
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

7102 001 系共通科目（心理学） 講義Ｉ 2-4 2 4 通年 月3 藤田・櫻井・板倉・Anderson・蘆田 行動・環境文化学系１

7106 002 系共通科目（心理学） 講義IIb 3-4 2 2 前期 月2 藤田　和生 行動・環境文化学系２ 教育学部

7108 003 系共通科目（心理学） 講義IId 3-4 2 2 前期 火2 板倉　昭二 行動・環境文化学系３ 教育学部

7109 004 系共通科目（心理学） 講義IIe 3-4 2 2 後期 火2 蘆田　宏 行動・環境文化学系４ 教育学部

7202 001 系共通科目（言語学） 講義Ｉ 3-4 2 2 前期 水4 田窪・吉田豊・千田 行動・環境文化学系５

7204 002 系共通科目（言語学） 講義Ｉ 1-4 2 2 後期 水4 田窪・吉田豊・千田 行動・環境文化学系６

7206 003 系共通科目（言語学） 講義II 1-4 2 2 前期 月3 田窪・吉田豊・千田 行動・環境文化学系７

7208 004 系共通科目（言語学） 講義II 1-4 2 2 後期 月3 田窪・吉田豊・千田 行動・環境文化学系８

7301 001 系共通科目（社会学） 講義 1-4 2 4 通年 水2 伊藤　公雄 行動・環境文化学系９

7401 001 系共通科目（地理学） 講義 2-4 2 4 通年 火3 石川　義孝・水野一晴 行動・環境文化学系１０

7110 005 心理学 講義Ka 2-4 2 2 前期 木1 野村・子安・楠見・齋藤・高橋 行動・環境文化学系１１ ◎教育学部

7111 006 心理学 講義Kb 2-4 2 2 前期 水2 子安　増生 行動・環境文化学系１２ ◎教育学部

7112 007 心理学 講義Kc 2-4 2 2 後期 水2 齋藤　智・佐伯　恵里奈 行動・環境文化学系１３ ◎教育学部

7131 008 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 大山　泰宏 行動・環境文化学系１４ ◎教育学部

7131 009 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 松下　姫歌 行動・環境文化学系１５ ◎教育学部

7131 010 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月5 森下　正修 行動・環境文化学系１６ 教育学部

7131 011 心理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 坂田　省吾 行動・環境文化学系１７ 教育学部

7131 012 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 阿部　修士 行動・環境文化学系１８ ◎教育学研究科

7131 013 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 渥美　公秀 行動・環境文化学系１９ 全学共通科目

7131 014 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 渥美　公秀 行動・環境文化学系２０ 全学共通科目

7131 015 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 齋木　潤 行動・環境文化学系２１ ◎全学共通科目

7131 016 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水2 齋木　潤 行動・環境文化学系２２ ◎全学共通科目

7131 017 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 月浦　崇 行動・環境文化学系２３ ◎全学共通科目

7131 018 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月2 月浦　崇 行動・環境文化学系２４ ◎全学共通科目

7140 019 心理学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 月4 藤田・板倉 行動・環境文化学系２５

7140 020 心理学 演習II 3-4 2 4 通年 月4 櫻井・蘆田 行動・環境文化学系２６

7151 021 心理学 講読 4 2 2 前期 木3 藏口　佳奈 行動・環境文化学系２７

7151 022 心理学 講読 3-4 2 2 後期 木3 堀　裕亮 行動・環境文化学系２８

7160 023 心理学 実習Ｉ 3-4 2 4 通年 火4火5 藤田・板倉・蘆田 行動・環境文化学系２９

7162 024 心理学 実習II 2-4 2 2 通年 金3 堀　裕亮 行動・環境文化学系３０

7164 025 心理学 実習III 2-4 2 2 通年 木2 藤田・板倉・蘆田 行動・環境文化学系３１

7231 005 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 吉田　豊 行動・環境文化学系３２ 西南アジア史学003

7231 006 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 吉田　豊 行動・環境文化学系３３
西
南
ア

7231 009 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火5 上田　功 行動・環境文化学系３４

7231 010 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 郡司　隆男 行動・環境文化学系３５

7231 011 言語学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 栗林　均 行動・環境文化学系３６

7231 012 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水3 齋藤　治之 行動・環境文化学系３７

7231 013 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 齋藤　治之 行動・環境文化学系３８

7231 014 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月5 定延　利之 行動・環境文化学系３９

7231 015 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木3 武内　康則 行動・環境文化学系４０

7231 016 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 谷口　一美 行動・環境文化学系４１
◎
英
語

7231 017 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 谷口　一美 行動・環境文化学系４２
◎
英
語

7231 018 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 西本　希呼 行動・環境文化学系４３

7246 019 言語学 基礎演習 3-4 2 2 前期 火4 千田　俊太郎 行動・環境文化学系４４

7246 020 言語学 基礎演習 3-4 2 2 後期 火4 千田　俊太郎 行動・環境文化学系４５

7241 021 言語学 演習 3-4 2 2 前期 火4 田窪　行則 行動・環境文化学系４６

7241 022 言語学 演習 3-4 2 2 後期 火4 田窪　行則 行動・環境文化学系４７

7241 023 言語学 演習 3-4 2 2 前期 木1 吉田　豊　 行動・環境文化学系４８ 西南アジア史学014

7241 024 言語学 演習 3-4 2 2 後期 木1 吉田　豊 行動・環境文化学系４９ 西南アジア史学015
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7241 025 言語学 演習 2-4 2 2 後期 木2 笹間　史子 行動・環境文化学系５０

7240 096 言語学 演習 2-4 60 4 前期 不定 千田　俊太郎 行動・環境文化学系５１ 学部共通科目

7245 026 言語学 卒論演習 3-4 2 2 後期 水5 田窪･吉田豊･千田・Catt 行動・環境文化学系５２

8036 108 言語学 語学 3-4 2 2 通年 金1 森　若葉 行動・環境文化学系５３ 学部共通科目

8039 110 言語学 語学 3-4 2 1 前期 火3 井戸根　綾子 行動・環境文化学系５４
学
部
共

8038 111 言語学 語学 3-4 2 1 後期 火3 井戸根　綾子 行動・環境文化学系５５ 学部共通科目

8118 139 言語学 語学 2-4 2 1 前期 火5 岸田　文隆 行動・環境文化学系５６ 学部共通科目

8119 140 言語学 語学 2-4 2 1 後期 火5 岸田　文隆 行動・環境文化学系５７ 学部共通科目

8120 143 言語学 語学 2-4 2 1 前期 火3 河崎　靖 行動・環境文化学系５８ 学部共通科目

8121 144 言語学 語学 2-4 2 1 後期 火3 河崎　靖 行動・環境文化学系５９ 学部共通科目

7330 002 社会学 特殊講義 2-4 2 4 通年 月2 鵜飼　孝造 行動・環境文化学系６０

7331 003 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 木5 伊藤　公雄 行動・環境文化学系６１

7331 004 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 木5 伊藤　公雄 行動・環境文化学系６２

7331 005 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 水5 田中　紀行 行動・環境文化学系６３

7331 006 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 水2 太郎丸　博 行動・環境文化学系６４

7331 007 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 秋津　元輝 行動・環境文化学系６５ ◎農学部

7331 008 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 岩井　八郎 行動・環境文化学系６６ ◎教育学部

7331 009 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 岩井　八郎 行動・環境文化学系６７
◎
教
育

7331 010 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系６８
◎
二
十

7331 011 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系６９
◎
二
十

7331 012 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 大山　修一 行動・環境文化学系７０ ◎地理学006

7331 013 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 岡崎　宏樹 行動・環境文化学系７１ ◎アジアアフリカ地域研究科

7331 014 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 小川　佐和子 行動・環境文化学系７２
◎
西
洋

7331 015 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水1 小山　哲 行動・環境文化学系７３
◎
西
洋

7331 016 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 木3 阪口　祐介 行動・環境文化学系７４

7331 017 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木1 佐藤　卓己 行動・環境文化学系７５
◎
教
育

7331 018 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 火5 高橋　美恵子 行動・環境文化学系７６

7331 019 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 高橋　由典 行動・環境文化学系７７ ◎総合人間学部

7331 020 社会学 特殊講義 2-4 30 2 前期 集中 近森　高明 行動・環境文化学系７８

7331 021 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木4 内藤　正典 行動・環境文化学系７９
◎
地
理

7331 022 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木5 内藤　正典 行動・環境文化学系８０
◎
地
理

7331 023 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 火4 森本　一彦 行動・環境文化学系８１

7331 024 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 山﨑　岳 行動・環境文化学系８２ ◎基礎現代文化学016

7331 025 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 山﨑　岳 行動・環境文化学系８３ ◎基礎現代文化学017

7331 026 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 吉田　純 行動・環境文化学系８４ ◎総合人間学部

7331 080 社会学 特殊講義 １－４ 2 2 後期 木2 平田　昌司 行動・環境文化学系８５
学
部
共

7331 081 社会学 特殊講義 2-4 30 2 前期 不定 安里　和晃 行動・環境文化学系８６
学
部
共

7331 082 社会学 特殊講義 2-4 30 2 前期 集中 安里　和晃 行動・環境文化学系８７ 学部共通科目

7331 083 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 火4 安里　和晃 行動・環境文化学系８８ 学部共通科目

7331 084 社会学 特殊講義 １－４ 2 2 前期 水2 玉田　芳史 行動・環境文化学系８９ 学部共通科目

7331 085 社会学 特殊講義 １－４ 2 2 前期 火2 伊藤　公雄 行動・環境文化学系９０
学
部
共

7331 086 社会学 特殊講義 2-4 30 2 前期 不定 米野　みちよ 行動・環境文化学系９１
学
部
･

7331 087 社会学 特殊講義 2-4 30 2 前期 不定 Mary Louise Nagata 行動・環境文化学系９２
学
部
共

7332 088 社会学 特殊講義 2-4 15 1 後期 集中 Worawet Suwanrada 行動・環境文化学系９３
学
部
･

7332 089 社会学 特殊講義 2-4 15 1 後期不定 木3木4
Ｓａｎｇ－ｊｉｎ　ＨＡＮ
Ｙｏｕｎｇ－Ｈｅｅ　ＳＨＩＭ

行動・環境文化学系９４

7332 090 社会学 特殊講義 2-4 15 1 後期不定 木3木4 Ｊｅｎ－Ｄｅｒ　ＬＵＥ  行動・環境文化学系９５

7331 091 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 月4 安里　和晃 行動・環境文化学系９６
学
部
共

7331 092 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 火3 安里　和晃 行動・環境文化学系９７
学
部
・

7331 094 社会学 特殊講義 2-4 30 2 前期 集中 安里　和晃
佐々木幸喜 行動・環境文化学系９８
学
部
・

7330 095 社会学 特殊講義 2-4 60 4 前期 不定 千田　俊太郎 行動・環境文化学系９９
学
部
共
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7332 096 社会学 特殊講義 2-4 16 1 前期 不定 Mitsuyo Wada-Marciano 行動・環境文化学系１００

学
部
共

7340 027 社会学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 水3 田中　紀行 行動・環境文化学系１０１

7343 028 社会学 演習II 3-4 2 2 後期 金4 松田　素二 行動・環境文化学系１０２

7353 029 社会学 講読 3-4 2 2 前期 木2 安里　和晃 行動・環境文化学系１０３

7353 030 社会学 講読 3-4 2 2 後期 木2 田中　紀行 行動・環境文化学系１０４

7361 031 社会学 実習 3-4 2 2 通年 月3 松田　素二 行動・環境文化学系１０５

7361 032 社会学 実習 3-4 2 2 通年 水4 太郎丸　博 行動・環境文化学系１０６

7345 033 社会学 卒論演習 4 2 4 通年 金3 伊藤・松田・田中・太郎丸 行動・環境文化学系１０７

7430 002 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水2 石川　義孝 行動・環境文化学系１０８

7430 003 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 月2 杉浦　和子 行動・環境文化学系１０９

7430 004 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 金3 米家　泰作 行動・環境文化学系１１０

7430 005 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 金4 水野　一晴 行動・環境文化学系１１１

7431 006 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 大山　修一 行動・環境文化学系１１２

社
会
学

7431 007 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 小方　登 行動・環境文化学系１１３ ◎総合人間学部

7431 008 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 小島　泰雄 行動・環境文化学系１１４ ◎総合人間学部

7431 009 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月2 小島　泰雄 行動・環境文化学系１１５ ◎総合人間学部

7431 010 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 作野　広和 行動・環境文化学系１１６

7431 011 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 堤　浩之 行動・環境文化学系１１７

◎
理
学

7431 012 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木4 内藤　正典 行動・環境文化学系１１８ 社会学0 2 1

7431 013 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木5 内藤　正典 行動・環境文化学系１１９ 社会学0 2 2

7431 014 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 星田　侑久 行動・環境文化学系１２０

7431 015 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 星田　侑久 行動・環境文化学系１２１

