，ISBN 978-�-89174-996-�）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

対面授業の場合：学期末試験80%、授業での課題（小テストなど）
20%
オンライン授業の場合：学期末課題50%、毎回の課題30%、授業への
貢献度20%（オンライン授業の状況により変更される場合あり）

その他

オンライン授業となった場合は、Zoomによるリアルタイム配信型の
授業となる予定。その場合、ZoomミーティングのURL情報等は
「Oh-o! Meiji」で流す予定なので、チェックしておくこと。

1683_14D60902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅣA 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎的な文法を学び終えた学生を対象にした、中級レベルの文章力、
会話力の習得を目標とする。基本文法を復習しつつ、より複雑な表
現・文法を学習し、応用力を向上させる。

授業内容

第�回 春学期の授業内容全般の概要および初・中級編の助詞のまと
め

第�回 �課 「銀行に行こうと思います」
第�回 �課 意図、予定の表現と文法
第�回 �課 「明日は何をするつもりですか」
第�回 �課 予想と推測の表現と文法
第�回 �課 �課〜�課の復習
第�回 �課 「キムチは辛いです」
第	回 �課 ㅂ不規則の文法
第
回 �課 「どこで撮った写真ですか」
第10回 �課 連体形の現在、過去、未来の表現
第11回 視聴覚教材（映画）
第12回 �課 「歌を歌いました」
第13回 �課 르不規則の文法
第14回 a：まとめ（第	課）／ b：期末試験

履修上の注意

朝鮮語の基礎的な文法をマスターしていることが望ましい。語学授業
は出席がとても重要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

テキスト附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹
底すること。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『やさしく仕組みがわかる 韓国語中級Ⅰ 講義ノート』(李昌圭著、
白帝社）

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他
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1684_14D60903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅣA 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

基礎的な文法を学び終えた学生を対象にした、中級レベルの文章力、
会話力の習得を目標とする。基礎文法を復習しつつ、より複雑な表
現・文法を学習し、応用力を向上させる。

授業内容

第�回 朝鮮語基礎の復習（�）
第�回 �課 今学期も韓国語の授業をうけています。
第�回 �課 頭が痛くて行けそうにありません（�）
第�回 �課 頭が痛くて行けそうにありません（�）
第�回 �課 済州道に行ってみましたか（�）
第�回 �課 済州道に行ってみましたか（�）
第�回 �課 好きな韓国料理ありますか（�）
第	回 �課 好きな韓国料理ありますか（�）
第
回 �課 語学研修に行った時会いました。
第10回 �課 風邪を引きやすいので気をつけてください。
第11回 視聴覚教材（映画）
第12回 �課 思ったより値段が高いようですね。
第13回 総合練習
第14回 a：期末試験 ｂ：正答解説

履修上の注意

朝鮮語の基礎的な文法をマスターしていることが望ましい。語学授業
のため、毎回の出席は重要であり、出席は毎回とる。
この授業は月曜日�限のⅢA（李興淑）と連携授業であり、教科書も
同じ。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』金孝珍・李英球・北原マス
子著（白帝社、2022年）

参考書

特に定めない。そのつど必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1685_14D61001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅣB 趙 義 成

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

�年次に学習したことを基礎に、話し言葉を中心とした、さらなる朝
鮮語の運用能力を養う。

授業内容

01）第�課
02）第�課（つづき）
03）第	課
04）第	課（つづき）
05）第
課
06）第
課（つづき）
07）まとめ
08）第10課
09）第10課（つづき）
10）第11課
11）第11課（つづき）
12）第12課
13）第12課（つづき）
14）a. 試験
b. まとめと試験の正答解説

履修上の注意

出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

�年次に比べ学習内容が難しいので、復習と練習をしっかりおこなう
のが望ましい。�年次の学習内容のうち、用言の活用、過去形、連体
形などは特に重要で、�年次の学習とも密接に関係するので、理解が
不十分な学生はしっかりと復習をしておくこと。

教科書

『楽しく学ぶハングル�』（白帝社，ISBN 978-�-89174-996-�）

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

対面授業の場合：学期末試験80%、授業での課題（小テストなど）
20%
オンライン授業の場合：学期末課題50%、毎回の課題30%、授業への
貢献度20%（オンライン授業の状況により変更される場合あり）

その他

オンライン授業となった場合は、Zoomによるリアルタイム配信型の
授業となる予定。その場合、ZoomミーティングのURL情報等は
「Oh-o! Meiji」で流す予定なので、チェックしておくこと。
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1686_14D61002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅣB 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「朝鮮語ⅣA」に引き続き、中級程度の文法・文型・語彙などを学習
し、より複雑で高度な表現を習得し、応用力を向上させる。言葉の背
景にある韓国文化にも触れ、映像資料を適宜用いる場合がある。

授業内容

第�回 
課 「お金を両替することができますか」（本文と発音）
第�回 
課 可能や不可能、能力の有無の意を表す表現と文法
第�回 10課 「到着したら電話します」（本文と発音）
第�回 10課 仮定などの条件の意を表す表現と文法
第�回 11課 「雨が降っているようですね」（本文と発音）
第�回 11課 話し手での推測や判断の表現と文法
第�回 12課 
課〜11課の復習
第	回 13課 「窓が開いています」（本文と発音）
第
回 13課 状態や結果の持続の意を表す表現と文法
第10回 視聴覚教材（映画）
第11回 14課 「写真を撮ってもいいですか」（許可の意を表す表現と

文法）
第12回 15課 「何時まで行けばいいですか」（義務、必要性の意を表

す表現と文法）�
第13回 15課 「何時まで行けばいいですか」（義務、必要性の意を表

す表現と文法）�
第14回 a：まとめ（16課） b：期末試験

履修上の注意

朝鮮語の基礎的な文法をマスターしていることが望ましい。語学授業
は出席がとても重要であり、出席は毎回とる。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。
数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストする。

教科書

『やさしく仕組みがわかる 韓国語中級Ⅰ 講義ノート』李昌圭著
（白帝社）

参考書

特に定めない。必要に応じてそのつど資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他

1687_14D61003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

朝鮮語ⅣB 李 興 淑

配当学年 開講期 単位数 開講地区

2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

「朝鮮語IVA」に引き続き、中級程度の文法・文型・語彙などを学習
し、より複雑で高度な表現を習得し、応用力を向上させる。言葉の背
景にある韓国文化にも触れる。

授業内容

第�回 	課 来週韓国語で発表があるんですが。
第�回 
課 音声ファイルを聞きながら勉強しました（�）
第�回 
課 音声ファイルを聞きながら勉強しました（�）
第�回 10課 建ててからもう30年にもなりました（�）
第�回 10課 建ててからもう30年にもなりました（�）
第�回 11課 最近物価がとても上がったんですよ（�）
第�回 11課 最近物価がとても上がったんですよ（�）
第	回 12課 韓国の会社に就職しようと思います。
第
回 13課 カバンが見つかるでしょうか（�）
第10回 13課 カバンが見つかるでしょうか（�）
第11回 視聴覚教材（映画）
第12回 14課 現在、ニューヨークに行っているそうです。
第13回 総合練習（�）
第14回 a：期末試験 b：正答解説

履修上の注意

朝鮮語の基礎的な文法をマスターしていることが望ましい。語学授業
のため、出席はとても重要であり、出席は毎回とる。
本授業は、月曜日�限の朝鮮語ⅢB（李興淑）と連携授業であり、教
科書も同じ。

準備学習（予習・復習等）の内容

教科書附属の音声のダウンロードを活用し、毎回の予習、復習を徹底
すること。数回、小テストを実施し、予習復習したことをテストす
る。

教科書

『もっとレベルアップ 楽しもう韓国語』金孝珍・李英球・北原マス
子著（白帝社、2022年）

参考書

特に定めない。そのつど必要に応じて資料を配布する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

期末試験60％、「小テスト・課題」40％

その他
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未定_14H20701

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
本授業では，さまざまなニュースポーツやレクリエーションゲームを通じて，身体
を動かすことの楽しさ，面白さ，難しさを体験する。また，生涯スポーツについて
考えていく。

＜到達目標＞
�．ニュースポーツなどに関する基礎知識を正しく理解し，基本的技術を習得する。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかり，ゲームを運営すること
ができる。

授業内容

本授業は，柔道場で行う。

第�週目：授業概要の説明
（授業の進め方，諸注意，グループ編成、アイスブレイク）
第�〜13週目：ニュースポーツ，レクリエーションゲーム体験
・レクリエーションゲーム
・ボール遊び
・ブラインドサッカー
・ゴールボール
・ボッチャ
・シッティングバレーボール
・プレルボール
・キンボール
・ドッチビー
・インディアカ
・逃走中
・ウォーキング
・その他 ニュースポーツ など
第14週目：まとめ，レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・受講希望者は，初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合，本授業
を受講できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から，規則正しい生活習慣を心がけるとともに，健康・スポーツに関すあるト
ピックスについて関心を持つように努めること。
授業中に配付する資料の概要を理解するように努め，不明な部分があれば自分で調
べ、解決しない場合は、次の授業で質問すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（40点），クラスメイトとの関わり方（40点），期末レポート
（20点）から総合評価する.