7431 016 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 横山　智 行動・環境文化学系１２２

7441 018 地理学 演習 3-4 2 2 前期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系１２３

◎
二
十

7441 019 地理学 演習 3-4 2 2 後期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系１２４

◎
二
十

7440 017 地理学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 水3 石川・杉浦・水野・米家 行動・環境文化学系１２５

7442 020 地理学 演習II 4 2 4 通年 水4 石川・杉浦・水野・米家 行動・環境文化学系１２６

7450 021 地理学 講読 3-4 2 4 通年 火1 石川　義孝 行動・環境文化学系１２７

7451 022 地理学 講読 3-4 2 4 通年 月1 杉浦　和子 行動・環境文化学系１２８

7456 023 地理学 講読 3-4 2 2 前期 水1 小川　佐和子 行動・環境文化学系１２９
◎
西
洋

7456 024 地理学 講読 3-4 2 2 後期 水1 小山　哲 行動・環境文化学系１３０
◎
西
洋

7457 025 地理学 講読 3-4 2 2 前期 火2 山﨑　岳 行動・環境文化学系１３１ ◎基礎現代文化学016

7457 026 地理学 講読 3-4 2 2 後期 火2 山﨑　岳 行動・環境文化学系１３２ ◎基礎現代文化学017

7460 027 地理学 実習 3-4 2 2 通年 月3月4 水野・米家・石川・杉浦 行動・環境文化学系１３３



行動・環境文化学系１

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義Ｉ)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 ジェイムズ・R・アンダーソン
准教授 文学研究科 蘆田　宏

同志社大学　教授 櫻井　芳雄
助教 文学研究科 矢追　健

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  実験心理学概論

 [授業の概要・目的]
実験心理学の概論。行動の科学としての心理学の目的、問題、手法、考え方などを学ぶとともに、
最新の成果を知る。

 [到達目標]
実験心理学の多様な領域における内容、考え方を幅広く理解する。

 [授業計画と内容]
ヒトや動物の行動を解明するための実験心理学的手法とその成果について、最新のトピックやデモ
を織り込みながら、講座の教員全員によるリレー形式で講じる。実験心理学の研究分野と研究方法、
実験心理学の歴史、脳の構造と機能、神経回路の情報処理、学習の諸原理、記憶のメカニズム、思
考の特性、言語の機能、発達の諸特徴、情動と動機づけのメカニズムと諸理論、感覚・知覚の基礎
と心理物理学、注意と意識、知能の測定と人工知能、等である。
第1回　実験心理学とは何か　（全員）
第2回～第5回　方法、脳・神経科学、情報処理（櫻井）
第6回～第10回　学習、記憶、言語、思考　（藤田）
第11回～第15回　発達、情動、動機づけ　（板倉）
第16回～第18回　愛着、非言語コミュニケーション　（Anderson）
第19回～第23回　意識、ワーキングメモリー、自己と他者　（講師未定）
第24回～第28回　感覚・知覚、注意、知能　（蘆田）
第29回　まとめと総括
第30回　期末試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）による

心理学(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義Ｉ)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
紹介された文献や参考図書を読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
心理学専修を希望する者（あるいは希望する可能性がある者）は、２回生で履修することが望まし
い．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義IIb)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 藤田　和生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  知性と感情の系統発生論

 [授業の概要・目的]
多様な動物種の知性と感情の機能を学び、それらがいかに進化したのか、ヒトの心の働きはその中
でいかに位置づけられるのかを考察する。

 [到達目標]
受講者諸君が、動物たちのゆたかな心の働きを知り、心の多様性を学び、ヒトの心を相対化するこ
とを通じて、ヒト中心主義を脱し、新たなヒト観を構築する。ヒトが決して特別な存在ではないこ
と、多様な心の存在が地球共生系の未来へのカギであることを理解し、全ての生にとって真に幸福
な未来を志向した、新たな行動指針を考える力を身につける。

 [授業計画と内容]
ヒトの心の機能は数十億年にわたる進化の所産である。化石種の心が直接的に調べられない以上、
他の現生動物種の心の働きを分析し、相互に比較することが、その過程を跡づけるための可能な唯
一の方法である。講義では、学習の原理について復習したあと、比較認知科学的観点から、多様な
動物種の感覚や知覚、記憶、言語、概念形成、感情、社会的知性、意識などについて現在までに得
られた諸事実を紹介し、心の多様性とその進化について論じるとともに、ヒトの心を動物たちの心
の中にどのように位置づければよいかを考える。以下の予定で講じるが、適宜変更もありうる。
１．イントロ－比較認知科学事始め
２．学習１
３．学習２
４．動物たちから見た世界－感覚・知覚１
５．動物たちから見た世界－感覚・知覚２
６．動物たちの記憶
７．動物たちの思考１
８．動物たちの思考２
９．動物たちのコミュニケーション
１０．動物たちの社会的知性と感情１
１１．動物たちの社会的知性と感情２
１２．動物たちの社会的知性と感情３
１３．動物たちの意識と内省１
１４．動物たちの意識と内省２／総括と討論

 [履修要件]
特になし

心理学(講義IIb)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義IIb)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各回の出席、討論、及びレポートを総合的に評価する

 [教科書]
藤田和生 『比較認知科学への招待－こころの進化学』（ナカニシヤ出版）ISBN:4-88848-437-6（比
較認知科学の教科書。必携ではないが、講義内容の整理復習等に重要である）

 [参考書等]
  （参考書）
藤田和生 『動物たちのゆたかな心』（京都大学学術出版会）ISBN:9784876988228（講師のラボでお
こなわれた研究を中心にまとめた読み物）
藤田和生 『比較行動学－ヒト観の再構築』（放送大学教育振興会）ISBN:97845953124588（放送大
学の同名の科目の印刷教材。最新の比較認知科学の内容が平易に論じられている）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の講義内容を、レジュメや教科書、参考書などは参照し、整理しておくことが重要である。

（その他（オフィスアワー等））
受講者には、毎回の授業への出席と、積極的な質問や討論を期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義IId)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 板倉　昭二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会的認知発生論

 [授業の概要・目的]
社会性の発達は、社会生活を営む上で、極めて重要なことである。本講義では、人の発達を一生涯
の時間軸に伴う変化と捉え、特に社会的認知、すなわち、自己認知、他者認知、自他の関係、他ー
他の関係の理解の発達に焦点を当てる．心の理論の成立のメカニズムや意図理解のメカニズム、ま
た社会性の発達を推進するメカニズムやプロセスを理解することを狙いとする。

 [到達目標]
乳幼児期から老年期まで、人の一生を通した社会性の発達に関するプロセスやメカニズムを説明で
きるようになる。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし、講義の進捗状況によっては、順序を変え
ることもある。
１　発達科学とは何か
２　発達科学の方法
３　社会性とは何か
４　遺伝と環境
５　胎児の発達
６　新生児の能力
７　乳児期から児童期への発達
８　青年期
９　成人期
１０　老年期
１１　生涯発達
１２　社会脳について
１３　総括
１４　社会性の発達に関する課題
１５　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（８０点）および最後の授業時間内に課題を課す（２０点）

心理学(講義IId)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義IId)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。読んでおくべき論文や文献等紹介する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義IIe)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 蘆田　宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学講義IIe：知覚心理学 

 [授業の概要・目的]
人間の感覚・知覚について，視知覚を中心に概説する．心理物理学，解剖学，神経生理学などの知
見をあわせて感覚・知覚の諸機能とそのメカニズムについて理解を深めることを目的とする．

 [到達目標]
ヒトの知覚機能についての基本的事項を理解し、心理学におけるより先端的なトピックを理解する
ための基礎を習得する。

 [授業計画と内容]
次に挙げるトピックについて各１，２週ずつ講義を行う． 
・錯視と恒常性 
・色覚 
・明るさの知覚 
・運動視 
・立体視 
・顔の知覚 
・眼球運動 
・聴覚 
・味覚と嗅覚 
・多感覚相互作用 
・時間知覚と注意 
・美の知覚 
なお，順序，内容は変更する可能性がある．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（筆記）による．出席は評価対象としないが，授業中の発言等，特に積極的な参加が認め
られる場合に平常点として加味する可能性がある．

 [教科書]
北岡明佳編 『知覚心理学』（ミネルヴァ書房）ISBN:978-4-623-05769-6（購入は必須ではないが、
より包括的な理解のため強く推奨する。）

心理学(講義IIe)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義IIe)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.psy.bun.kyoto-u.ac.jp/ashida/local/ug2015.html(学内限定)

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義の後に教科書や関連する本、ウェブサイトなどを見て基本的事項を確認するとともに、各自の
興味に合わせてより詳細な理解を得るように努める。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設定しない．面談希望はメールで受け付ける．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５

授業科目名
　<英訳>

言語学(講義Ｉ)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 田窪　行則
教授 文学研究科 吉田　豊
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学講義I

 [授業の概要・目的]
言語学の目標は、言葉の分析を通して人間をより深く理解することにある。この授業では、言語学
の基礎的理論と方法を分かりやすく解説することによって、言葉の世界の楽しさと奥深さを同時に
体験する。

 [到達目標]
言語学の基本的な分野に関して、以下のことを理解する。
１）どのような現象が問題となっているのか。
２）その問題に対してどのような理論仮説があり、その現象がどのように説明されるのか。
３）それらの理論仮説を検証するためにどのような方法があるか。

 [授業計画と内容]
言葉を通して、人間理解にいたる道程は実に多様である。この授業では現代言語学の主要領域をカ
バーし、具体的で興味深い事例をあげながら解説する。次のトピックをカバーする

１．導入１
２．導入２
３．音声学１
４．音声学２
５．音韻論１
６．音韻論２
７．音韻論３
８．形態論１
９．形態論２
10．形態論３
11.　歴史比較言語学１
12.　歴史比較言語学２
13.　歴史比較言語学３
14   歴史比較言語学４
15． 試験

 [履修要件]
特になし

言語学(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



言語学(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
基本的な問題に関しては練習問題を課す。提出を求めない場合でも練習問題を前もって解いておく
必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
授業時間外の質問は随時受け付けるが、メール等でアポイントメントをとることが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６

授業科目名
　<英訳>

言語学(講義Ｉ)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 田窪　行則
教授 文学研究科 吉田　豊
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語の構造入門―語用論、意味論、統語論を中心に

 [授業の概要・目的]
言語学の目標は、言葉の分析を通して人間をより深く理解することにある。この授業では、言語学
の基礎的理論と方法を分かりやすく解説することによって、言葉の世界の楽しさと奥深さを同時に
体験する

 [到達目標]
言語学の基本的な分野に関して、以下のことを理解する。 
１）どのような現象が問題となっているのか。 
２）その問題に対してどのような理論仮説があり、その現象がどのように説明されるのか。 
３）それらの理論仮説を検証するためにどのような方法があるか。 

 [授業計画と内容]
言葉を通して、人間理解にいたる道程は実に多様である。この授業では現代言語学の主要領域をカ
バーし、具体的で興味深い事例をあげながら解説する。主なトピックとして、統語論、意味論、語
用論、言語と文化、言語の多様性、フィールドワークの方法を対象にする。

1．　	導入　語用論、統語論、意味論の違いを理解する。　　　　　　　　　　
2．	語用論１　間接発話行為
3．　	語用論２　会話の含意　
4．　	意味論１　単語の定義の仕方を学ぶ。「はとこ」を定義できるか。
5．　	意味論２　意味の合成　単語の意味から文の意味をどのように合成するか。
6．　	統語論１　自然言語の階層性　
7.　　　統語論２　句構造規則
8.　　  統語論３　変形規則の必要性
9.　　　言語の多様性
10．　　フィールドワークの方法１
11．　  フィールドワークの方法２　　　　　　　　　
12．　  言語と類型　　　
13.　　 消滅の危機に瀕した言語１
14.　　 消滅の危機に瀕した言語２
15.　　 試験

 [履修要件]
前期の言語学講義1を履修していることが望ましい。

言語学(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



言語学(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加（３０%）、筆記試験（７０%）

 [教科書]
プリント配布。再配布はしない。欠席などして、プリントをもらわなかった場合は、授業中に指示
するWIKIのページからダウンロードすること。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
いくつかの基本的現象に関しては練習問題を課す。提出の有無にかかわらず、授業の前に練習問題
を解いておく必要がある。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けない。面談が必要な場合は授業後に予約をとるか、メールにより予約をとる
こと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７

授業科目名
　<英訳>

言語学(講義II)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 田窪　行則
教授 文学研究科 吉田　豊
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学の歴史：20世紀前半まで

 [授業の概要・目的]
古代から20世紀前半までの言語研究の歴史を概観することによって，今日の言語学の研究方法や，
そこで用いられる概念・用語の成立の背景について理解することを目的とする．

 [到達目標]
2000年以上にわたる言語研究の流れの概要が把握され，現在使われている述語や概念の成立の事情
が理解できるようになる．

 [授業計画と内容]
人間と言語の関わりや言語ついての一般的なイメージについての説明した後に，以下のようなテー
マについて順次概説していく．
１．文字の成立など言語学以前の言語研究　(第一週、二週）
２．古代の言語研究（ヨーロッパ，インド，中国）（第三週、第四週）
３．中世から18世紀までの言語研究　（第五週、第六週）
４．19世紀：比較言語学　（第七週、第八週）
５．19世紀：言語地理学と音声学　（第九週、第十週）
６．20世紀前半：構造主義と記述言語学　（第十一週、第十二週）
７．20世紀：言語と社会および通言語学的視点　（第十三週、第十四週）
第十五週　試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する．

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は必要ないが，講義で配布された資料や言及された本に目を通すなどして復習をしなければ講
義内容を完全に把握することは難しい.