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

未定_14H20702

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，中級者とする。ここでの中級者と
は，テニスの経験者で，中学・高校・大学の体育の授業でテニスを行った程度の者やテニ
スを始めて間もない者から，中学・高校・大学での部活動やテニススクール，サークル等
での活動経験のある者・活動中の者とする。
基本的技術の確認をしながら技術の向上と，ゲームセンスの向上，ルール・マナー等の
知識の獲得を到達目標とする。

授業内容

春学期科目のこの授業では，おもにグランドストロークからサービスの練習を主とする。
実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート�面）
定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週：授業概要および諸注意説明（教室実施）
第�週：ラケットワーク，ミニラリー
第�週：ミニラリーからグランドストローク
第�週：グランドストロークによるラリー
第�週：球出しによるグランドストローク練習①
第�週：球出しによるグランドストローク練習②
第�週：フットワークに留意してのグランドストローク練習
第	週：基本的なサービスの練習
第
週：応用的なサービスの練習
第10週：サービスからのラリー
第11週：サービスおよびサービスリターン練習
第12週：ダブルスの試合についての説明
第13週：ダブルスの試合
第14週：総括および講義（ルール・マナーの確認等）

以上の授業計画は予定であるので，天候や受講生の習熟度等により変わることがある。
また，受講生のレベルによっても変更の場合がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は，春学期・秋学期ともに希望する者を優先して，履修者を決める。

テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用もしくはオール
コート用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが，準備できる者はマイラケット持参のこと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上，参加のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取するこ
と。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，
2021， ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，
ISBN：978-�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-
�-938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，
日本文化出版，1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，
日本文化出版，ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末には筆記試験を実施す
る。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），テスト（20%）
の割合で成績評価をする。

その他

授業当日は，体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確認をすること。
また，雨天時は，体育館へ移動し運動，あるいは，教室等へ移動し講義を実施する。体
育館玄関前にあるインフォメーションボードを確
認すること。

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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未定_14H20703

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本授業は、高さ約�メートルのクライミング専用の壁を、特別な補助具を使用せずに手足で登
り降りをするクライミング（以下、ボルダリング）というスポーツを行う初中級者対象の体育
実技です。ボルダリングでは、つま先立ちで自分の体重を支えながら、腕、肩、背中の筋肉を
使って壁にぶら下がったりするため、引き締まった足首や背中を作ることができるとされ、近
年大変人気があるスポーツです。本授業では、ボルダリングの基礎知識の習得と技術の向上と
もに、グループワークを通してのコミュニケーション能力の向上を目指します。

＜到達目標＞
�．最低週�回の身体活動を習慣化できる。
�．.ボルダリングに関する基礎知識と基礎技術を理解し、自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施 設：和泉体育館�階クライミングウォール（�面：78, 90, 100, 110, 120, 135, 165度壁）
定 員：24名。
授業内容：以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更することもある。

第�週：ログシート作成、講義�（安全対策、シューズの選び方）、体験ボルダリング（Ａ、Ｂ
面）

第�週：講義�（フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、三点支持）、ボルダリン
グ練習�（Ａ、Ｂ面）

第�週：講義�（三点支持における身体の動かし方、ホールドの持ち替え方）、ボルダリング練
習�（Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第�週：講義�（課題におけるスタート・ゴール方法）、ボルダリング課題（	級：Ａ，Ｂ，Ｃ
面）

第�週：講義�（オブザベーションの重要性）、ボルダリング課題（	級：Ａ，Ｂ，Ｃ面）
第�週：講義�（二点支持とスメアリング）、ボルダリング課題（	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第�週：講義�（ハイステップ）、ボルダリング課題（�〜	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第	週：講義	（ステミング）、ボルダリング課題（�〜	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第
週：講義
（レスト法）、ボルダリング課題（�〜	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第10週：講義10（ヒールフック）、ボルダリング課題（�〜�級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第11週：講義11（クロスムーヴ）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの初級、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

面）
第12週：講義12（デッドポイント）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの初級、Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ面）
第13週：講義13（スローパーホールドの持ち方）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの初級、

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第14週：講義14（ドロップ二─）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの課題、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

面）、まとめ

履修上の注意

本授業は、和泉�学部相互乗り入れ科目である。受講希望者は、Oh-o! meijiシステムのアン
ケート機能での申込みとなる。受講希望者が定員を上回った場合は、抽選となる。詳細は、ガ
イダンス時に配布される「選択体育科目履修案内」を参照のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞クライミングに必要な知識についてあらかかじめ調べること。
＜復習＞授業で学んだ知識や技術内容について確認すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を提示する。

参考書

応じて使用しない。必要に応じて資料を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み状況（28点）、クラスメイトとの協力（10点）、授業中の提出物（42
点）、期末レポート（20点）から総合的に評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

未定_14H20704

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
本授業では，呼吸法，リラクゼーション，ストレッチ，ヨガなどを通じて，身
体の状態に意識を向けること，心と身体の変化を感じること，心身ともに健康
に過ごしていくための術を学ぶ。また，生涯スポーツについて考えていく。

＜到達目標＞
�．呼吸法，リラクゼーション，ストレッチ，ヨガなどに関する基礎知識を正
しく理解し，自ら積極的に取り組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業は，スポーツルームC（柔道）にて行う。

・第�週目：
授業概要の説明（授業の進め方，諸注意），自己紹介
・第�〜�週目：
ストレッチ，セルフマッサージ
呼吸法，自律訓練法，漸進的筋弛緩法
・第�週目：
ヨガ体験
・第�〜11週目：
ヨガ哲学，ヨガの呼吸法，ヨガの基本的なポーズや連続した動きの練習
・第12〜13週目：
グループ別発表・体験
・第14週目：
まとめ，レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・受講希望者は，初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合，本
授業を受講できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。
授業前日には睡眠を十分にとり，当日の朝食を授業のおおよそ�時間前までに
摂取すること。
・ストレッチ性の高い運動に適した服装を着用すること。
※ヨガマットは大学に準備されている。ただし自分のマットも使用可。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に説明した内容，実践したことを理解するように努めること。また，毎
回その振り返りを行い，まとめ，不明な部分があれば次の授業で質問すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポー
ト（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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未定_14H20705

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 佐 賀 典 生

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業は、高さ約�メートルのクライミング専用の壁を、特別な補助具を使用せずに手足で
登り降りをするクライミング（以下、ボルダリング）というスポーツを行う、入門・初級者
対象の体育実技です。
近年、クライミングは、オリンピック競技にもなり、幅広い年齢層で行われるようになって
います。
本授業では、ボルダリングの基礎知識の習得と技術の向上ともに、グループワークを通して
のコミュニケーション能力の向上を目指しながら、生涯を通してスポーツを楽しむ力を養う
ことを目標とします。

＜到達目標＞
1.ボルダリングに関する基礎知識と基礎技術を理解し、自ら積極的に取り組むことができる。
2.クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施 設：和泉体育館�階クライミングウォール（�面： 78、90、98、110、120、135、165
度）を使用する。

授業内容：以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更することもあ
る。

第�週：ボルダリングの概論�（安全対策、シューズの選び方）、体験ボルダリング、ログ
シート作成

第�週：フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、三点支持、課題におけるス
タート・ゴール方法（スラブ壁、垂壁、	級）

第�週：三点支持における身体の動かし方（ムーヴ練習）、ホールドの持ち替え方、課題
（	級）

第�週：オブザベーションの重要性、課題（	〜�級）
第�週：ボルダリング課題（	〜�級）
第�週：二点支持とスメアリング、課題（	〜�級）
第�週：ハイステップ、課題（	〜�級）
第	週：ステミング、課題（	〜�級）
第
週：レスト法、課題（	〜�級）
第10週：ヒールフック、課題（	〜�級）
第11週：クロスムーヴ、課題（	〜�級）
第12週：課題作成とその課題挑戦
第13週：課題（	〜�級）、長もの課題（初級）
第14週：課題（	〜�級）、まとめ

履修上の注意

・本授業は、和泉�学部相互乗り入れ科目である。受講希望者は、Oh-o! meijiシステムのア
ンケート機能での申込みとなる。
・受講希望者が定員を上回った場合は、抽選となる。詳細は、ガイダンス時に配布される
「選択体育科目履修案内」を参照のこと。
・準備、適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従ってください。
・授業前日には睡眠を十分にとり，当日の朝食や昼食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

・必要に応じて授業中に指示する。
・クライミングの映像をみておくこと。
・自らの動画を撮影した場合には、修正点を見つけるためにも次回までに動作（ムーブ）を
確認しておくこと。

教科書

使用しない。

参考書

使用しない。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の参加を必須とする。
平常点（60点）、提出物（20点）、レポート（20点）から総合的に評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

未定_14H20706

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，中級者とする。ここでの中級者とは，
テニスの経験者で，中学・高校・大学の体育の授業でテニスを行った程度の者やテニスを始
めて間もない者から，中学・高校・大学での部活動やテニススクール，サークル等での活動
経験のある者・活動中の者とする。
基本的技術の確認をしながら技術の向上と，ゲームセンスの向上，ルール・マナー等の知
識の獲得を到達目標とする。

授業内容

秋学期のこの授業では，おもにネットプレイの練習からダブルスのゲームを主とする。
実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート�面）
定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週：授業概要および諸注意説明
第�週：グランドストローク練習からサービス練習
第�週：サービスからのグランドストロークラリー
第�週：ミニボレーからのボレー練習
第�週：ボレーの基本練習
第�週：基本的なボレー対グランドストロークラリー
第�週：応用的なボレー対グランドストロークラリー
第	週：オーバーヘッドショットの基本練習
第
週：オーバーヘッドショットの実践的練習
第10週：ダブルスのゲームについての説明
第11週：ダブルスのゲーム練習
第12週：ダブルスの試合�
第13週：ダブルスの試合�
第14週：総括および講義（テニスの楽しみ方等）

以上の授業計画は予定であるので，天候や受講生の習熟度等により変わることがある。ま
た，受講生のレベルによっても変更の場合がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用もしくはオールコー
ト用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが，準備できる者はマイラケット持参のこと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上，参加のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取するこ
と。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，
2021， ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，
ISBN：978-�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-�-
938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，
日本文化出版，1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，
日本文化出版，ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末には筆記試験を実施す
る。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），テスト（20%）の
割合で成績評価をする。

その他

授業当日は，体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確認をすること。
また，雨天時は，体育館へ移動し運動，あるいは，教室等へ移動し講義を実施する。体育
館玄関前にあるインフォメーションボードを確
認すること。

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
授業の難易度が，おおむねちょうどよい，ということであったため，今年度も継続する。
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未定_14H20707

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 水 村 信 二

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業の概要＞
本授業は、高さ約�メートルのクライミング専用の壁を、特別な補助具を使用せずに手足で登
り降りをするクライミング（以下、ボルダリング）というスポーツを行う初中級者対象の体育
実技です。ボルダリングでは、つま先立ちで自分の体重を支えながら、腕、肩、背中の筋肉を
使って壁にぶら下がったりするため、引き締まった足首や背中を作ることができるとされ、近
年大変人気があるスポーツです。本授業では、ボルダリングの基礎知識の習得と技術の向上と
もに、グループワークを通してのコミュニケーション能力の向上を目指します。

＜到達目標＞
�．最低週�回の身体活動を習慣化できる。
�．.ボルダリングに関する基礎知識と基礎技術を理解し、自ら積極的に取り組むことができ
る。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

施 設：和泉体育館�階クライミングウォール（�面：78, 90, 100, 110, 120, 135, 165度壁）
定 員：24名。
授業内容：以下を予定しているが、授業進行状況に合わせて内容や順序を変更することもある。

第�週：ログシート作成、講義�（安全対策、シューズの選び方）、体験ボルダリング（Ａ、Ｂ
面）

第�週：講義�（フットホールドへの足の置き方、ホールドの持ち方、三点支持）、ボルダリン
グ練習�（Ａ、Ｂ面）

第�週：講義�（三点支持における身体の動かし方、ホールドの持ち替え方）、ボルダリング練
習�（Ａ、Ｂ、Ｃ面）

第�週：講義�（課題におけるスタート・ゴール方法）、ボルダリング課題（	級：Ａ，Ｂ，Ｃ
面）

第�週：講義�（オブザベーションの重要性）、ボルダリング課題（	級：Ａ，Ｂ，Ｃ面）
第�週：講義�（二点支持とスメアリング）、ボルダリング課題（	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第�週：講義�（ハイステップ）、ボルダリング課題（�〜	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第	週：講義	（ステミング）、ボルダリング課題（�〜	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第
週：講義
（レスト法）、ボルダリング課題（�〜	級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第10週：講義10（ヒールフック）、ボルダリング課題（�〜�級：Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第11週：講義11（クロスムーヴ）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの初級、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

面）
第12週：講義12（デッドポイント）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの初級、Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄ面）
第13週：講義13（スローパーホールドの持ち方）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの初級、

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ面）
第14週：講義14（ドロップ二─）、ボルダリング課題（�〜�級、長もの課題、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

面）、まとめ

履修上の注意

本授業は、和泉�学部相互乗り入れ科目である。受講希望者は、Oh-o! meijiシステムのアン
ケート機能での申込みとなる。受講希望者が定員を上回った場合は、抽選となる。詳細は、ガ
イダンス時に配布される「選択体育科目履修案内」を参照のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

＜予習＞クライミングに必要な知識についてあらかかじめ調べること。
＜復習＞授業で学んだ知識や技術内容について確認すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を提示する。

参考書

応じて使用しない。必要に応じて資料を提示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み状況（28点）、クラスメイトとの協力（10点）、授業中の提出物（42
点）、期末レポート（20点）から総合的に評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

未定_14H20708

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 宮 脇 梨 奈

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
本授業では，呼吸法，リラクゼーション，ストレッチ，ヨガなどを通じて，身
体の状態に意識を向けること，心と身体の変化を感じること，心身ともに健康
に過ごしていくための術を学ぶ。また，生涯スポーツについて考えていく。

＜到達目標＞
�．呼吸法，リラクゼーション，ストレッチ，ヨガなどに関する基礎知識を正
しく理解し，自ら積極的に取り組むことができる。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかることができる。

授業内容

本授業は，スポーツルームC（柔道）にて行う。

・第�週目：
授業概要の説明（授業の進め方，諸注意），自己紹介
・第�〜�週目：
ストレッチ，セルフマッサージ
リラクゼーション（呼吸法，自律訓練法，漸進的筋弛緩法）
・第�〜11週目：
さまざまなヨガ体験，身体への気づきのワーク
ヨガの呼吸法，ヨガの基本的なポーズや連続した動きの練習
・第12〜13週目：
グループ別発表・体験
・第14週目：
まとめ，レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・受講希望者は，初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合，本
授業を受講できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。
授業前日には睡眠を十分にとり，当日の朝食をおおよそ授業の�時間前までに
は摂取すること。
・ストレッチ性の高い運動に適した服装を着用すること。
※ヨガマットは大学で用意されているものを使用。ただし自分のマットを持参
し使用することも可。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業中に説明した内容，実践したことを理解するように努めること。また，毎
回その振り返りを行い，まとめ，不明な部分があれば次の授業で質問すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
授業の取り組み姿勢（60点），クラスメイトとの関わり方（20点），期末レポー
ト（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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未定_14H20709

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，上級者とする。ここでの上級者と
は，しっかりとした打球でラリーが継続でき，自分の狙ったところにコントロールできる
ことを目安とする。また，試合の経験があることを必須とする。
各自の持っている技術の向上，そして実戦で活かせるようになってもらうことを目的と

する。

授業内容

春学期科目のこの授業では，おもにグランドストロークから，サービスの練習を主とす
る。

実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート�面）
定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週 授業概要および諸注意説明（教室実施）
第�週 レベルチェック
第�週 基本的なグランドストローク練習
第�週 フットワークに留意したグランドストローク練習
第�週 より攻撃的なグランドストローク練習
第�週 プレースメントに留意したグランドストローク練習
第�週 基本的なサービス練習（フラットサーブを主としての）
第	週 応用的なサービス練習（回転を意識しての）
第
週 サービスからのグランドストロークラリー
第10週 サービスリターン練習
第11週 ダブルスの試合についての説明
第12週 ダブルスの試合�
第13週 ダブルスの試合�
第14週 総括および講義（ルール・マナーの確認等）

以上の授業計画は予定であるので，天候や受講生の習熟度等により変わることがある。
また，受講生のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用もしくはオール
コート用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが，準備できる者はマイラケット持参のこと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上，参加のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取するこ
と。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，
2021， ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，
ISBN：978-�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-
�-938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，
日本文化出版，1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，
日本文化出版，ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末には筆記試験を実施す
る。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），テスト（20%）
の割合で成績評価をする。

その他

授業当日は，体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確認をすること。
また，雨天時は，体育館へ移動し運動，あるいは，教室等へ移動し講義を実施する。体
育館玄関前にあるインフォメーションボードを確
認すること。

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

未定_14H20711

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
2020+�東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているスポーツクラ
イミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうではありませ
ん。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツです。「体を使
うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによって様々な可能性が開か
れているというような限りない魅力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開し、自分の
身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
・スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動できる。
・クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、運動
を楽しむことができる。
・グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮した取り組
みができる。

授業内容

使用施設：和泉体育館�階クライミングウォール
主に�〜5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁をローテー
ションで登りながら理解を深めます。

【第�講】クライミング概論
【第�講】クライミングの安全対策
【第�-�講】足の置き方、ホールドの持ち方
【第�・�講】戦術；ルートを読む�（オブザベーションの重要性）
【第	講】ムーブ
【第
・10講】課題を作ってみる
【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）
【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング
【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意

�．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。
�．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の�分の�以上の出席が必要となり
ます。
�．運動が禁止または制限されている学生は、第�回目の授業時に担当教員に申し
出て、指示を受けてください。
�．初回〜�、�週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。
�．大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン授業に切
り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。

参考書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから本格クラ
イミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考える力を身につけながら
楽しくレベルアップ!!』（西谷監修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選
択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法

成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で総合的に評
価します。

その他

�．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従っ
てください。
�．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。
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未定_14H20712