（その他（オフィスアワー等））
授業の後に相談を受け付ける．それ以外でも，メールなどで事前に時間を決めて面会する．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８

授業科目名
　<英訳>

言語学(講義II)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 田窪　行則
教授 文学研究科 吉田　豊
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  20世紀後半からの言語学の歴史

 [授業の概要・目的]
20世紀後半からの現代までの言語研究の歴史を概観することによって、今日までの言語研究の発展
やその背景について考えるとともに，言語学の基本的な概念や研究法を学ぶことを目的とする。本
年は類型論(言語普遍)を中心的に取り上げて、概説する。

 [到達目標]
さまざまな言語における言語事実を基礎知識として身につけ、言語の在り方についての理解は非常
に深める。この、言語事実の多様性を前提として、その背後に存在する通言語的な規則性が見出さ
れてきた歴史を把握する。

 [授業計画と内容]
20世紀後半以降、言語研究に大きな影響を及ぼした個人・組織を取り上げ、その成果について解説
する。解説は、時代別ではなく、以下の分野別に行ってゆく。

1.   はじめに: 概観
2.   生成文法
3.   研究と組織
4.   アスペクト研究、複文研究
5.   古典類型論とその問題点
6.   形態に関する言語普遍、有標性と階層
7.   語順に関する言語普遍
8.   能格性
9.　 音韻に関する言語普遍
10.　最適性理論
11.  語彙・意味に関する言語普遍
12.　メタファー研究
13.  形式意味論
14． 言語と認知
15.　試験

 [履修要件]
前期の言語学講義2を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
積極的な授業參加(30%)、定期試験(70%)

言語学(講義II)(2)へ続く↓↓↓



言語学(講義II)(2)

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
研究史をみてゆくため、挙げられる用語や人名は多目である。プリントを参考に復習していただき
たい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは設けない。面談が必要な学生は授業後に予約をとること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９

授業科目名
　<英訳>

社会学(講義)
Sociology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　公雄

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学の理論と応用

 [授業の概要・目的]
社会学の学説の流れと基礎概念について学習するとともに、社会学的な視点を身につけることを目
的とする。小説、流行、自殺といった具体的な社会現象・文化現象を入り口に、社会学の古典理論
を解説し、現代社会を社会学的に考察するための方法について講義を行なう。

 [到達目標]
社会学の概念を使いこなし、社会学的視点から現代社会を分析する力をつける

 [授業計画と内容]
１　オリエンテーション　社会学の見方
２　小説の社会学#8212近代社会の成立と社会学の誕生
　近代小説と社会学、マルクス、コント、スペンサーの社会理論、小説の社会学の展開
３　宗教の社会学#8212世界の意味と社会意識
　新宗教と近現代日本社会、ウエーバー、デユルケイムの宗教社会学、水子供養と戦後日本社会
４　自殺の社会学#8212社会学的方法をめぐって
　自殺の現在、デユルケイムの自殺研究
５　流行の社会学#8212模倣と伝播の社会理論
　戦後日本社会と流行、タルドとジンメルの相互作用論、戦後リゾートの流行史
６　社会システムという視点
　パレート、パーソンス、ルーマンの社会システム論
７　コミュニケーションの社会学#8212相互作用の社会理論
　コミュニケーション不全症候群、クーリー、ミード、ゴフマンの相互作用論
８　社会的格差と再生産の社会学
　ブルデユの社会学的視座
９　ジェンダーの社会学
　ジェンダー論入門、ジェンダーとセクシュアリティの社会理論、現代日本のジェンダー政策
１０　メディアの社会学
　メディアが作り出す「現実」、メディアの説得効果論
１１　ナショナリズムと戦争の社会学
　近代国民国家の形成とナショナリズム、戦争体験と戦後のミリタリー・カルチャー
１２　ポピュラーカルチャーの社会学
　文化社会学の視点、カルチュラル・スタデイーズと現代文化のゆくえ
１３　自白の社会学
　エスノメソドロジーの視点から虚偽自白を考える
１４　現代社会の諸課題と社会学の可能性
　ギデンス、ベック、バウマンの社会学

社会学(講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前後期それぞれのレポート試験および授業中のミニレポート等による。

 [教科書]
伊藤公雄編 『よくわかる文化社会学』（ミネルヴァ書房）
伊藤公雄・橋本満編 『はじめて出会う社会学』（有斐閣）

 [参考書等]
  （参考書）
適宜配布します

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０

授業科目名
　<英訳>

地理学(講義)
Geography (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 水野　一晴

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  地理学概説

 [授業の概要・目的]
　地理学の視点と方法論について，具体的な研究事例や学史的背景に触れながら概説する。とりわ
け，地理的知識，環境と人間の関係，そして自然や空間・立地といった基礎的な概念について，理
解を深めることを目的とする。地理学専修への分属志望者にとっては入門的な講義となる。

 [到達目標]
地理学の基本的な諸テーマについて, どのように検討・形成されてきたかを, 学史的発展をたどりつ
つ理解し，考察することができるようになる。

 [授業計画と内容]
　以下のようなテーマで，それぞれ１～３週の授業をする予定である。
前期（水野担当）
１．地形と環境変遷, ２．気候と水文環境, ３．植生と土壌, ４．自然環境と生態, ５．環境と人間生
活

後期（石川担当）
６．農業立地論，７．工業立地論，８．中心地論，９．都市システム，10．都市内部構造モデル

 [履修要件]
高校地理の履修の程度は問わない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後期，それぞれにおいて，平常点（出席）と試験で成績評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に必要ない

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義Ka)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 教育学研究科 野村　理朗
教授 教育学研究科 子安　増生
教授 教育学研究科 楠見　孝
准教授 国際高等教育院 齊藤　智
特定助教 教育学研究科 高橋　雄介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知デザイン特論

 [授業の概要・目的]
デザインという人間の営みを、脳・心・行動の３つの水準で捉える認知心理学の理論から、総合的
に考察することがこの授業の目的である。まず、脳・心・行動そのものがそれぞれどのようにデザ
インされているのかを知ることが重要である。次に、脳・心・行動のもつ制約と、その制約を逆手
に取った豊かな認知的活動との関連を考察する。その次に、脳・心・行動のどのようなはたらきが
どのような豊かなデザインを生み出しうるのかについての関連性を文芸・絵画の事例を取り上げて
考察する。最後に、豊かなデザインを生み出す能力を高めるために、脳・心・行動を発達させ、活
性化させるためのさまざまな環境要因について考察する。  

 [到達目標]
認知心理学の理論を基盤として，脳・心・行動そのものがどうデザインされているのかを知り，そ
れらと認知活動との関連，および豊かなデザインを生み出す能力を高めるための環境要因について
考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
１．ブレイン・サイエンス：脳のデザイン（野村理朗） 
２．モジュール性：心のデザイン（子安増生） 
３．遺伝子の機能：行動のデザイン（野村理朗） 
４．行動の制約（齊藤　智） 
５．記憶の制約（齊藤　智） 
６．思考と意思決定の制約（楠見　孝） 
７．パーソナリティのデザイン（高橋雄介） 
８．縦断研究のデザイン　（高橋雄介） 
９．言語芸術のデザイン　（楠見　孝） 
10．視覚芸術のデザイン　（子安増生） 
11．生育環境のデザイン　（野村理朗） 
12．エラーのデザイン　（齊藤　智） 
13．家族環境のデザイン　（高橋雄介） 
14．メディア・学習環境のデザイン（楠見　孝） 
15. 試験

 [履修要件]
特になし

心理学(講義Ka)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義Ka)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業の参加，試験などに基づく総合評価

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考図書，文献を活用して各回の要点を復習する

（その他（オフィスアワー等））
授業責任者連絡先　E-mailアドレス nomura@educ.kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義Kｂ)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 子安　増生

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  教育心理学概論Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　教育心理学の課題としての教育効果の検証という問題について詳しく説明した後，発達の基礎概
念と発達過程について，主として認知発達の視点から講ずる。 

 [到達目標]
　教育心理学の基礎となる発達心理学について，基礎的な研究と発展的な研究の両方を学ぶことに
より，その理解を深めることを目標とする

 [授業計画と内容]
　以下のテーマについて，1～3週の授業時間をあてる予定である。 
１．教育効果の検証
２．発達の基礎
３．発達段階論：出生前期から乳児期
４．視点の発達：幼児期①
５．心の理論の発達：幼児期②
６．児童期から老年期
７．認知発達の障害

 [履修要件]
　心理学などに関する予備知識は、特に必要としない。 
　後期の「教育心理学概論Ⅱ」とあわせて、教育心理学の主要なトピックスをカバーするが、相互
に独立して受講可能である。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業で学んだ発達心理学の知見を実査する力を評価する。そのため，子ども（12歳以下）を対象
として実施する調査結果を報告するレポートを中心に評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
子安増生ほか 『教育心理学（第３版）』（有斐閣）
子安増生・無藤隆編 『発達心理学Ⅰ』（東京大学出版会）
子安増生 『心の理論』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　特に必要としない。

（その他（オフィスアワー等））
教育学部『便覧』オフィスアワーの欄を参照

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１３

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義Kc)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 国際高等教育院 齊藤　智
助教 教育学研究科 佐伯　恵里奈

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  教育心理学概論II

 [授業の概要・目的]
　教育心理学における重要概念である「学習」と「記憶」について、特にその基本的な研究パラダ
イムを紹介する。各パラダイムを、問題設定、具体的な研究、そこから得られた結果の評価という
観点から論じることで、教育心理学分野において行われる研究の意味を考える。

 [到達目標]
　学習・記憶研究において用いられる基本的な研究パラダイムを、関連する理論的展開とともに理
解する。

 [授業計画と内容]
　以下の項目について講述する。各項目は、1～4週の授業時間において紹介されるが、それぞれは、
具体的な研究パラダイムとの関連で理解されるべきものである。そのため、基本的には、各種の研
究パラダイムを毎回のテーマとして設定し、授業を進めていく。

１．教育心理学における学習・記憶研究の役割【1週】
２．学習と記憶の基礎、記憶システムの構造【3～4週】
　妨害パラダイム、符号化パラダイム
３．学習結果の評価【3～4週】
　検索パラダイム、忘却パラダイム
４．認知活動における記憶の機能【3～4週】
　作動記憶パラダイム、意味記憶パラダイム
５．記憶機能の発達と障害【2～3週】
　作動記憶パラダイム、意味記憶パラダイム
６．学習・記憶研究の展開【1週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は、小テスト（40点）と学期末試験（60点）の結果に基づいて行う。
学習・記憶研究において用いられる基本的な研究パラダイムを、関連する理論的展開を含め、どの
程度理解できているかが成績評価の基準となる。

心理学(講義Kc)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義Kc)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回で紹介された研究パラダイムについて、十分な復習をしておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
前期の「教育心理学概論I」とあわせて、教育心理学の主要なトピックスをカバーするが、相互に
独立して受講可能である。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１４

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 大山　泰宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  臨床心理学概論Ⅰ

 [授業の概要・目的]
臨床心理学は，心理学のさまざまな潮流や精神分析，カウンセリングなどの多様な分野が融合した，
対人支援のための実践的な学問です。この授業では，臨床心理学の 1)基礎的な発想，2)さまざまな
思想的潮流，3)方法論，4)日本文化との関わり に関して講義していきます。要するに，臨床心理学
の入門と概説となる講義です。

 [到達目標]
この科目を通して，臨床心理学に関する基礎的な知識を得ることを目的としています。またさまざ
まな潮流や思想，学派等に関する，マッピングができるようになることも目的としています。

 [授業計画と内容]
以下のようなテーマについて、それぞれ2回程度の講義をおこないます。 

1. 臨床心理学とは -臨床という言葉の含意
2．臨床心理学のはじまり -臨床心理学の先人たち
3．精神分析の影響 -フロイト，アメリカへ行く
4．2つの大戦と臨床心理学 -アセスメント
5．カウンセリングと臨床心理学 -ロジャーズと教育
6．行動主義の影響 -「心」は必要ない
7．認知心理学の影響 -情報処理モデルの導入
8．日本の臨床心理学 -特殊か一般的か?