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 下 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
健全な身体をつくるために運動が必要なことは広く認識され、疾病予防や治
療においても運動の効果が科学的に検証されてきています。そこで、身体を
管理し、改善するためにも、運動について考える必要があります。また、ス
ポーツに親しむことは、活動的な日常生活を送るためや健康の維持・増進の
ためにも有効です。しかし、定期的に運動を行うためには、運動の方法やラ
イフスタイルを考える必要があります。実習を通して、スポーツの難しさや
面白さを体験します。そして、生涯スポーツについて考えます。
＜到達目標＞
活動的な生活を実践する。
日常生活でスポーツをする。

授業内容

第�回：aのみ：生涯スポーツ概論
第�回：ユニホック�：種目特性と基本的技術の理解
第�回：フライングディスク�
第�回：インディアカ・ソフトバレーボール�
第�回：キンボール�
第�回：ユニホック�：戦術の理解
第�回：フライングディスク�
第	回：インディアカ・ソフトバレーボール�
第
回：キンボール�
第10回：ユニホック�：リーグ戦
第11回：フライングディスク�
第12回：インディアカ・ソフトバレーボール�
第13回：キンボール�
第14回：インディアカ・ソフトバレーボール�：リーグ戦�
※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

�回目の授業は更衣不要です。
�回目以降の授業に関しては以下の点に留意してください。
（�）スポーツ活動にふさわしいシューズとウェアを着用してください。
（�）授業の進行および安全管理の観点から、遅刻厳禁です。
（�）体調不良による欠席、遅刻、見学は成績に反映させます。開講期間中の
体調管理に注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

雑誌、新聞、ニュースの健康に関連する記事を記録しておいてください。

教科書

使用しません。

参考書

使用しません。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に解説します。

成績評価の方法

開講日数の�／�以上に出席した者について、以下の配点により総合的に評
価します。（ａ）平常点（運動への取り組み姿勢、課題達成度）：60点 （b）
レポートの内容：40点

その他

未定_14H20713

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 長谷川 望

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
本授業では，さまざまなフットサルを通じて，身体を動かすことの楽しさ，面白さ，
難しさを体験する。また，生涯スポーツについて考えていく。

＜到達目標＞
�．フットサルに関する基礎知識を正しく理解し，基本的技術を習得する。
�．クラスメイトと積極的にコミュニケーションをはかり，ゲームを運営すること
ができる。

授業内容

本授業は，サッカー場で行う。

第�週目：授業概要の説明
（授業の進め方，諸注意，グループ編成、アイスブレイク）
第�〜�週目：
☆個人技術の練習+ゲーム
・ドリブル
・パス
・コントロール
・シュート
第�週〜
週目
☆グループ戦術の練習+ゲーム
・�対�
・�対�
・�対�
・�対�
第10〜12週目
☆チーム戦術の練習+ゲーム
・チームでの守備の練習
・チームでの攻撃の練習
・システムについて
第13週〜14週目
☆授業内サッカー大会
☆第14週目：まとめ，レポート提出

※授業内容は必要に応じて変更することがある

履修上の注意

・受講希望者は，初回授業に必ず出席すること。初回授業を欠席した場合，本授業
を受講できなくなる場合があるので注意すること。
・本授業は午前中に行われる体育実技である。授業前日には睡眠を十分にとり，当
日の朝食を必ず摂取すること。
・運動に適した服装を着用すること。フットサルボールを蹴りやすいシューズを使
用すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

日頃から，規則正しい生活習慣を心がけるとともに，健康・スポーツに関すあるト
ピックスについて関心を持つように努めること。
授業中に配付する資料の概要を理解するように努め，不明な部分があれば自分で調
べ、解決しない場合は、次の授業で質問すること。

教科書

使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

・評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
・授業の取り組み姿勢（40点），クラスメイトとの関わり方（40点），期末レポート
（20点）から総合評価する.

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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未定_14H20714

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 春学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
2020+�東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているスポーツクラ
イミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうではありませ
ん。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツです。「体を使
うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによって様々な可能性が開か
れているというような限りない魅力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開し、自分の
身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
・スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動できる。
・クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、運動
を楽しむことができる。
・グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮した取り組
みができる。

授業内容

使用施設：和泉体育館�階クライミングウォール
主に�〜5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁をローテー
ションで登りながら理解を深めます。

【第�講】クライミング概論
【第�講】クライミングの安全対策
【第�-�講】足の置き方、ホールドの持ち方
【第�・�講】戦術；ルートを読む�（オブザベーションの重要性）
【第	講】ムーブ
【第
・10講】課題を作ってみる
【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）
【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング
【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意

�．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。
�．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の�分の�以上の出席が必要となり
ます。
�．運動が禁止または制限されている学生は、第�回目の授業時に担当教員に申し
出て、指示を受けてください。
�．初回〜�、�週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。
�．大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン授業に切
り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。

参考書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから本格クラ
イミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考える力を身につけながら
楽しくレベルアップ!!』（西谷監修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選
択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法

成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で総合的に評
価します。

その他

�．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従っ
てください。
�．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

未定_14H20715

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，上級者とする。ここでの上級者とは，
しっかりとした打球でラリーが継続でき，自分の狙ったところにコントロールできることを
目安とする。また，試合の経験があることを必須とする。
各自の持っている技術の向上，そして実戦で活かせるようになってもらうことを目的とす

る。

授業内容

秋学期科目のこの授業では，おもにネットプレイの練習からダブルスのゲームを主とす
る。

実施場所：和泉キャンパステニスコート（ハードコート�面）
定員：20名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週 授業概要および諸注意説明
第�週 グランドストローク練習およびサービス練習
第�週 サービスリターンからのグランドストロークラリー
第�週 基本的なボレー練習
第�週 ボレーのタッチに留意してのボレー練習
第�週 ボールの方向を変える点に留意してのボレー練習
第�週 ボレー対グランドストローク練習
第	週 オーバーヘッドショットの基本練習
第
週 オーバーヘッドショットの実践的練習
第10週 ダブルスの基本的な動きについての練習
第11週 ダブルスの応用的な動きについての練習
第12週 ダブルスのフォーメーションについての練習
第13週 ダブルスのゲーム
第14週 総括および講義（テニスの楽しみ方等）

以上の授業計画は予定であるので，天候や受講生の習熟度等により変わることがある。ま
た，受講生のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを強く勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

テニスシューズを必ず準備すること。テニスシューズはハードコート用もしくはオールコー
ト用のものとする。
テニスラケットは貸出用があるが，準備できる者はマイラケット持参のこと。
服装は指定のものはないが運動にふさわしい服装に更衣の上，参加のこと。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取するこ
と。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，
2021， ISBN：978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，
ISBN：978-�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-�-
938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，
日本文化出版，1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，
日本文化出版，ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末には筆記試験を実施す
る。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），テスト（20%）の
割合で成績評価をする。

その他

授業当日は，体育館玄関前にあるインフォメーションボードを必ず確認をすること。
また，雨天時は，体育館へ移動し運動，あるいは，教室等へ移動し講義を実施する。体育
館玄関前にあるインフォメーションボードを確
認すること。

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
授業の難易度が，おおむねちょうどよい，ということであったため，今年度も継続する。
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未定_14H20717

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 西 谷 善 子

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

【授業の概要】
2020+�東京五輪の女子銀・銅メダル獲得でさらに注目が高まっているスポーツクラ
イミング。
一見、力がないとできないスポーツと思われがちですが、決してそうではありませ
ん。
クライミングは誰にでも挑戦可能で、マイペースに楽しめるスポーツです。「体を使
うチェス」と表現されたりするように、頭の使いようによって様々な可能性が開か
れているというような限りない魅力を持っています。
本授業では、クライミングの中のボルダリング種目を中心に授業を展開し、自分の
身体の機能や動き等を学びます。

【到達目標】
・スポーツ活動における安全管理、危機管理について認識しながら活動できる。
・クライミングの特性を把握し、参加者とコミュニケーションを図りながら、運動
を楽しむことができる。
・グループワークにおいて他者と試行錯誤しながら、安心・安全に配慮した取り組
みができる。

授業内容

使用施設：和泉体育館�階クライミングウォール
主に�〜5m程の短い壁を登る「ボルダリング」と呼ばれる種目を中心に行います。
毎回、ウォーミングアップで簡単な技術練習を行った後、各傾斜の壁をローテー
ションで登りながら理解を深めます。

【第�講】クライミング概論
【第�講】クライミングの安全対策
【第�-�講】足の置き方、ホールドの持ち方
【第�・�講】戦術；ルートを読む�（オブザベーションの重要性）
【第	講】ムーブ
【第
・10講】課題を作ってみる
【第11講】中間実技テスト（理解度・達成度チェック）
【第12・13講】実践；競技クライミング；ボルダリング
【第14講】まとめ、レポート提出

履修上の注意

�．授業進行状況に合わせて順序、内容を変更することがあります。
�．単位修得にあたっては、半期授業実施回数の�分の�以上の出席が必要となり
ます。
�．運動が禁止または制限されている学生は、第�回目の授業時に担当教員に申し
出て、指示を受けてください。
�．初回〜�、�週目までは様々な部分（特に前腕部）が筋肉痛になります。
�．大学の新型コロナウィルス対策対策に従い、対面授業からオンライン授業に切
り替える場合があります。

準備学習（予習・復習等）の内容

必要に応じて授業中に指示する。

教科書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。

参考書

特定のテキストは使用しませんが、必要に応じて参考資料を配布して授業を進めま
す。
興味がある人は『フリークライミングはじめました。：ボルダリングから本格クラ
イミングまで』と『スポーツクライミング ボルダリング 考える力を身につけながら
楽しくレベルアップ!!』（西谷監修）を読むと、授業の様子が分かります。授業を選
択する前にぜひ読んでみてください。

課題に対するフィードバックの方法

映像や振り返りシートをフィードバックする。

成績評価の方法

成績は、平常点（60％）、理解度・達成度（20％）、レポート（20％）で総合的に評
価します。

その他

�．各種目に適切な服装や靴、またメガネの着用については担当教員の指示に従っ
てください。
�．受講にあたっては当該年度の健康診断を必ず受診してください。

未定_14H20718

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅠ 下 田 学

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1・2 秋学期 1 和泉

授業の概要・到達目標

＜授業概要＞
健全な身体をつくるために運動が必要なことは広く認識され、疾病予防や
治療においても運動の効果が科学的に検証されてきています。そこで、身
体を管理し、改善するためにも、運動について考える必要があります。ま
た、スポーツに親しむことは、活動的な日常生活を送るためや健康の維
持・増進のためにも有効です。しかし、定期的に運動を行うためには、運
動の方法やライフスタイルを考える必要があります。実習を通して、ス
ポーツの難しさや面白さを体験します。そして、生涯スポーツについて考
えます。
＜到達目標＞
活動的な生活を実践する。
日常生活でスポーツをする。

授業内容

第�回：aのみ：インディアカ・ソフトバレーボール（体慣らし）
第�回：ユニホック�：リーグ戦�
第�回：フライングディスク�
第�回：インディアカ・ソフトバレーボール�
第�回：キンボール�
第�回：ユニホック�：リーグ戦�
第�回：フライングディスク�
第	回：インディアカ・ソフトバレーボール�
第
回：キンボール�
第10回：ユニホック�：リーグ戦�
第11回：フライングディスク�
第12回：インディアカ・ソフトバレーボール�
第13回：キンボール�
第14回：インディアカ・ソフトバレーボール�：リーグ戦�
※授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

（�）スポーツ活動にふさわしいシューズとウェアを着用してください。
（�）授業の進行および安全管理の観点から、遅刻厳禁です。
（�）体調不良による欠席、遅刻、見学は成績に反映させます。開講期間
中の体調管理に注意してください。

準備学習（予習・復習等）の内容

雑誌、新聞、ニュースの健康に関連する記事を記録しておいてください。

教科書

使用しません。

参考書

使用しません。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に解説します。

成績評価の方法

開講日数の�／�以上に出席した者について、以下の配点により総合的に
評価します。（ａ）平常点（運動への取り組み姿勢、課題達成度）：60点
（b）レポートの内容：40点

その他
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未定_14H20801

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，経験者とする。ここでの経験者とは，中学・高校・
大学の体育の授業でテニスを行った程度の者やテニスを始めて間もない者から，中学・高校・大学での部
活動やテニススクール，サークル等での活動経験のある者・活動中の者とする。
到達目標は，各自の持っている技術の向上，そして，テニスが生涯スポーツとなることである。

授業内容

半期完結での進行となる。体育館内床張りで�面分での授業となるため，ラリー形式での練習や正式な
ゲームは行えないと思われる。原則的には，球出し等による授業内容となるので，その点について了承の
上，履修をするように。
また，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合には，テニスシューズが必要となる
ので，テニスシューズの準備も念頭に入れた上での履修を検討すること。

実施場所：駿河台リバティタワー地下�Ｆスポーツホール（床張り）
定員：15名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週 授業概要および諸注意説明
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 サービス基本練習
第�週 サービス基本練習
第	週 サービス応用練習
第
週 サービス応用練習
第10週 ネットプレイ基本練習
第11週 ネットプレイ基本練習
第12週 ネットプレイ応用練習
第13週 ネットプレイ応用練習
第14週 総括および講義（テニスの楽しみ方等）

以上の授業計画は予定であるので，受講生の習熟度・理解度等により変わることがある。また，受講生
のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

授業内容にも記載したが，体育館床張りのテニスコート（�面） で，15名定員にて実施をするので，
原則的にはドリル練習のみとなる予定である。この点については十分に理解した上での履修をすること。
体育館シューズ（室内用テニスシューズ）を必ず準備すること。テニスラケットは，基本的にマイラ
ケット持参が望ましい。
授業内容内でも記載したが，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合に，テニス

シューズの準備も必要になるので，このことを念頭に入れた上での履修を検討すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取すること。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，2021， ISBN：
978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，ISBN：978-
�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-�-938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，日本文化出版，
1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，日本文化出版，
ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末にはレポート課題を課す。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），期末レポート（20%）の割合
で成績評価をする。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
初回授業にて履修者を決定する予定であるので，履修希望者は初回授業に出席すること。更衣および実

技実施の準備は不要。春学期初回授業の実施場所は，駿河台リバティタワー地下�Ｆスポーツホールでの
実施予定である。
しかし，事前にオンラインにて履修登録受付を行う可能性もあるので，履修の方法や初回授業実施場所

等の詳細については，�月のガイダンス期間に配布される資料およびOh-o Meijiの案内をよく参照するこ
と。
授業の進むスピードが，おおむねちょうどよい，ということであったため，今年度も継続する。

未定_14H20802

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業は、太極拳を通じて健康づくり、運動不足の解消、体力アップ
を目指す、調心調息調身を行い、一つ一つの基本動作からスムーズに
流れるまでゆっくり、虚実バランス身体重心移動する動きを習得し、
太極拳を生涯スポーツとして身に付ける。
週�回授業には、二つぐらい動作を習得する。

授業内容

第�週：aのみ：イントロダクション
第�週：太極拳の基本トレーニング
第�週：太極拳の起勢，左右野馬分そう
第�週：白鶴亮翅，左右楼膝拗歩
第�週：手揮琵琶，左右倒巻肱
第�週：左攬雀尾，右攬雀尾
第�週：単鞭，雲手，単鞭
第	週：高探馬，右登脚，双峰貫耳
第
週：転身左登脚，左下勢独立
第10週：右下勢独立，左右穿梭
第11週：海底針，閃通臂
第12週：転身搬攬捶，如封似閉
第13週：十字手，収勢
第14週：全体復習（グループごとの表演）まとめ
授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

運動に適した服装および室内用運動靴を用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わ

り方（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
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未定_14H20803

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，経験者とする。ここでの経験者とは，中学・高校・
大学の体育の授業でテニスを行った程度の者やテニスを始めて間もない者から，中学・高校・大学での部
活動やテニススクール，サークル等での活動経験のある者・活動中の者とする。
到達目標は，各自の持っている技術の向上，そして，テニスが生涯スポーツとなることである。

授業内容

半期完結での進行となる。体育館内床張りで�面分での授業となるため，ラリー形式での練習や正式な
ゲームは行えないと思われる。原則的には，球出し等による授業内容となるので，その点について了承の
上，履修をするように。
また，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合には，テニスシューズが必要となる
ので，テニスシューズの準備も念頭に入れた上での履修を検討すること。

実施場所：駿河台リバティタワー地下�Ｆスポーツホール（床張り）
定員：15名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週 授業概要および諸注意説明
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 サービス基本練習
第�週 サービス基本練習
第	週 サービス応用練習
第
週 サービス応用練習
第10週 ネットプレイ基本練習
第11週 ネットプレイ基本練習
第12週 ネットプレイ応用練習
第13週 ネットプレイ応用練習
第14週 総括および講義（テニスの楽しみ方等）

以上の授業計画は予定であるので，受講生の習熟度・理解度等により変わることがある。また，受講生
のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

授業内容にも記載したが，体育館床張りのテニスコート（�面） で，15名定員にて実施をするので，
原則的にはドリル練習のみとなる予定である。この点については十分に理解した上での履修をすること。
体育館シューズ（室内用テニスシューズ）を必ず準備すること。テニスラケットは，基本的にマイラ
ケット持参が望ましい。
授業内容内でも記載したが，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合に，テニス

シューズの準備も必要になるので，このことを念頭に入れた上での履修を検討すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取すること。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，2021， ISBN：
978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，ISBN：978-
�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-�-938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，日本文化出版，
1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，日本文化出版，
ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末にはレポート課題を課す。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），期末レポート（20%）の割合
で成績評価をする。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
初回授業にて履修者を決定する予定であるので，履修希望者は初回授業に出席すること。更衣および実

技実施の準備は不要。春学期初回授業の実施場所は，駿河台リバティタワー地下�Ｆスポーツホールでの
実施予定である。
しかし，事前にオンラインにて履修登録受付を行う可能性もあるので，履修の方法や初回授業実施場所

等の詳細については，�月のガイダンス期間に配布される資料およびOh-o Meijiの案内をよく参照するこ
と。
授業の進むスピードが，おおむねちょうどよい，ということであったため，今年度も継続する。