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　年度末には，筆記試験をおこないます。授業の理解度と，知識を自分なりに応用できるかを問う
ものです。そのうえで，年度末の筆記試験を8割，授業に関するフィードバック」の提出状況を2割
として，併せて評価します

 [教科書]
適宜，必要なプリントを配布するとともに，KULASISにアップします。  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
心理学史に関しても，積極的に勉強してください。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーに関しては，教育学部便覧を参照してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１５

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 松下　姫歌

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  臨床心理学概論II

 [授業の概要・目的]
心理療法とは何か，治癒や成長とは何か，という本質的問題を根底において，心理療法の基礎理論
である臨床心理学について概説する。
　臨床心理学の歴史的背景と代表的な３大潮流について概観し，それらの共通点と相違点を踏まえ
た上で，主として，ユングの分析心理学を中心に，その理論と実践のエッセンス，具体的な問題理
解の視点，研究・探究の視点について論じるとともに，他学派の心理療法の理論や関連領域の理論
との共通点や相違点についてもとりあげて論じる。
　これらを通じ，分析心理学的アプローチの基本となる点を理解すること，および，分析心理学の
理論をクリティカルに敷衍することで，心における普遍的問題と現代的問題とそのアプローチにつ
いて考え，理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
1) 臨床心理学の歴史的背景および代表的なアプローチの共通点と相違点を理解する。
2) ユングの分析心理学における基本理論を理解する。
3) 基本理論に基づいて実際の具体的問題を理解する。
4) 基本理論のエッセンスを見直すことで，新たな理解の視点を検討し，実際の具体的問題の理解を
深める。
5) ユングの分析心理学を理解し，他学派等の理論との共通点・相違点を検討することを通じて，心
理療法と臨床心理学の本質的理解を深める。

 [授業計画と内容]
1) オリエンテーション
2) 臨床心理学とは
3-4) 臨床心理学と心理療法　:　3大潮流をめぐって
5) ユングにおける心とイメージ
6-8) ユングにおける心の危機論
9-12) 心の危機論の敷衍　:　主体の問題
13-14) ユングのイメージ論と心理療法の本質
15) まとめ　

但し，学習の理解度に応じて，内容が変更される場合がある

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
１．毎回課す小レポート
２．授業の最終回に行う筆記試験
３．出席を前提とした授業への積極的参加度

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

を総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習
1)　臨床心理学や分析心理学に関連する書籍等をこれを機会に読んでみる。
2)　臨床心理学は心の生き死にに関わる学問であり，心が体験するありとあらゆることが関係する。
普段は，一見，臨床心理学とは関係しないと思っていなかったこと，むしろ正反対の領域と見られ
ているようなことでも，少し関連付けてみる発想や問題意識をもって，さまざまなことを自分なり
に調べてみたり，体験してみたりしてみる。

復習
1)　授業内容をおさらいして，理解度を確認する。
2)　授業を通じて得た知識や疑問等をきっかけに，さらに詳しく調べてみる。
3)　他の知識等ともすり合わせて，自分なりの理解を組み立てたり，パースペクティヴを広げ深め
てみたり，という知的作業をくりひろげてみる。

※直接の質問を受け付ける他，毎回の小レポートで考えたことや疑問等も受け付け，必要に応じて
フィードバックするといった形で，対話的に授業をすすめる方針。

（その他（オフィスアワー等））
【関連する科目】臨床心理学概論Ⅰ
【オフィスアワー】『便覧』を参照のこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１６

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義) 
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都府立大学　准教授 森下　正修

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  記憶、実行系機能と日常

 [授業の概要・目的]
　人の重要な認知機能は、その特性を厳密で単純な環境における実験室実験によって検討すること
が好まれてきた。一方で、現実の人間の生活は複雑であり、そうした実験から得られた知見がその
まま当てはまるとは限らない。今日の心理学研究では、こうした「基礎」と「応用・実践」の乖離
に対し鈍感でいることなく、両者を結びつけて人の日常行動を理解しようという機運が高まってい
る。
　この講義では、日常における認知的問題に関して、記憶および実行系機能の研究の観点から分析
・考察をおこなうことで、実験と日常生活を橋渡しするような心理学的問題意識と思考様式を身に
つけることをめざす。また、研究で用いられている具体的な認知課題の一部を講義内で実施し、記
憶や実行系機能に対する実感を伴った理解が得られるようにする。

 [到達目標]
　記憶や実行系機能に関する認知心理学的な知識を習得するとともに、それらをもとにした心理学
的な視点で、日常生活における行動や心的活動をとらえられるようになる。

 [授業計画と内容]
　授業で扱う予定のテーマは以下の通りである。
第1回　イントロダクション、認知心理学とは
第2、3回　記憶の基礎的理論とワーキングメモリ
第4～6回　複合スパンテストと認知能力（読解、知能など）
第7～10回　実行系機能と日常生活（マルチタスキング、無関連情報の抑制、自己制御）
第11～13回　ワーキングメモリ、実行系機能の向上
第14、15回　自伝的記憶とワーキングメモリ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（テーマごとの感想）と期末レポートで評価をおこなう

 [教科書]
独自に作成した講義プリントを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
とくに予・復習は求めないが、日常生活で人の行動や心の中での情報処理がうまくいっていないケ
ースについて心に留め、授業の内容と関連させながら聞いてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１７

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義) 
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 広島大学　総合科学研究科　教授 坂田　省吾

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  時間の生理心理学

 [授業の概要・目的]
　生体が生きていく上で時間軸は重要であり，動物にとって時間処理能力は必須のものである。動
物行動の時間的側面に焦点をあて，短い時間知覚から生命のリズム現象まで広い範囲を対象として，
時間の生理心理学を講義する。概日リズムを代表とする長いリズム成分と，インターバルタイミン
グとよばれる短い時間知覚について論じる。インターバルタイミングではピーク法を代表とするオ
ペラントの手法を解説し，行動のスカラー特性についても論じる。生理心理学的観点から脳波とイ
ンターバルタイミングの脳内メカニズムについても考察する。また心理学的観点から主観的な時間
の感じ方にも焦点をあて，生理心理学的に時間の考察ができるようになることを目標とする。

 [到達目標]
○動物行動の短い時間知覚から生命のリズム現象まで広い範囲の時間について理解できるようにな
る。
○サーカディアンタイミングとインターバルタイミングが説明できる。
○インターバルタイミングの脳内メカニズムについての研究方法が理解できるようになる。
○生理心理学的に時間の考察ができるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　時間の生理心理学とは　オリエンテーション
第２回　学習行動における時間の意味
第３回　神経系の構造と機能の概説
第４回　動物の脳の比較
第５回　感覚知覚と運動神経、自律神経系の基礎
第６回　動物実験から得られた脳と行動の関係
第７回　脳の発達、行動と脳波
第８回　脳波と睡眠・覚醒
第９回　学習と記憶と海馬
第10回　海馬θ波と行動
第11回　生物リズムのメカニズム
第12回　インターバルタイミング
第13回　視覚系と聴覚系、感覚情報処理と時間的行動
第14回　行動の時間的制御と脳
第15回　知識と考え方を問う試験とフィードバック

 [履修要件]
特になし

心理学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義) (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的参加による受講態度（40点）と最後の試験（60点）で総合的に評価する。

 [教科書]
　プリント等を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
古典的条件づけとオペラント条件づけについて予習と復習をしておくと講義の理解が深まる。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義ですので，可能な限り授業中に質問してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１８

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 こころの未来研究センター 阿部　修士

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  脳神経科学特論

 [授業の概要・目的]
本講義では前頭葉機能、記憶、情動、社会的認知を中心として、脳と認知機能の関係について最新
の知見を解説する。エッセンスをできるだけ平易に講義することで、認知神経科学の基礎を身につ
け、受講者がそれぞれの研究に活かせるようにすることを目的とする。なお一部の講義では、海外
の著名な研究者による講演を教材としてディスカッションを行うことで、発展的・建設的な思考能
力の習得を目指す。  

 [到達目標]
認知神経科学の基礎を身につけ、自信の研究に活かせるようにする。
認知神経科学の研究における発展的・建設的な思考能力を習得する。

 [授業計画と内容]
初回にオリエンテーションを行う。2週目以降は以下のような内容について、それぞれ2～3週の授
業を行う予定である。 

1. 認知神経科学の研究手法（神経心理学・脳機能イメージング） 
2. 前頭葉機能 
3. 記憶-過去の記憶の想起から未来の出来事のシミュレーションへ 
4. 情動の認知と発現 
5. 社会的認知（意思決定・道徳判断など） 

なお本講義の一部では、取り扱うトピックに関連する英語のTED talks（http://www.ted.com/talks）を
教材として用いる。TED talksでは世界的に著名な研究者による優れた講演が行われており、最新の
研究成果・現在のトレンド・英語によるプレゼンテーションの方法など、研究を行うために必要な
多くの知識とスキルを学ぶ貴重な機会を提供するものである。授業では認知神経科学者によるTED 
talks（字幕付き）を聞き、必要に応じて2－3名のグループ毎にディスカッションを行う予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
[評価方法] 
平常点（出席状況・授業中の発言）及びレポート。
４回以上欠席した場合には単位を認めない。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
必要に応じて資料を配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
初回のオリエンテーション時に、教材として使用するTED talk（http://www.ted.com/talks）について
の紹介を行う。予習は必須ではないが、繰り返し視聴することによって、理解を深めることが望ま
しい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１９

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学大学院　教授 渥美　公秀

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  グループ・ダイナミックス

 [授業の概要・目的]
本授業では、グループ・ダイナミックスの基本的な概念、理論、方法論について、災害ボランティ
アの現場を見据えて解説する。グループ・ダイナミックス（集団力学）とは、グループ（集合体）
---- 一群の人々とその環境（物的・制度的環境）の総体 ---- のダイナミックス（動き・変化）を研
究する学問分野である。その大きな特徴は研究姿勢にある。グループ・ダイナミックスでは、現実
の組織や地域の中に研究者が飛び込み、現場の改善・改革に向かって、現場の当事者とともに恊働
的実践を展開する。

 [到達目標]
ボランティア元年と言われた阪神・淡路大震災から東日本大震災まで20年にわたる災害ボランティ
アとの恊働的実践とアクション・リサーチを学び、グループ・ダイナミックスの切れ味を体験して
頂きたい。

 [授業計画と内容]
Ｉ 災害ボランティア活動の事例と論点の抽出：災害ボランティア活動の20年
II 災害ボランティア研究の概要
III　グループ・ダイナミックス
導入・理論・方法・実践・成果
IV　恊働的実践に見る切れ味
　災害ボランティアの初動（東日本大震災）
　　　救援現場のダイナミックス（阪神・淡路大震災）
　　　復興への取り組み（中越地震）
　　　減災と言わない減災
　　　新しい社会へ－被災地のリレー（阪神・淡路大震災－中越沖地震－東日本大震災）
V まとめ：現場へ行くということ

 [履修要件]
定員は教室収容定員。受講希望者は必ず第１回目の授業に出席すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
渥美公秀 『災害ボランティア：新しい社会へのグループ・ダイナミックス』（弘文堂）
杉万俊夫 『グループ・ダイナミックス入門 --- 組織と地域を変える実践学」』（世界思想社）

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
災害ボランティアに関する情報は、ネット上にたくさんあります。折に触れて見てください。そし
て、講義の内容との異同を確認し、異なる部分については、なぜ異なるのか考えてみてください。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２０

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学大学院　教授 渥美　公秀

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  グループ・ダイナミックス

 [授業の概要・目的]
本授業では、グループ・ダイナミックスの基本的な概念、理論、方法論について、災害ボランティ
アの現場を見据えて解説する。グループ・ダイナミックス（集団力学）とは、グループ（集合体）
---- 一群の人々とその環境（物的・制度的環境）の総体 ---- のダイナミックス（動き・変化）を研
究する学問分野である。その大きな特徴は研究姿勢にある。グループ・ダイナミックスでは、現実
の組織や地域の中に研究者が飛び込み、現場の改善・改革に向かって、現場の当事者とともに恊働
的実践を展開する。

 [到達目標]
ボランティア元年と言われた阪神・淡路大震災から東日本大震災まで20年にわたる災害ボランティ
アとの恊働的実践とアクション・リサーチを学び、グループ・ダイナミックスの切れ味を体験して
頂きたい。

 [授業計画と内容]
Ｉ 災害ボランティア活動の事例と論点の抽出：災害ボランティア活動の20年
II 災害ボランティア研究の概要
III　グループ・ダイナミックス
導入・理論・方法・実践・成果
IV　恊働的実践に見る切れ味
　災害ボランティアの初動（東日本大震災）
　　　救援現場のダイナミックス（阪神・淡路大震災）
　　　復興への取り組み（中越地震）
　　　減災と言わない減災
　　　新しい社会へ－被災地のリレー（阪神・淡路大震災－中越沖地震－東日本大震災）
V まとめ：現場へ行くということ