未定_14H20804

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20805

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H20806

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，経験者とする。ここでの経験者とは，中学・高校・
大学の体育の授業でテニスを行った程度の者やテニスを始めて間もない者から，中学・高校・大学での部
活動やテニススクール，サークル等での活動経験のある者・活動中の者とする。
到達目標は，各自の持っている技術の向上，そして，テニスが生涯スポーツとなることである。

授業内容

半期完結での進行となる。体育館内床張りで�面分での授業となるため，ラリー形式での練習や正式な
ゲームは行えないと思われる。原則的には，球出し等による授業内容となるので，その点について了承の
上，履修をするように。
また，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合には，テニスシューズが必要となる
ので，テニスシューズの準備も念頭に入れた上での履修を検討すること。

実施場所：駿河台リバティタワー地下�Ｆスポーツホール（床張り）
定員：15名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週 授業概要および諸注意説明
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 サービス基本練習
第�週 サービス基本練習
第	週 サービス応用練習
第
週 サービス応用練習
第10週 ネットプレイ基本練習
第11週 ネットプレイ基本練習
第12週 ネットプレイ応用練習
第13週 ネットプレイ応用練習
第14週 総括および講義（テニスの楽しみ方等）

以上の授業計画は予定であるので，受講生の習熟度・理解度等により変わることがある。また，受講生
のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

授業内容にも記載したが，体育館床張りのテニスコート（�面） で，15名定員にて実施をするので，
原則的にはドリル練習のみとなる予定である。この点については十分に理解した上での履修をすること。
体育館シューズ（室内用テニスシューズ）を必ず準備すること。テニスラケットは貸出用があるが，基
本的にはマイラケット持参が望ましい。
授業内容内でも記載したが，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合に，テニス

シューズの準備も必要になるので，このことを念頭に入れた上での履修を検討すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取すること。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，2021， ISBN：
978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，ISBN：978-
�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-�-938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，日本文化出版，
1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，日本文化出版，
ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末にはレポート課題を課す。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），期末レポート（20%）の割合
で成績評価をする。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
本科目は，秋学期科目であるが，春学期同時限の初回授業にて履修者を決定する予定であるので，履修
希望者は春学期同時限初回授業に出席すること。しかし，事前にオンラインにて履修登録受付を行う可能
性もあるので，履修の方法や初回授業実施場所等の詳細については，詳細は，�月のガイダンス期間に配
布される資料およびOh-o Meijiの案内を参照すること。
なお，秋学期初回授業から実技を行うかどうかについては，秋学期初回授業の事前に Oh-o! Meiji にて

案内をする。
授業の進むスピードが，おおむねちょうどよい，ということであったため，今年度も継続する。
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未定_14H20807

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 劉 立 凡

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業は、太極拳を通じて健康づくり、運動不足の解消、体力アップ
を目指す、調心調息調身を行い、一つ一つの基本動作からスムーズに
流れるまでゆっくり、虚実バランス身体重心移動する動きを習得し、
太極拳を生涯スポーツとして身に付ける。
週�回授業には、二つぐらい動作を習得する。通年で履修することも
可能ですし、歓迎します。そうすることにより、太極拳の良さをより
深く楽しめる。

授業内容

第�週：aのみ：イントロダクション
第�週：太極拳の基本トレーニング
第�週：太極拳の起勢，左右野馬分そう
第�週：白鶴亮翅，左右楼膝拗歩
第�週：手揮琵琶，左右倒巻肱
第�週：左攬雀尾，右攬雀尾
第�週：単鞭，雲手，単鞭
第	週：高探馬，右登脚，双峰貫耳
第
週：転身左登脚，左下勢独立
第10週：右下勢独立，左右穿梭
第11週：海底針，閃通臂
第12週：転身搬攬捶，如封似閉
第13週：十字手，収勢
第14週：全体復習（グループごとの表演）まとめ
授業内容は必要に応じて変更することがあります。

履修上の注意

運動に適した服装および室内用運動靴を用意すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

授業で紹介した問題について文献等を調べておくこと。

教科書

特になし。

参考書

特になし。

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席を必須とする。
平常点（授業への取り組み姿勢、60点），クラスメイトとの関わ

り方（20点），期末レポート（20点）から総合評価する。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。

未定_14H20808

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

本授業では，半期間テニスを行う。対象レベルは，経験者とする。ここでの経験者とは，中学・高校・
大学の体育の授業でテニスを行った程度の者やテニスを始めて間もない者から，中学・高校・大学での部
活動やテニススクール，サークル等での活動経験のある者・活動中の者とする。
到達目標は，各自の持っている技術の向上，そして，テニスが生涯スポーツとなることである。

授業内容

半期完結での進行となる。体育館内床張りで�面分での授業となるため，ラリー形式での練習や正式な
ゲームは行えないと思われる。原則的には，球出し等による授業内容となるので，その点について了承の
上，履修をするように。
また，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合には，テニスシューズが必要となる
ので，テニスシューズの準備も念頭に入れた上での履修を検討すること。

実施場所：駿河台リバティタワー地下�Ｆスポーツホール（床張り）
定員：15名（定員を超えた場合は抽選を実施する）
授業計画
第�週 授業概要および諸注意説明
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク基本練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 グランドストローク応用練習
第�週 サービス基本練習
第�週 サービス基本練習
第	週 サービス応用練習
第
週 サービス応用練習
第10週 ネットプレイ基本練習
第11週 ネットプレイ基本練習
第12週 ネットプレイ応用練習
第13週 ネットプレイ応用練習
第14週 総括および講義（テニスの楽しみ方等）

以上の授業計画は予定であるので，受講生の習熟度・理解度等により変わることがある。また，受講生
のレベルによっても変更の可能性がある。

履修上の注意

春学期・秋学期ともに履修することを勧める。
抽選になった場合は、春学期・秋学期ともに希望する者を優先して、履修者を決める。

授業内容にも記載したが，体育館床張りのテニスコート（�面） で，15名定員にて実施をするので，
原則的にはドリル練習のみとなる予定である。この点については十分に理解した上での履修をすること。
体育館シューズ（室内用テニスシューズ）を必ず準備すること。テニスラケットは貸出用があるが，基
本的にはマイラケット持参が望ましい。
授業内容内でも記載したが，外でテニスをすることも検討していくので，そうなった場合に，テニス

シューズの準備も必要になるので，このことを念頭に入れた上での履修を検討すること。

準備学習（予習・復習等）の内容

本授業は実技科目である。授業前日には睡眠を十分にとり、当日の食事を必ず摂取すること。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布する。

参考書

公財）日本テニス協会「テニス指導教本Ⅰ」，大修館書店，2015，ISBN：9784469267853
公財）日本テニス協会「JTA TENNIS RULE BOOK 2023」，日本テニス協会，2023
松岡修造，修造チャレンジスタッフ「世界にチャレンジ！」，ベースボール・マガジン社，2021， ISBN：
978-4583113371
別府諸兄監訳「テニスパフォーマンスのための実践トレーニングガイド」，ナップ，2008，ISBN：978-
�-931411-76-�
澁谷隆良「指導者のためのテニスの科学と応用」，ブックハウスHD，2010，ISBN：978-�-938335-51-

ブラッド・ギルバート，スティーブ・ジェイミソン；宮城淳訳「ウイニング・アグリー」，日本文化出版，
1997，ISBN：978-�-89084-022-�
ブラッド・ギルバート，ジェームズ・カプラン；高梨明美訳「ウイニング・アグリー�」，日本文化出版，
ISBN：978-�-89804-166-�

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

評価を受けるためには�分の�以上の出席が必須である。また期末にはレポート課題を課す。
平常点（授業への取り組み姿勢，50%），授業の理解度及び向上度（30%），期末レポート（20%）の割合
で成績評価をする。

その他

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること。
本科目は，秋学期科目であるが，春学期同時限の初回授業にて履修者を決定する予定であるので，履修
希望者は春学期同時限初回授業に出席すること。しかし，事前にオンラインにて履修登録受付を行う可能
性もあるので，履修の方法や初回授業実施場所等の詳細については，詳細は，�月のガイダンス期間に配
布される資料およびOh-o Meijiの案内を参照すること。
なお，秋学期初回授業から実技を行うかどうかについては，秋学期初回授業の事前に Oh-o! Meiji にて

案内をする。
授業の進むスピードが，おおむねちょうどよい，ということであったため，今年度も継続する。

─ 880─



未定_14H20809

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H20810

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20811

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 出 井 章 雅

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

実施種目：卓球
卓球は、子どもから大人まで幅広く取り入れられているスポーツであり、性

別問わず楽しめる生涯スポーツの一つとされています。「競技」としての卓球は
運動量が多く、タフなスポーツですが、授業では「生涯スポーツ」として捉え、
自己の体力や技術を知り、仲間とのコミュニケーションを図りながら卓球の楽
しさを体感してもらいます。レベルに応じて個々の課題にも積極的に取り組ん
でいきます。また、体育実技においてあらゆる人と交流を深め人脈の拡大にも
期待しています。
到達目標として、基本的打球技術の習得と対人スポーツという競技特性を理

解し、生涯スポーツの観点から手軽に楽しめるスポーツとして今後の体力の維
持増進のために取り組んでほしいと思います。また、競技ルールやマナーと
いった卓球独自の楽しさを理解してもらいます。

授業内容

第�回 オリエンテーション、授業目標の説明、自己紹介
第�回 器具・用具の説明、ラケッティング、コーディネーション、ミニゲー

ム
第�回 コーディネーション、フォアハンドとバックハンド、簡易ゲーム 第�

回 フォアハンドドライブ、ロングの打ち方、簡易ゲーム
第�回 フォアハンドとバックハンドのショートの打ち方、簡易ゲーム
第�回 カットの打ち方と返球方法 簡易ゲーム
第�回 カット＆ドライブリターン 簡易ゲーム
第	回 サービス＆リターン サービスのコースの説明等 簡易ゲーム
第
回 シングルス総当たり戦Ⅰ 明大ルールを用いて
第10回 シングルス総当たり戦Ⅱ 明大ルールを用いて
第11回 シングルス総当たり戦Ⅲ 明大ルールを用いて
第12回 公式ルールを適用してのシングルス・ダブルス
第13回 公式ルールを適用しての団体戦（シングルス）
第14回 公式ルールを適用しての団体戦（ダブルス）

履修上の注意

�, 授業進行状況や履修人数に合わせて、内容を変更する場合があります。
�, 体育館シューズを準備すること。
�, 卓球のラケットは貸出用があるが、準備できる者は持参しても良い。
�, 運動に適した服装であること。
�, 単位修得にあたり実技科目な為、�分の�以上の出席とする。※持病がある
場合は要相談。

準備学習（予習・復習等）の内容

�, 体育実技科目な為、身体を動かせるように体調管理に留意すること。
�, 授業内でも説明するが、あらかじめシラバスを確認し競技特性ルールを理解
しておくこと。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布します。

参考書

松下浩二（2019）「レベルアップ卓球 科学・技術・練習で必ず上達！」西東社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（70%），技能点（20%），授業への取り組み（10% )

その他

感染対策として、消毒液の設置や三密を回避できる授業展開に努めてまいりま
す。実技スペースは地下であるが、換気等は十分になされています。

未定_14H20812

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20813

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H20814

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 春学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20815

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 出 井 章 雅

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

実施種目：卓球
卓球は、子どもから大人まで幅広く取り入れられているスポーツであり、性

別問わず楽しめる生涯スポーツの一つとされています。「競技」としての卓球は
運動量が多く、タフなスポーツですが、授業では「生涯スポーツ」として捉え、
自己の体力や技術を知り、仲間とのコミュニケーションを図りながら卓球の楽
しさを体感してもらいます。レベルに応じて個々の課題にも積極的に取り組ん
でいきます。また、体育実技においてあらゆる人と交流を深め人脈の拡大にも
期待しています。
到達目標として、基本的打球技術の習得と対人スポーツという競技特性を理

解し、生涯スポーツの観点から手軽に楽しめるスポーツとして今後の体力の維
持増進のために取り組んでほしいと思います。また、競技ルールやマナーと
いった卓球独自の楽しさを理解してもらいます。

授業内容

第�回 オリエンテーション、授業目標の説明、自己紹介
第�回 器具・用具の説明、ラケッティング、コーディネーション、ミニゲー

ム
第�回 コーディネーション、フォアハンドとバックハンド、簡易ゲーム 第�

回 フォアハンドドライブ、ロングの打ち方、簡易ゲーム
第�回 フォアハンドとバックハンドのショートの打ち方、簡易ゲーム
第�回 カットの打ち方と返球方法 簡易ゲーム
第�回 カット＆ドライブリターン 簡易ゲーム
第	回 サービス＆リターン サービスのコースの説明等 簡易ゲーム
第
回 シングルス総当たり戦Ⅰ 明大ルールを用いて
第10回 シングルス総当たり戦Ⅱ 明大ルールを用いて
第11回 シングルス総当たり戦Ⅲ 明大ルールを用いて
第12回 公式ルールを適用してのシングルス・ダブルス
第13回 公式ルールを適用しての団体戦（シングルス）
第14回 公式ルールを適用しての団体戦（ダブルス）

履修上の注意

�, 授業進行状況や履修人数に合わせて、内容を変更する場合があります。
�, 体育館シューズを準備すること。
�, 卓球のラケットは貸出用があるが、準備できる者は持参しても良い。
�, 運動に適した服装であること。
�, 単位修得にあたり実技科目な為、�分の�以上の出席とする。※持病がある
場合は要相談。

準備学習（予習・復習等）の内容

�, 体育実技科目な為、身体を動かせるように体調管理に留意すること。
�, 授業内でも説明するが、あらかじめシラバスを確認し競技特性ルールを理解
しておくこと。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配布します。

参考書

松下浩二（2019）「レベルアップ卓球 科学・技術・練習で必ず上達！」西東社

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

平常点（70%），技能点（20%），授業への取り組み（10% )

その他

感染対策として、消毒液の設置や三密を回避できる授業展開に努めてまいりま
す。実技スペースは地下であるが、換気等は十分になされています。

未定_14H20816

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20817

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H20818

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅡ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

3・4 秋学期 1 駿河台

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20901

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H20902

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H20903

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H20904

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅢ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 春学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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未定_14H21001

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅣ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

スキー(ニセコ)

本授業は，世界的にも注目されているニセコエリア内スキー場（北海道）を利用し，現地滞在により実施する授業である。
この授業では，「未経験者から経験者までそのレベルに必要な板や身体の操作といった技術」，「より楽しくスキーをするため必
要な知識」の習得を目指すことを目的として実施する。
そして，ある程度思い通りにスキーをコントロールをすることができ，生涯スポーツへの導入，ウェルネスライフの一助と

なることを到達目標とする。
また，スキーに直接関連すること以外として，計画的に行動する能力を養うことも到達目標の一つとする。

授業内容

スキーは，落下運動である。何もしなくても滑走することができる。しかし，何もしなければ加速していく一方である。そ
こで必要になってくるのがスピードのコントロールである。これは，板の操作，身体の操作によって行う。この操作をするこ
とにより，スピードをコントロールでき，曲がりたいときに曲がる，止まりたいときに止まるといったことが可能になる。こ
れらのことは，どのようなレベルのスキーヤーであっても求められるものである。
本授業は，初心者から上級者までを対象に行う。レベル別に班編成を行い，それぞれに必要な技術を練習する。なお，本授

業はアルペンスキーによる授業である。また，期間中にスキー級別テスト（バッジテスト）を実施する予定であるので希望者
は受検することができる。
本授業は，上質なパスダースノーとして世界的にも知られているニセコエリアにあるグランヒラフスキー場を主に利用する。

本授業における目的は次の通りである。
�．身体を動かし運動不足を解消する
�．安全で快適なスキーの実践能力の育成

�-�) 基礎体力の維持増進
�-�) 基本的な技術と知識の獲得
�-�) 冬の自然の中での活動を体験する
�-�) マナーの習得

�．生涯スポーツへの導入
�．集団生活を通した社会性の養成
�．多くの人とコミュニケーションを図る
�．文化に触れる
�．計画的に行動する能力を高める

★授業概要★
実施場所：ニセコグランヒラフスキー場（北海道虻田郡倶知安町）
実施日：2024年�月26日(月) 〜 �月�日(金)開催予定(2023/�/31現在)
対象：未経験者から上級者まで
定員：60名
指導者：受講者�名につき�名の教員
費用(2022年度実績）：受講料(�,100)，宿泊費(素泊：
,000/泊)，リフト券代(14,000)，現地移動バス代(�,000)，交通費(現
地集合につき各自実費），レンタル代(希望者のみ，例：スキー�点セット：
,000，ウェア上下：�,000，帽子・グローブ・
ゴーグルセット：�,000など)。
これらは，あくまで2022年度の実績であり，2023年度の費用は2023年秋頃に明確になる予定である。おおよそ大きく変わるこ
とはないと思われるが，宿泊費については，年によって変動があるため，10,000円前後を目安として考えておくこと。

以下が全日程の授業予定である。
● 基本情報アンケート回答：2023年�月下旬から�月上旬頃
● 登録料(旧受講料)納付：2023年
月下旬頃
● 事前授業：2023年10月から11月頃に学内にて開催(対面ないしオンライン)
● 現地日程

�日目：午後集合，開講式，講義，翌日準備
�日目：午前班分後講習，午後講習，講義
�日目：午前講習，午後講習，講義
�日目：午前講習，午後講習，講義

�日目午後にバッジテスト実施予定
�日目：午前講習，閉講式。閉講式終了後，解散
※現地では天候に大きく影響を受けるため，上記現地日程はあくまで予定である

● 事後レポートの提出

補足事項
宿泊は，倶知安町内の宿泊施設を手配してもらう予定である。これらの宿泊施設は，手配完了時のCovid-19感染状況による
ところはあるが，基本的には，一人一部屋，つまり個室での宿泊手配としてもらう予定である(2023/�/31時点)。

履修上の注意

本授業は，	学部（法・商・政経・文・経営・情コミ・国日・総数）合同授業である。履修者希望が，定員超過の場合は抽
選となる。
履修申込は，Oh-o Meiji アンケートにより行う。受付期間は，�/�(月)09：00 〜 �/�(水)09：00，での実施予定（2023/