 [履修要件]
定員は教室収容定員。受講希望者は必ず第１回目の授業に出席すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
渥美公秀 『災害ボランティア：新しい社会へのグループ・ダイナミックス』（弘文堂）
杉万俊夫 『グループ・ダイナミックス入門 --- 組織と地域を変える実践学」』（世界思想社）

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

  （関連ＵＲＬ）
http://www.group-dynamics.org/sugiman/

 [授業外学習（予習・復習）等]
災害ボランティアに関する情報は、ネット上にたくさんあります。折に触れて見てください。そし
て、講義の内容との異同を確認し、異なる部分については、なぜ異なるのか考えてみてください。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２１

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  視覚科学　A

 [授業の概要・目的]
「視覚科学」と呼ばれる認知科学の一分野の概説を行なう。視覚科学Ａでは視覚科学のうち、「よ
く見てわかる(vision with scrutiny)」プロセスに焦点を当てる。

 [到達目標]
視覚に関する科学的研究の理解を通して、主観現象の科学である実験心理学の背後にある基本的な
考え方を学ぶ。基本的な事実の習得とともに、研究すべき問題の立て方、それに対するアプローチ、
実験結果の評価の仕方、を学ぶ。  

 [授業計画と内容]
多くのトピックを網羅的に概説するのではなく、いくつかの重要で興味深いトピックを「視覚科学」
の特徴が浮き彫りになるように解説したい。
以下のトピックを取り上げる
イントロダクション
視覚システムの基礎
３次元構造の知覚
物体認識
視覚記憶
視覚的注意

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への出席、及び期末試験

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った内容について、他の解釈、他の可能性、発展研究など、自分自身で考えてみること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２２

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  視覚科学　B

 [授業の概要・目的]
「視覚科学」と呼ばれる認知科学の一分野の概説を行なう。視覚科学Ｂでは視覚科学のうち、「一
目見てわかる（vision at a glance）」プロセスに焦点を当てる。

 [到達目標]
視覚に関する科学的研究の理解を通して、主観現象の科学である実験心理学の背後にある基本的な
考え方を学ぶ。基本的な事実の習得とともに、研究すべき問題の立て方、それに対するアプローチ、
実験結果の評価の仕方、を学ぶ。   

 [授業計画と内容]
多くのトピックを網羅的に概説するのではなく、いくつかの重要で興味深いトピックを「視覚科学」
の特徴が浮き彫りになるように解説したい。
以下のトピックを取り上げる。
イントロダクション
視覚システムの基礎
明るさ知覚と恒常性
テクスチャの知覚
シーンの知覚
視覚探索
眼球運動

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への出席と期末試験。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った内容について、他の解釈、他の可能性、発展研究など、自分自身で考えてみること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２３

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 月浦　崇

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知神経心理学A

 [授業の概要・目的]
脳の様々な疾患によって、ヒトの脳が損傷されると、その損傷した領域の違いによって、言語や行
為、記憶などの様々なタイプの高次脳機能障害が起こる。本講義では、これらの高次脳機能障害を
理解することによって、脳を媒介とした心理メカニズムを理解することを目指す。 

 [到達目標]
・ヒトのさまざまな認知機能が脳を媒体としてどのように表現されているのかについて，基礎科学
としての認知神経科学についての理解を深める．
・脳の疾患によって起こる様々な高次脳機能の障害についての臨床的観点からの知識を習得する．
・脳を介して心の働きを客観的に理解することを通じて，自らを客観的にみつめる力を体得する．

 [授業計画と内容]
　ヒトの高次な認知機能は脳を媒体としているが，脳が様々な疾患（脳梗塞・脳出血・変性疾患等）
によって（局所的に）損傷されると，その損傷領域の違いによって様々なタイプの高次脳機能障害
が起こる．その事実は，損傷した領域と障害を受けた脳機能との間の相関関係を我々に示し，そこ
から脳を媒体とした認知機能のメカニズムを推測することができるようになる．本講義では，様々
な高次脳機能障害を解説することによってその病態を臨床的に理解し，そこからヒトの高次な認知
機能の基盤となる脳内メカニズムを理解することを目指す．

講義で扱う内容は概ね以下のとおり．以下のテーマについて，１テーマあたり１～２週の授業を行
う．順番や番号は目安であり，多少変更する可能性もあります． 

　１．授業のガイダンスと神経心理学の方法の概説
　２．基本的脳解剖
　３．視覚認知の障害
　４．行為の障害
　５．言語の障害①
　６．言語の障害②
　７．記憶の障害①
　８．記憶の障害②
　９．感情と情動の障害
１０．前頭葉機能の障害
１１．神経心理学的検査①
１２．神経心理学的検査②
１３．「知・情・意」の神経心理学
１４．まとめ
１５．期末試験
１６．フィードバック（フィードバック方法は別途連絡します）

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
原則的に，筆記試験（100点）によって評価する．ただし，出席点（5点）を加えることもある．

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．配布資料についてはKULASISにもアップするので，自習の際に活用
すること．

 [参考書等]
  （参考書）
石合純夫 『高次脳機能障害学』（医歯薬出版）
山鳥　重 『神経心理学入門』（医学書院）
河村満・高橋伸佳 『高次脳機能障害の症候辞典』（医歯薬出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する．

（その他（オフィスアワー等））
履修希望者が教室定員を大きく超える場合は履修制限を行う．履修制限の方法は別途指示する．
オフィスアワーについては，KULASISを参照のこと．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２４

授業科目名
　<英訳>

心理学(特殊講義)
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 月浦　崇

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知神経心理学B

 [授業の概要・目的]
　ヒトの高次な認知機能は脳を媒体として制御されている．近年，機能的磁気共鳴画像法（fMRI）
などの脳機能イメージング法の発展により，ヒトの高次な認知過程に関連する脳の神経活動のパタ
ーンを可視化することが可能になってきている．本講義では，高次脳機能障害を呈する脳損傷患者
の事例と，健常者を対象とした高次脳機能に関連する脳機能イメージング研究を対比して解説し，
その基盤となる脳内機構を理解することを目指す．  

 [到達目標]
・ヒトのさまざまな認知機能が脳を媒体としてどのように表現されているのかについて，基礎科学
としての認知神経科学についての理解を深める． 
・脳機能イメージングの方法についての基礎的知識を習得する． 
・脳を介して心の働きを客観的に理解することを通じて，自らを客観的にみつめる力を体得する．

 [授業計画と内容]
　ヒトの高次な認知機能は脳を媒体として制御されている．ヒト認知機能の脳内メカニズムに関し
ては，伝統的に脳損傷患者を対象として損傷領域と特定の認知機能の障害パターンから研究が行わ
れてきた．しかし，近年の脳機能イメージング技術の発達により，健常者を対象として認知機能に
関与する脳内機構を可視化することが可能になってきた．本講義では，脳損傷患者に対する研究と
脳機能イメージング法から得られた様々な高次な認知機能を媒介する脳内機構の研究の両方を対比
して概説し，ヒトの高次な認知機能の基盤となる脳内機構を理解することを目指す． 

講義で扱う内容は概ね以下のとおり．以下のテーマについて，１テーマあたり１～２週の授業を行
う．順番や番号は目安であり，多少変更する可能性もあります． 

　１． 授業ガイダンスと神経心理学の方法の概説 
　２． 基本的脳解剖 
　３． 知覚の脳機能イメージング 
　４． 異種感覚統合と行為の脳機能イメージング 
　５． コミュニケーションの脳機能イメージング① 
　６． コミュニケーションの脳機能イメージング② 
　７． 記憶の脳機能イメージング① 
　８． 記憶の脳機能イメージング② 
　９． 感情と情動の脳機能イメージング 
１０． 前頭葉機能の脳機能イメージング 
１１． 社会的認知の脳機能イメージング 
１２．　脳機能イメージングの応用 
１３．　「知・情・意」の神経心理学 
１４．　まとめ 
１５．　期末試験 
１６．　フィードバック（フィードバック方法については別途指示します）

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
原則的に，筆記試験（100点）によって評価する．ただし，出席点（5点）を加えることもある．

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．配布資料についてはKULASISにもアップするので，自習の際に活用
すること．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する．

（その他（オフィスアワー等））
履修希望者が教室定員を大きく超える場合は履修制限を行う．履修制限の方法は別途指示する． 
オフィスアワーについては，KULASISを参照のこと．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２５

授業科目名
　<英訳>

心理学(演習Ｉ)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
助教 文学研究科 矢追　健

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  心理学演習I

 [授業の概要・目的]
３回生対象の演習。
受講者の研究発表とそれを題材とした討論をおこなう。
オリジナル研究を開始するための基盤を形成し、卒業研究への足がかりを作る。

 [到達目標]
研究発表の能力および討論の能力を身につける。また、卒業研究への取り組み方を理解する。

 [授業計画と内容]
各人が自由に選定した内容について研究発表し、その内容及びそれに関連した事柄について全員で
討論する。前期後期、それぞれ１回ずつの研究発表を課す。発表者は発表内容に関するレジュメを
配布する。発表はコンピュータを使用したプレゼンテーションが望ましい。討論への積極的な参加
が期待される。
授業計画の目安は以下の通りである。
第1回　研究発表の仕方などの説明
第2回～29回　学生の発表およびそれに関する討論
第30回　発表に関する講評

 [履修要件]
原則として、心理学専修に所属するものであること。
心理学実習I、講義Iを履修済みであることが望ましいが、必須ではない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表する内容のレジュメおよびパワーポイントの作成を着実に行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２６

授業科目名
　<英訳>

心理学(演習II)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 蘆田　宏
同志社大学　教授 櫻井　芳雄

助教 文学研究科 矢追　健

 

配当
学年  4回生のみ 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  心理学演習II

 [授業の概要・目的]
４回生対象の演習。
主に卒業研究に関する受講者の研究発表とそれを題材とした討論をおこない、卒業研究の遂行を支
援する。

 [到達目標]
卒業研究遂行における技術および討論の仕方を理解する。また、研究発表の技能を身につける。

 [授業計画と内容]
主に卒業研究の進捗状況あるいはそれに関連する事項に関して受講者が研究発表し、その内容をも
とにして全員で討論する。前期と後期に、それぞれ１回ずつの研究発表を課す。発表者は発表内容
に関するレジュメを配布する。発表はコンピュータを使用したプレゼンテーションが望ましい。討
論への積極的な参加が期待される。
第1回　発表の仕方およびレジュメ作成の仕方等の説明
第2回～29回　学生の発表およびそれに関する全体討論
第30回　発表に関する講評

 [履修要件]
心理学専修に所属する者であること。
原則として心理学演習Iを履修済みであることが必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表用のレジュメやパワーポイントの作成を着実に行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２７

授業科目名
　<英訳>

心理学(講読)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 藏口　佳奈

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  心理学英語文献講読

 [授業の概要・目的]
英語で書かれた論文から最新の知見を得ることは、心理学分野において必要不可欠である。まず前
期では、「科学英語を読むスキル」を向上させるため、実験心理学に関する英語教科書の輪読を行
う。実験心理学の基本的な考え方や分析手法に関する内容を精読し、論文を読む素地を養うことを
目的とする。心理学論文で頻出する用語や表現、また基礎的な統計手法に通じることで、今後より
多くの文献をスムーズに読み進めることができるだろう。また、実験計画や分析に関するディスカ
ッションの機会も設ける予定であり、実験時に留意すべき点についての理解を深めることも目指す。
そのため当該授業の内容は、実験心理学の論文を読むうえで必要な知識を習得するのみならず、実
習IIIや卒業論文において実際に実験を計画する際にも有益である。

 [到達目標]
実験心理学に関する英語文献を読むうえで必要な用語や表現に関する知識を習得する。
実験時および分析時に留意すべき点について、自ら考える力を養う。

 [授業計画と内容]
Richardson et al.「Critical Thinking in Psychology　Research Methods and Design in Psychology」の輪読
を行う。受講者には、数回程度レジュメを作成し発表してもらうことを予定している。担当箇所は
初回ガイダンスにおいて決定する予定である。発表担当でない場合でも、ディスカッション時には
積極的な参加が求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。評価対象となるのは、発表および授業内ディスカッションへの参加である。

 [教科書]
Richardson et al. 『Critical Thinking in Psychology　Research Methods and Design in Psychology』（
Learning Matters Ltd）ISBN:978-0857254696
こちらから使用する範囲のコピーを配布するため、各自での購入の必要はない。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
自身の発表担当範囲は前もって確認し、十分に準備を行うことが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２８

授業科目名
　<英訳>

心理学(講読)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 堀　裕亮

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  心理学英語文献講読

 [授業の概要・目的]
英語で書かれた学術論文を読みこなす能力は、多くの心理学分野にとって必須である。研究に必要
な情報を得るための「科学英語を読むスキル」を向上させることを目的として、後期は心理学関連
の学術論文を実際に読む。内容の正確さを担保しつつも、適度に要約して発表する練習をおこなう。