�現在）。
詳細は学部からおよびOh-o Meijからの新年度案内にて確認をすること。
履修確定後，
月下旬頃に登録料納付，そして，10月下旬から11月上旬頃に事前講習を実施する予定である。秋学期開始前
後のOh-o Meijiによる案内について特に注意をすること。

�月に実施される学内健康診断を必ず受診すること(授業参加にあたり健康診断受診は必須)。
特別な理由がない限り，履修登録後のキャンセルは認めない。
なお，�年生は，この科目を履修し単位取得することができるわけであるが，この科目の認定単位は，卒業判定には間に合

わないので，その点について注意をすること。
本授業は，Oh-o! Meijiを活用した授業準備や運営となる。したがってOh-o! Meijiの確認を怠ることがないようにすること。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前授業実施後は，現地までのアクセス情報や現地情報を調べておき，可能な限り，スキーの動画を閲覧し，イメージを
持っておくこと。
また，授業終了後は，改めてスキーに行き，授業を受けたことによる，自身の上達をより定着させることが望まれる。

教科書

特になし。必要に応じて資料を配付する。

参考書

公財）全日本スキー連盟「日本スキー教程」，スキージャーナル，2014，ISBN：978-4789912280

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

● 授業への取り組み姿勢：40%
・提出物提出等の各期限を守れるか，
・事前授業の出席，事前講習後の提出物等
・研修日誌・事後レポートなどの提出物
・等々

● 技能上達度：30%
● グループ行動状況：30%
以上から総合的に評価する。
したがって，指定された期間に行うべきことを期間内に行うことも重要なポイントとなる。

評価を受けるに当たっては，事前納付金の期間内納付，10月から11月頃に学内で実施する事前講習への出席および提出物の
提出，そして現地での�日間をあわせた全期間の出席が前提となる。したがって，事前納付金の期間内納付が出来ていないも
の，事前授業を欠席したものは，現地授業への参加が認められないことになるので十分に気をつけること。

その他

これまでで既に記載をしたことであるが，重要なことであるので，再度記載する。

● �月に実施される学内健康診断を必ず受診すること(授業参加にあたり健康診断受診は必須)。
● Oh-o! Meijiの確認を怠らないこと。
● 特別な理由がない限り，履修登録後の参加取りやめは認めない。
● 上述したが，事前納付金納付期間内の納付，事前授業への出席は必須となるので注意をすること。
● 様々な定められた期限を必ず守ること。
● �年生は，この科目を履修し，単位取得することができるわけであるが，この科目の認定単位は，卒業判定には間に合わ

ないので，その点について注意をすること。

未定_14H21002

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅣ 田 中 伸 明

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 秋学期集中 1 その他

授業の概要・到達目標

スキー(南会津)

大都会東京から少し足を伸ばせば、そこは銀世界。都会の日常からはまさに非日常空間、別世界。しかし、そんな別世界も、
意外とお手軽だったりします。本授業で使用するスキー場は、福島県南会津にある，会津高原たかつえスキー場、です。福島
県ではありますが、ほぼ関東エリアともいえるかもしれません。このスキー場は、公式HPにも記載されているとおり、本州で
も有数の上質なパウダースキー場、とされています。コースバリエーション豊富で、スキーが初めての人から経験者の人まで
滑りがいのあるスキー場です。そのような比較的身近な場所で、たくさん滑走し、上達を目指してみませんか。スキーの経験
は問いません。スキーの楽しみを味わい、ぜひとも生涯にわたって楽しみのある人生となるよう、生涯スポーツへの足がかり
としてみませんか。

本授業の到達目標は次の通りです。
�．「未経験者から経験者までそのレベルに必要な板や身体の操作といった技術」，「より楽しくスキーをするため必要な知識」
の習得
�．生涯スポーツへの導入となり，その後のウェルネスライフの一つとなり得るものとなる
�．新たな人間関係の構築
�．計画的に行動する能力を養うこと

授業内容

この南会津スキー授業は，2023年度初めて実施するスキー授業となります。

【授業内容】
スキーに必要な様々な技術，その基本となる板の操作や身体の操作，といったどのレベルのスキーヤーにも必要な技術につ

いて，初心者から上級者までを対象に，レベル別に編成した班別講習を実施し，それらの習得を目指すとともに，スキーに必
要な知識の習得を目指し，講義等を実施することとなります。

★授業概要★
実施場所：会津高原たかつえスキー場（福島県南会津郡）
宿泊施設：会津アストリアホテル(予定)
実施日：2024年�月20日(火) 〜23日(金)開催予定(2023/�/31現在)
対象：未経験者から上級者まで
定員：40名
指導者：受講者�名につき�名の教員
費用見積：登録料(�,000)，宿泊費(約：
,000/泊，�食付)，リフト券代(約�,000)，交通費(現地集合につき各自実費），レン
タル代(希望者のみ，例：スキー�点セット：約	,000，ウェア上下：約�,000)。
これらは，2023/�時点での見積りです。正確な金額は2023年秋頃に確定されることにりますが，この見積金額から大きく変わ
ることはないと思われますので，これらの見積を目安として考えておいてください。

以下，全日程授業予定
● 基本情報アンケート回答：2023年�月下旬から�月上旬頃
● 登録料納付：2023年
月下旬頃
● 事前授業：2023年10月から11月頃に学内にて開催(対面ないしオンライン)
● 現地日程

�日目：午前集合，開講式，午後班分後講習，講義
�日目：午前講習，午後講習，講義
�日目：午前講習，午後講習，講義
�日目：午前講習，閉講式。閉講式終了後，解散
※現地では天候に大きく影響を受けるため，上記現地日程はあくまで予定です

● 事後レポートの提出

補足事項
宿泊施設での部屋割りは複数人で一部屋，つまり相部屋による宿泊となる予定です(2023/�/31時点)。

履修上の注意

本授業は，	学部（法・商・政経・文・経営・情コミ・国日・総数）合同授業であり，履修者希望が定員超過の場合は，抽
選となります。
履修申込は，Oh-o Meiji アンケートにより行うことになります。受付期間は，�/�(月)09：00 〜 �/�(水)09：00，での実
施予定（2023/�現在）です。詳細は学部からおよびOh-o Meijからの新年度案内にて確認をしてください。
履修確定後，
月下旬頃に登録料納付，そして，10月下旬から11月上旬頃に事前講習を実施する予定です。秋学期開始前後
のOh-o Meijiによる案内について特に注意をしてください。

�月に実施される学内健康診断を必ず受診しておいてください(授業参加にあたり健康診断受診は必須)。
特別な理由がない限り，履修登録後のキャンセルは認められません。
なお，�年生は，この科目を履修し単位取得することができるわけですが，この科目の認定単位は，卒業判定には間に合わ

ないので，このことについて注意をしてください。
本授業は，Oh-o! Meijiを活用した授業準備や運営となります。したがってOh-o! Meijiの確認を怠ることがないようにしてく
ださい。

準備学習（予習・復習等）の内容

事前授業実施後は，現地までのアクセス情報や現地情報を調べておき，可能な限り，スキーの動画を閲覧し，イメージを
持っておいてください。また，授業終了後は，改めてスキーに行き，授業を受けたことによる，自身の上達をより定着させる
ことが望まれます。

教科書

特にありません。必要に応じて資料を配付します。

参考書

公財）全日本スキー連盟「日本スキー教程」，スキージャーナル，2014，ISBN：978-4789912280

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

● 授業への取り組み姿勢：40%
・提出物提出等の各期限を守れるか，
・事前授業の出席，事前講習後の提出物等
・研修日誌・事後レポートなどの提出物
・等々

● 技能上達度：30%
● グループ行動状況：30%
以上から総合的に評価する。
したがって，指定された期間に行うべきことを期間内に行うことも重要なポイントとなる。

評価を受けるに当たっては，事前納付金の期間内納付，10月から11月頃に学内で実施する事前講習への出席および提出物の
提出，そして現地での�日間をあわせた全期間の出席が前提となります。
したがって，事前納付金の期間内納付が出来ていないもの，事前授業を欠席したものは，現地授業への参加が認められない

ことになるので十分に気をつけてください。

その他

これまでで既に記載をしたことでありますが，重要なことであるので，再度記載します。

● �月に実施される学内健康診断を必ず受診しておいてください(授業参加にあたり健康診断受診は必須)。
● Oh-o! Meijiの確認を怠らないようにしてください。
● 特別な理由がない限り，履修登録後の参加取りやめは認められません。
● 上述しましたが，事前納付金納付期間内の納付，事前授業への出席は必須となるので注意をしてください。
● 様々な定められた期限を必ず守るようにしてください。
● �年生は，この科目を履修し，単位取得することができるわけですが，この科目の認定単位は，卒業判定には間に合わな

いので，このことについて注意をしてください。
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未定_14H21003

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅣ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 通年集中 1 その他

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他

未定_14H21004

科目ナンバー：●

科 目 名 担 当 者

生涯スポーツⅣ 未設定

配当学年 開講期 単位数 開講地区

1〜4 通年集中 1 その他

授業の概要・到達目標

★未入稿★

授業内容

★未入稿★

履修上の注意

準備学習（予習・復習等）の内容

★未入稿★
教科書

参考書

課題に対するフィードバックの方法

成績評価の方法

★未入稿★
その他
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