 [到達目標]
学術雑誌に掲載された英語論文を読んでその内容を理解し、簡潔に要約して説明できるようになる
ことを目指す。

 [授業計画と内容]
各受講者の興味に合わせて選定した心理学関連の実験論文を、発表形式で読んでいく。受講者には
期間内に１～数回、内容を要約したレジュメを作成し発表してもらうことを予定している。発表担
当でない回も、内容に関する質問をし、積極的にディスカッションに参加することが求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。評価対象となるのは，発表内容＋その他の項目（ディスカッションへの積極的
な参加）とする。

 [教科書]
使用しない
（論文のコピーを事前に配布する）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
自身の担当する論文を読み、その内容を要約したレジュメを作成する。可能であれば担当論文だけ
でなく、関連する論文なども読んで理解を深める。

（その他（オフィスアワー等））
前もってきちんと発表等の準備をしておくこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系２９

授業科目名
　<英訳>

心理学(実習Ｉ)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
准教授 文学研究科 蘆田　宏

同志社大学　教授 櫻井　芳雄

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  火4,5

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学基礎実験

 [授業の概要・目的]
心理学実験の基礎についての実習。心理学の多様な研究手法を、具体的作業を通じて学ぶ。

 [到達目標]
心理学の基礎的な研究手法を身につける。

 [授業計画と内容]
簡単な心理学実験を自ら実施し、データを集め、分析し、レポートにまとめる。前期は心理学連合
共通科目（心の先端研究ユニット提供科目）として実施され、文学部、教育学部及び総合人間学部
で提供される実習項目を選択する。内容は、レポート（論文）の書き方、知覚や記憶の研究法、動
物研究法、発達研究法、神経科学の基礎、質問紙法、調査法等が予定されているが、変更の可能性
もある。初回に内容の紹介と実習項目の選択のためのオリエンテーションがあるので、必ず出席す
ること（集合場所は掲示を参照）。後期は文学部のみで実施する。内容は、知覚、記憶、神経科学、
比較認知、認知発達などの発展的実習を実施する予定であるが、内容は変更される場合もある。心
理学専修を希望する者（あるいは希望する可能性がある者）は、２回生で履修することが望ましい。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と毎回のレポートによる

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回レポートが課されるので、着実に取り組むこと。また、必要に応じて、関連文献を精読するこ
と。

（その他（オフィスアワー等））
心理学専修希望者は必ず文学部で心理学実習Ｉとして登録すること（前期のみの全学共通科目とし
て登録しないこと）。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３０

授業科目名
　<英訳>

心理学(実習II)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 堀　裕亮

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学統計の基礎

 [授業の概要・目的]
実験心理学では実験から得られたデータの解析が欠かせない。この授業では心理学研究で用いられ
る統計解析手法について基礎から解説する。手法の原理を説明した後、それをコンピュータで実行
する方法を実習形式で解説し、実践的なデータ解析技術の習得を目指す。統計解析のためのフリー
ソフトウェアであるRを主に使用する。

 [到達目標]
・心理学研究で用いられる統計解析手法の原理を理解する。
・データを整理、要約、図示し、検定や推定を行うという一連の過程を自身でコンピュータを用い
て実行することができるようになる。

 [授業計画と内容]
各話題の解説を中心に講義し、それに関する実習を行う。

前期
１．イントロダクション、データの分類と整理
２．Rの基礎
３～４．データの要約
５～６．データの図示
７．相関係数
８．確率分布
９．母集団と標本
１０．統計的推定
１１．平均値を比較する
１２～１４．分散分析
１５．フィードバック

後期
１～２．ノンパラメトリック検定
３～４．検定力分析
５～７．線形モデルの基礎
８～１０．一般化線形モデル
１１．主成分分析
１２～１４．因子分析
１５．フィードバック

心理学(実習II)(2)へ続く↓↓↓



心理学(実習II)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回課す小課題（50点）および期末レポート（50点）により評価する

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Rを自身のPCにインストールし、実際に操作して使い方を練習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３１

授業科目名
　<英訳>

心理学(実習III)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 蘆田　宏
教授 文学研究科 板倉　昭二
助教 文学研究科 矢追　健
教授 文学研究科 藤田　和生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学特殊実験

 [授業の概要・目的]
３回生対象の実験実習。
各自が研究テーマを設定し、具体的研究を通じて、卒業研究への足がかりを得る。

 [到達目標]
心理学における実験計画の立案からデータの解析、発表の仕方および報告書の書き方を身につける
ことができる。

 [授業計画と内容]
受講者がそれぞれオリジナルの研究テーマを設定し、研究計画の策定から研究の実施、分析、まと
めを、年間を通しておこなう。
年間数回、進捗状況の報告が求められる。
初めて自分で計画した実験をおこなうことになるので、履修にあたっては、計画立案の段階からデ
ータのまとめに至るまで、教員、大学院生を始め、関連研究室の諸先輩に積極的に相談し、アドバ
イスを受けることが重要である。

 [履修要件]
原則として心理学専修に所属するものであること。
心理学実習I、講義Iを履修済みであることが望ましいが、必須ではない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。最終成果の研究発表が必須要件である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必要に応じて、関連文献を広く精査し、精読すること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３２

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義) 
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文献言語学の方法と諸問題

 [授業の概要・目的]
中央アジアで出土する文献を対象とした，文献学，言語学，歴史学，文化史学的研究の進め方を実
例に即して解説していく．本講義では主に，イスラム化以前のイラン系言語の文献（ソグド語，中
世ペルシア語，パルティア語，コータン語，バクトリア語）を対象にした近年の研究の紹介と関連
する問題を扱う．出土する文献は碑文であれ文書であれ断片であることが多く，そのような資料を
どのように扱うかについても解説する．

 [到達目標]
文献を使った言語の研究に関して，講義の中で紹介する研究の実例から，各自の研究に応用できる
ような問題設定や，研究手法，また研究成果の発表の仕方などの習得をめざす．

 [授業計画と内容]
ほぼ以下のようなテーマで講義を行う． 
１　導入：文献言語学と歴史言語学　文献を使った言語研究は言語史の解明にどのように貢献する
か．実例に即して解説する．（3回程度）
２　文字をめぐって：借用される文字体系と考案される文字体系　中央アジアの言語は本来文字を
持たなかったので，それらが文字化されるプロセスを実例に即して見ていく（5回程度）
３　出土文献の解読と歴史学・文化史学　文献の解読からあきらかになる歴史的事実や，宗教の歴
史などについて．特に金石文を使って研究（5回程度）

 [履修要件]
講義形式の授業である．
関連する科目には，吉田が別に行っている言語学の演習がある．特にイラン系の言語についての知
識は必要ないが，言うまでもなく零細な文献を読み解くことに関心がある受講者が望ましい．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は学期末に提出してもらうレポートと，授業への貢献（問題点の指摘や資料・話題提供）によ
って評価する．

 [教科書]
使用しない
毎回講義の内容と扱われる資料に関するプリントを配布する．

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義のための特別な予習や復習は必要としないが，講義で紹介される研究が，各自の研究を進める
ための手法や問題設定などの参考にできるように，具体的な問題意識を持っておく必要がある．

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特にもうけていないが，受講者には連絡先を教えるので事前に連絡してもらい面
談する時間を決める．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３３

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義) 
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文献言語学の方法と諸問題

 [授業の概要・目的]
中央アジアで出土する文献を対象とした，文献学，言語学，歴史学，文化史学的研究の進め方を実
例に即して解説していく．本講義では主に，イスラム化以前のイラン系言語の文献（ソグド語，中
世ペルシア語，パルティア語，コータン語，バクトリア語）を対象にした近年の研究の紹介と関連
する問題を扱う．出土する文献は碑文であれ文書であれ断片であることが多く，そのような資料を
どのように扱うかについても解説する．

 [到達目標]
文献を使った言語の研究に関して，講義の中で紹介する研究の実例から，各自の研究に応用できる
ような問題設定や，研究手法，また研究成果の発表の仕方などの習得をめざす．

 [授業計画と内容]
ほぼ以下のようなテーマで講義を行う予定である．
１　導入：文献言語学と歴史言語学　文献を使った言語研究は言語史の解明にどのように貢献する
か．実例に即して解説する．（2回程度）
２　文献言語学と言語研究：言語接触について　言語接触による語彙の借用と文法の変容をめぐっ
て． （4回程度）
３　文献言語の研究と分歩の歴史：イラン系の言語であるソグド語の不定詞の成立と冠詞の成立と
消失などについて． （4回程度）
４　出土するバイリンガル文献の種類とそれらをつかった研究について（4回程度）

 [履修要件]
講義形式の授業である． 
関連する科目には，吉田が別に行っている言語学の演習がある．特にイラン系の言語についての知
識は必要ないが，言うまでもなく零細な文献を読み解くことに関心がある受講者が望ましい． 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は学期末に提出してもらうレポートと，授業への貢献（問題点の指摘や資料・話題提供）によ
って評価する．

 [教科書]
使用しない
毎回講義の内容と扱われる資料に関するプリントを配布する．

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義のための特別な予習や復習は必要としないが，講義で紹介される研究が，各自の研究を進める
ための手法や問題設定などの参考にできるよう，具体的な問題意識を持っておく必要がある．

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特にもうけていないが，受講者には連絡先を教えるので事前に連絡してもらい面
談する時間を決める．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３４

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 上田　功

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「有標性」研究

 [授業の概要・目的]
「有標性」に関わるトピックをいくつか選び、文献の講読や講義を組み合わせながら、言語学的な
問題点や、これが示唆する発展的な問題について考察したい。

 [到達目標]
事象を客観的に観察して、背後に潜む規則性を発見し、そして一般化をおこなう能力、さらに複数
の考え方がある場合、どれが合理的であるかを論理的に考える能力、これらを言語事象を分析する
ことによって訓練する。

 [授業計画と内容]
有標性をめぐる諸問題について、音韻、統語、意味等の理論言語学的な問題、さらには言語習得と
有標性の関係等を考察する。取り上げるトピックは、1）有標性とは何か、2）幼児の音素獲得の順
序、3）等位節省略の類型的傾向と個別言語での容認度、4）成人の第2言語習得における難易度、
などであり、これらと有標性の関係を議論する。

 [履修要件]
言語学について、概論程度の知識があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
英語の資料を講読する場合、輪番に担当を指名することもある。平常点と、期末のレポートにより、
総合的に評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指示された予習、および復習が必要。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３５

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

神戸松蔭女子学院大学
文学部 学長・教授　 郡司　隆男

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  構成的意味論入門

 [授業の概要・目的]
文の意味をそれを構成する構成素の意味の関数としてとらえる構成的意味論 (compositional 
semantics) および、統語論と意味論とのインターフェースのあり方を概説する。モデル理論的意味
論に基づき、英語の文法現象のかなりの部分をカバーするような意味論を具体的に提示する。

教科書として採用する Pauline Jacobson によるテキストは、直接構成性(Direct Compositionality) のア
プローチをとり、文が統語的に構成されるのに並行して、構成された部分に対して、モデル理論的
な解釈が与えられる。論理形式 (LF) のような中間的な構造を想定する他の理論と随時比較検討し
ながら、数多くの現象を見ていく。

取り扱う現象としては、第1部（1章--9章）、第2部（10章--12章）の基礎的な構造を中心とするが、
時間に余裕があれば、第3部（13章--15章）以降の、焦点、否定極性、代名詞とその束縛にまつわる
様々な現象などを含む、高度のトピックにも触れたい。

 [到達目標]
(1) 形式意味論における構成性という概念を理解する。
(2) 形式意味論におけるモデル理論の役割を理解する。
(3) 英語の統語現象を意味論的な観点から見ることができる。
(4) 統語論と意味論のそれぞれの利点を理解し、その間のつながりを理解する。
      

 [授業計画と内容]
テキストに基づき、次にあげる章に沿ってそれぞれに、1、2週のペースで進んでいく予定。（第13
章以降の章は時間に余裕があれば入る。）

1. Introduction (24 pages)
2. Semantic foundations (15 pages)
3. Compositionality, Direct Compositionality, and the syntax/semantics interface (10 pages)
4. Expanding the fragment: Syntactic categories and semantic types (14 pages)
5. Transitive verbs: Resolving an apparent syntax/semantics mismatch (22 pages)
6. Categorial Grammar (19 pages)
7. The autonomy of syntax? (6 pages)
8. Adjectives, nouns, determiners, and more (20 pages)
9. Interlude: The semantics of variables and the lambda calculus (22 pages)
10. Returning to English: Generalized quantifiers (24 pages)
11. Ordinary NPs and type lifting (17 pages)
12. Generalized conjunction (7 pages)
13. Relative clauses: Sketching two accounts (37 pages)
14. Generalized quantifiers in object position: Two approaches (30 pages)

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

15. The interpretation of pronouns: Two accounts (49 pages)

 [履修要件]
生成文法の統語論に関する基本的な理解、および、集合、1階述語論理などの基礎的な知識があれ
ば望ましいが、必須ではない。
第1章の Appendix に集合と関数についての短い説明があるので、そこが理解できれば、それ以上の
知識は必要としない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
不定期の課題の提出状況とその成績、および期末のレポートによる。

 [教科書]
Pauline Jacobson 『Compositional Semantics: An Introduction to the Syntax/Semantics Interface』（Oxford 
University Press (2014)）ISBN:978-0-19-967715-3（ペーパーバック; ハードカバーは 978-0-19-967714-
6）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://sites.clps.brown.edu/compositional.sem(教科書の web site)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の進行状況に合わせて、教科書の次回の分を予習した上で授業に望むこと。
課題は教科書のそれまでの事項の復習も兼ねるので、その際にしっかりと教科書の記述を理解して
から臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
Office Hour はとれないので、わからないところは授業中に質問するか、
gunji@shoin.ac.jp にメールすること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３６

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義) 
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

東北大学　　　　　　　　　　
東北アジア研究センター 教授 栗林　均

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル文字・モンゴル文語概説  

 [授業の概要・目的]
モンゴル文語は13世紀初にウイグル文字をもってモンゴル語を表記するようになって成立したもの
で、その後800年以上にわたってモンゴル民族の書き言葉として用いられてきた。本講義では、モ
ンゴル文字の書法の原理、モンゴル文字とモンゴル語（口語）との関係、モンゴル文字とモンゴル
文語の変遷、さらにモンゴル文字の文字コード標準化の問題について考察する。

 [到達目標]
モンゴル文字とモンゴル文語を実例として学びながら、文字表記および書記言語を共時的、通時的
に研究する際の問題点について理解する。

 [授業計画と内容]
　１時限目～　２時限目：モンゴル文字入門
　３時限目～　４時限目：モンゴル文字とモンゴル文語の研究史
　５時限目～　６時限目：モンゴル文字による綴り字法の原理
　７時限目～　８時限目：モンゴル文字のローマ字転写の原理と方法
　９時限目～１０時限目：モンゴル文字とモンゴル文語の変遷（１）
１１時限目～１２時限目：モンゴル文字とモンゴル文語の変遷（２）
１３時限目～１４時限目：モンゴル文字のコード標準化の問題
１５時限目　　　　　　：まとめ、補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（クイズ）３０％
レポート７０％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業について復習し生じた疑問、自学して生じた疑問等、質問があれば随時取り上げて検討したい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３７

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トカラ語入門

 [授業の概要・目的]
トカラ語とは現在の中国新疆ウイグル自治区でかつて使用されていた言語で、系統的にはインド・
ヨーロッパ語族に属し、しかも多くの点で同じケントゥム語群に分類される西方のケルト語やラテ
ン語との類似性を示している。東の端に位置するトカラ語がケントゥム語群に属する理由として、
この言語の話者たちが西ヨーロッパから中央アジアに至る長い道のりを移動したことが考えられる。
トカラ語の言語資料は西暦６世紀から８世紀頃にかけて書かれた仏教の経典の翻訳を主とし、それ
らの文書は２０世紀初頭ドイツ、フランス等の国々が派遣した中央アジア探検隊の発掘調査により
もたらされた。その出土地はシルクロード天山南路に沿った東からトルファン、カラシャール、ク
チャ等のオアシス諸都市で、東トカラ語（トカラ語A）と西トカラ語（トカラ語B）の２つの方言
に区別され、６世紀から８世紀にかけての主に仏典の翻訳を中心とした写本が残されている。トカ
ラ語は１０世紀にはウイグル族に征服され死語になったと考えられている。
 本講義ではインド・ヨーロッパ比較言語学の方法に基づいて、トカラ語の発音から始めて、形態、
統語、そしてトカラ語Aおよびトカラ語Bのテキストを講読するレベルまで力をつけることを目指
している。
 

 [到達目標]
トカラ語の音韻体系、印欧祖先からの音変化、名詞類の変化を習得することができる。

 [授業計画と内容]
第１回授業から第３回授業：トカラ語について。トカラ語の発音について。 
第４回授業から第７回授業：トカラ語の名詞の格変化について。 
第８回授業から第１２回授業：トカラ語の形容詞および分詞の変化について。 
第１３回授業から第１５回授業：トカラ語の代名詞の変化について。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後期学期末レポートと出席点に基づいて評価する。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Krause, Wolfgang/ Thomas, Werner  『Tocharisches Elementarbuch』（Carl Winter）ISBN:１９６０年出
版でISBNはありません
上記教科書のプリントをこちらで準備して授業中に配布。 

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください 。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３８

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トカラ語入門

 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的)

トカラ語とは現在の中国新疆ウイグル自治区でかつて使用されていた言語で、系統的にはインド・
ヨーロッパ語族に属し、しかも多くの点で同じケントゥム語群に分類される西方のケルト語やラテ
ン語との類似性を示している。東の端に位置するトカラ語がケントゥム語群に属する理由として、
この言語の話者たちが西ヨーロッパから中央アジアに至る長い道のりを移動したことが考えられる。
トカラ語の言語資料は西暦６世紀から８世紀頃にかけて書かれた仏教の経典の翻訳を主とし、それ
らの文書は２０世紀初頭ドイツ、フランス等の国々が派遣した中央アジア探検隊の発掘調査により
もたらされた。その出土地はシルクロード天山南路に沿った東からトルファン、カラシャール、ク
チャ等のオアシス諸都市で、東トカラ語（トカラ語A）と西トカラ語（トカラ語B）の２つの方言
に区別され、６世紀から８世紀にかけての主に仏典の翻訳を中心とした写本が残されている。トカ
ラ語は１０世紀にはウイグル族に征服され死語になったと考えられている。
 本講義ではインド・ヨーロッパ比較言語学の方法に基づいて、トカラ語の発音から始めて、形態、
統語、そしてトカラ語Aおよびトカラ語Bのテキストを講読するレベルまで力をつけることを目指
している。
後期は前期に終了した箇所の次の項目から授業を行う予定である。
 

(

 [到達目標]
トカラ語の動詞体系とその活用を習得し、トカラ語のテキストが読めるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回授業から第５回授業：トカラ語の動詞の変化について。 
第６回授業から第１０回授業：トカラ語Aによるテキスト講読。 
第１１回授業から第１５回授業：トカラ語Bによるテキスト講読。

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後記学期末レポートと出席点に基づいて評価する。

 [教科書]
Krause, Wolfgang 『Tocharisches Elementarbuch』（Carl Winter）
上記教科書のプリントをこちらで準備して授業中に配布。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系３９

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

神戸大学　　　　　　　　　　
大学院国際文化学研究科 教授 定延　利之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  言語とコミュニケーションにおける体験の意味

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、本来的に他者とは共有できない個人的な体験というものが我々の言語やコミュ
ニケーションにどのような形で取り込まれているのかを、日常の卑近な日本語を通じて明らかにす
ることである。具体的な考察対象は、時制・アスペクト・ムードの他、間隔表現、場所表現、声質、
頻度表現、人称制限など、広範囲に及ぶ。それらにおいて、体験と知識の違いがどのような意味を
持っているのかを検討し、さらに、言語学とコミュニケーション論のつながりも考えてみたい。

 [到達目標]
人間の世界認識と言語・コミュニケーションの関係についての基本的事項を理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
各回の授業の概要は以下の通りだが、受講者の理解度に応じて変更の可能性がある。
第1回　知識と体験
第2回　間隔表現１
第3回　間隔表現２
第4回　体験と場所表現
第5回　体験と声質
第6回　体験と時制１
第7回　体験と時制２
第8回　体験とアスペクト・ムード１
第9回　体験とアスペクト・ムード２
第10回　体験とコミュニケーション１
第11回　体験とコミュニケーション２
第12回　体験と人称制限１
第13回　体験と人称制限２
第14回　総括
第15回　期末試験
第16回　フィードバック（試験の結果と出題者の意図を知らせ、模範解答を例示・解説して学生の
自習を支援する）

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）で評価する。

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配布する予定です。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
完全な積み上げ式になるので、復習を心がけてほしい（授業中に適宜、受講者の理解度を確かめる
調査をおこなう予定）。  

（その他（オフィスアワー等））
　学外非常勤ですが、予約をとってもらえば相談に乗ることは可能です。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４０

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 武内　康則

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア文字文化の研究 

 [授業の概要・目的]
本講義では、東アジアで漢字との接触により誕生した一連の文字およびそれらの文字によって記録
された言語について扱う。本年度は関連領域の研究論文の精読により、文字資料の研究史について
概説し、その研究方法について検討する。
 

 [到達目標]
文字とその背後にある言語との関係や古語文献資料の研究方法論について理解し、
それらの資料の研究に取り組む能力を養う。  

 [授業計画と内容]
ほぼ以下のようなテーマで講義を行う。

１　導入：第1回～第2回
文字と言語
漢字系文字とその研究史

２　研究方法：第3回～第8回
漢字音写資料の扱いと漢語音韻史
文字表記の背後にある言語の復元

３　文献の解読：第9回～第14回
考古資料・漢文資料の扱い
文献資料に反映される言語と文化

４　討議：第15回～

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（80％）・平常点（20％）

 [教科書]
プリントを配布する。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を自主的に学習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４１

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知文法、構文文法の最新の動向を把握すると共に、得られた知見を受講者各自の
研究テーマへと発展的に応用させることを目的とする。  

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
認知言語学の代表的な学術雑誌である Cognitive Linguistics や、近刊の論文集を中心とし、受講者各
自の興味関心に応じ、英語論文を各回1本ずつ取り上げる。担当者が論文の概要を発表し、その内
容について、全員でディスカッションを行う。論文の担当は、初回授業で割り当てる。1本の論文
（20～30ページ程度）を1名ないし2名で担当する予定。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
・大学院生を主体とした演習授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４２

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義)
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

 [授業の概要・目的]
この授業では、認知意味論を中心に取り扱い、メタファーやメトニミー、イディオムなど言語の意
味拡張に関わる様々な現象を考察する。

 [到達目標]
・認知言語学の理論的枠組みを理解し、言語学的研究に応用する観点を習得する。
・言語事象に対する観察力を養う。

 [授業計画と内容]
はじめに認知意味論の理論的発展と現在の動向を概要した後、具体的な事例研究を扱う英語論文を
取り上げる。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々な言語における意味的現象を考察
する。受講者はその論文内容の発表を順に担当すること。その内容に基づき、受講者相互で議論を
深めていく。

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。
・大学院生を主体とした演習授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート (70%)、授業への取り組みの状況（30%) から総合的に評価する。

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定された論文を読み、問題点を明らかにした上で授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４３

授業科目名
　<英訳>

言語学(特殊講義) 
Linguistics (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 白眉センター 西本　希呼

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目 オーストロネシア諸語言語・文化概論 （英訳）An Introduction to Austronesian Studies

 [授業の概要・目的]
本講義では、マダガスカル語諸方言およびポリネシア諸語を中心に取り上げ、それらの言語を通じ
て、(1) 個別の言語の音声学・音韻論、形態・統語論、記述言語学的観点・言語類型論的観点から
の分析、(2) オーストロネシア諸語圏の言語及びその話者地域の人と文化、(3)現代のオーストロネ
シア諸語研究の潮流と展望について概説する。

オーストロネシア語族は、北は台湾、南はニュージーランド、東はイースター島、西はマダガスカ
ルと、広範囲に分布している。詳しく取り上げる言語はマダガスカル語、ポリネシアの諸言語とす
る。
言語学的視点のみならず、自然と人間、植物利用、在来知識といった様々な視点から、同語族の地
域・人・文化を考察する。あわせて、同地域（及び近隣地域）が抱える言語政策問題、言語ドキュ
メンテーション、フィールド言語学の方法論についても探求する。

 [到達目標]
本講義を通じて、(1)映像資料、音声資料を通じた視覚的理解及び、自ら問題点を考える能力を培う
こと、(2)論文（主に英語）を読み進め多角的視点から柔軟に分析する能力を育成することを目標と
する。

 [授業計画と内容]
・オーストロネシア諸語入門（1）オーストロネシア語圏とは？
・オーストロネシア諸語入門（2）フィールドワークの現場より
・オーストロネシア諸語入門（3）オーストロネシア諸語研究の潮流
・マダガスカルの言語（形態論、統語論）
・マダガスカルの言語（言語類型論的考察）
・オセアニア諸語概論
・ポリネシアの諸言語(1)
・ポリネシアの諸言語(2)
・数と言語、在来知識と言語、無文字社会の文化
・植物利用、食文化、民族植物学
※順番や内容は若干変わる可能性あり
ほか、授業の途中で、フィールドワークでの映像資料、オーストロネシア諸語圏に関連する動画資
料を閲覧する。

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点40％（授業後に授業の感想・コメントシートの提出）、レポート提出60％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
＊特に予習・復習は必要としないが、配布資料は随時授業時に持参のこと
＊必要な場合は授業連絡メールで論文を添付する

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４４

授業科目名
　<英訳>

言語学(基礎演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  言語研究の現代的手法

 [授業の概要・目的]
現代の言語研究を綜合的に理解するための、現代の古典にあたる基礎的論文をテキストにして、重
要な概念や分析手法をまなぶ。前期は形態論と文法範疇を取り上げる。

テーマは以下の通り
1. 語と接辭・接語
2. 主要部標示と從屬部標示
3. 品詞

 [到達目標]
形態論と文法範疇についての基礎的な知識と分析手法を身につける。

 [授業計画と内容]
テキストとする論文には豐富なデータと分析例があるので、あらかじめ指定の部分をこなしてきて
いただく。この授業では言語學に初めて接する履修者を想定し、基本的な用語法などについては適
宜追加の解説をする。その知識を基に、毎囘受け持ちの人を決めて練習問題を解いてゆく。
授業においては、こちらからの一方通行的な知識提供に終始するのではなく、データ分析に共同で
取り組んだり、議論を重ねながら、知識の運用とその方法について議論を深めていくつもりである。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業參加、課題によつて綜合的に評價します。詳しくは第1回目の授業で。

 [教科書]
必要なレファレンスは指示する。テキストとする論文については自分で入手しなければならない。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に指示される資料に目を通してくること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しませんが、アポイントメントをとつて下されば質問などに應じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４５

授業科目名
　<英訳>

言語学(基礎演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  言語研究の現代的手法

 [授業の概要・目的]
現代の言語研究を綜合的に理解するための、現代の古典にあたる基礎的論文をテキストにして、重
要な概念や分析手法をまなぶ。後期は統語論を中心に取り上げ、音韻や意味についても短い論文を
みる。

テーマは以下の通り
1. 他動性
2. 名詞句の接近可能性
3. 目的語
4. 韻律
5. レアリス・イレアリス

 [到達目標]
統語論についての基礎的な知識と分析手法を身につける。

 [授業計画と内容]
テキストとする論文には豐富なデータと分析例があるので、あらかじめ指定の部分をこなしてきて
いただく。この授業では言語學に初めて接する履修者を想定し、基本的な用語法などについては適
宜追加の解説をする。その知識を基に、毎囘受け持ちの人を決めて練習問題を解いてゆく。
授業においては、こちらからの一方通行的な知識提供に終始するのではなく、データ分析に共同で
取り組んだり、議論を重ねながら、知識の運用とその方法について議論を深めていくつもりである。

 [履修要件]
25年度言語学基礎演習(前期)、またはその授業内容と同水準の知識をもつ者に限ります。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業參加(60%)、課題(40%)によつて評價します。

 [教科書]
必要なレファレンスは指示する。テキストとする論文については自分で入手しなければならない。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に指示される資料に目を通してくること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設定しませんが、アポイントメントをとつて下されば質問などに應じます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４６

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田窪　行則

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  琉球宮古語概説

 [授業の概要・目的]
琉球列島で話されている言葉は、日本語の姉妹語であり、唯一、同じ祖語を有する姉妹語であるこ
とが証明されている。しかし、両者の差は大きく、互いに意思疎通は不可能である。また、琉球諸
語は５つの言語に分類される（奄美、沖縄、宮古、八重山、与那国）が、これらの言語間でも意思
疎通が不可能なほど違っている。琉球諸語はいわゆる危機言語（消滅の危機に瀕した言語）であり、
宮古語もその例外ではない。母語話者は６０代であり、すでに次の世代への継承を行っていない。
この授業では宮古語の標準的な方言をまなび、この言語が日本語と同系であることを理解し、同時
に、この言語が日本語話者とは相互理解性を欠いている言語であることを実感してもらう。また、
消滅の危機に瀕した言語を記録、保存する方法についても学ぶ。 

 [到達目標]
１．日琉祖語から琉球諸語、日本語諸方言への変化の基本を理解し、その対応関係を理解する。 
２．琉球諸語が日本語と系統を同じくしながらも、相互理解不可能であり、別の言語であるとみる
ことができることを実感する。 
３．宮古語の威信方言である平良方言等の基本的文法を理解する。 
４．宮古語の諸方言間の差異が日本語の諸方言間の差異に匹敵するほど異なることを理解する。 
５．日本の消滅危機方言に関してその記録、保存の方法について理解し、実践できるようになる。 

 [授業計画と内容]
１回目：導入　琉球諸語と日本語　宮古方言の概説 
２回目：基本格形式 
３回目：基本的な発音と表記 
４回目：基本的な音対応１ 
５回目：基本的音対応２ 
６回目：基本的な形容詞、動詞、 
７回目：基本的な動詞の活用　連用形 
８回目：基本的な動詞の活用　否定形 
９回目：基本的な動詞の活用　命令形 
10回目：談話の書き起こし 
11回目：談話の書き起こし 
12回目：他の宮古方言の紹介 
13回目：他の琉球語の紹介１ 
14回目：他の琉球語の紹介２ 
15回目：試験

 [履修要件]
音声学の基本的知識があることが望ましい。

言語学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的参加（３０％）、宿題提出（３０%）レポート課題提出（４０%）

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業中に紹介する琉球諸語、言語記述に関する資料を紹介するので読んでおくこと。関連URLも参
照。 

  （関連ＵＲＬ）
kikigengo.jp(宮古語池間方言のデジタル博物館)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回宿題がでるので宿題をして、授業に臨むこと。授業中に配布する資料を読んで置くこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４７

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 田窪　行則

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  琉球沖縄語概説

 [授業の概要・目的]
琉球列島で話されている言葉は、日本語の姉妹語であり、唯一、同じ祖語を有する姉妹語であるこ
とが証明されている。しかし、両者の差は大きく、互いに意思疎通は不可能である。また、琉球諸
語は５つの言語に分類される（奄美、沖縄、宮古、八重山、与那国）が、これらの言語間でも意思
疎通が不可能なほど違っている。琉球諸語はいわゆる危機言語（消滅の危機に瀕した言語）であり、
沖縄語もその例外ではない。母語話者は７０代、８０代であり、すでに次の世代への継承を行って
いない。この授業では沖縄語首里方言、那覇方言をまなび、この言語が日本語と同系であることを
理解し、同時に、この言語が日本語話者とは相互理解性を欠いている言語であることを実感しても
らう。また、消滅の危機に瀕した言語を記録、保存する方法についても学ぶ。 

 [到達目標]
１．日琉祖語から琉球諸語、日本語諸方言への変化の基本を理解し、その対応関係を理解する。 
２．琉球諸語が日本語と系統を同じくしながらも、相互理解不可能であり、別の言語であるとみる
ことができることを実感する。 
３．沖縄語の威信方言である首里、那覇方言の基本的文法を理解する。 
４．沖縄語の諸方言間の差異が日本語の諸方言間の差異に匹敵するほど異なることを理解する。 
５．日本の消滅危機方言に関してその記録、保存の方法について理解し、実践できるようになる。 
 

 [授業計画と内容]
１回目：導入　琉球諸語と日本語　沖縄語の概説 
２回目：基本格形式 
３回目：基本的な発音と表記 
４回目：基本的な音対応１ 
５回目：基本的音対応２ 
６回目：基本的な形容詞、動詞、 
７回目：基本的な動詞の活用　連用形 
８回目：基本的な動詞の活用　否定形 
９回目：基本的な動詞の活用　命令形 
10回目：談話１ 
11回目：談話２ 
12回目：他の沖縄方言の紹介 
13回目：他の琉球語の紹介１ 
14回目：他の琉球語の紹介２ 
15回目：試験

言語学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)  (2)

 [履修要件]
音声学の基礎知識があるほうが望ましい。前期の宮古語の授業を聞いていることがのぞましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への積極的参加（３０％）、宿題提出（３０%）レポート課題提出（４０%）

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
西岡敏・仲原譲 『沖縄語の入門ーたのしいウチナーグチ』（白水社）ISBN:4560067716
他の参考書は授業中に紹介する。

  （関連ＵＲＬ）
kikigengo.jp(宮古語池間方言のデジタル博物館)

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回宿題がでるので宿題をして、授業に臨むこと。授業中に配布する資料を読んでおくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４８

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)　
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世・古代イラン語文献研究

 [授業の概要・目的]
中世イラン語及び古代イラン語の文献の言語の文法を学びテキストを読解していくとともに，言語
面での研究の歴史や問題点について考察する．

 [到達目標]
この授業で学習する今は死んだイラン系の言語の表記体系と文法の概要，および残された文献につ
いて，基本的な知識を有するようになることが到達目標である．また研究の歴史と現在の課題につ
いても一定の知識を有するようになることも目標の一つである．

 [授業計画と内容]
今年度はコータン語およびアヴェスター語の文献を読んでいくつもりである．希望があれば，それ
ら以外の言語を扱う． 初回は言語や関連する事項について説明するが，その後は初習の語学に準じ，
教材に添って，毎回一定程度ずつ文法知識の確認と，関連する練習問題を解いていく形態である．
必要に応じて写本の写真などを見て，研究の実際に触れる．また残された文献の内容面についての
理解を深めていくために，宗教や歴史に関する参考文献なども参照する．

 [履修要件]
上記の言語に関する予備知識がない学生は事前に相談すること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点．

 [教科書]
プリントを用意する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
練習問題を解いて問題意識をもって授業に臨む必要がある．

（その他（オフィスアワー等））
授業等の相談については，メールや電話によって事前に時間を決めてから受け付ける．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系４９

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)　
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世・古代イラン語文献研究

 [授業の概要・目的]
中世イラン語及び古代イラン語の文献の言語の文法を学びテキストを読解していくとともに，言語
面での研究の歴史や問題点について考察する．  

 [到達目標]
この授業で学習する今は死んだイラン系の言語の表記体系と文法の概要，および残された文献につ
いて，基本的な知識を有するようになることが到達目標である．また研究の歴史と現在の課題につ
いても一定の知識を有するようになることも目標の一つである．

 [授業計画と内容]
前期からの続きとして，コータン語およびアヴェスター語の文献を読んでいくつもりである．授業
の形態も前期と同じである．初回は，後期から授業に参加する学生のために言語についての解説を
行い，その後は毎回文法事項の確認と練習問題を解いていく．なお希望があれば，ソグド語や中世
ペルシア語などこれら以外の言語を扱う． 
必要に応じて写本の写真などを見て，研究の実際に触れる．また残された文献の内容面についての
理解を深めていくために，宗教や歴史に関する参考文献なども参照する．

 [履修要件]
上記の言語に関する予備知識がない学生や前期の授業を履修していない学生は事前に相談すること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点．

 [教科書]
プリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
練習問題を解いて問題意識をもって授業に臨む必要がある．

（その他（オフィスアワー等））
授業等の相談については，メールや電話によって事前に時間を決めてから受け付ける．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５０

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪学院大学　情報学部　准教授 笹間　史子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  調音音声学 

 [授業の概要・目的]
世界の言語の大半は音声を媒体としており、音声学の知識は言語記述に欠かせない。一般に音声の
記述には国際音声学会が定めたIPA（International Phonetic Alphabet, 国際音声記号）が用いられる。
本演習は、実習をとおしてIPAに習熟することを目的とする。 

 [到達目標]
IPAの発音・聞き取りの習得をとおして、さまざまな言語音の記述をおこなうための基礎をつくる。

 [授業計画と内容]
音声器官、気流、発声について説明したのち、IPAの発音・聞き取り練習をおこなう。 
１．音声器官のしくみ 
２．気流 
３．発声 
４．子音（肺気流） 
５．子音（非肺気流） 
６．母音（基本母音） 
７．その他の母音 
８．超分節素

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30点）、聞き取りテスト（２回、各15点）、期末におこなう発音テスト（40点）により評
価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中にできるようにならなかった発音については、CDやネット上の音声も活用しながら、よく
練習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５１

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  韓国語韓国社会実地研修  

 [授業の概要・目的]
ソウル大学において、ソウル大学言語教育研究所（LEI）および国際研究大学院（GSIS）の協力を
得て実施する。韓国語の習得および韓国の社会と文化の概要を学ぶことを目的とする。授業は原則
として英語により実施する。 

 [到達目標]
入門レベルの韓国語を習得し、また韓国の社会と文化について理解を深める。

 [授業計画と内容]
（1）文学部で渡航前のオリエンテーション（昨年度参加者の体験報告など） 
（2）７月末～８月　（予定、変更の可能性あり） 
①ソウル大学言語教育研究所（LEI）において、3週間、週5日間、毎日午前9時から午後1時まで（1
日あたり4時間）、韓国語の授業を受講。クラス分けテストにより、各人の能力に応じたクラスに
所属。初心者も可。詳細は以下を参照。 
http://lei.snu.ac.kr/site/jp/klec/3Week-Intensive/course.jsp 
②国際研究大学院（GSIS）において、韓国の社会と文化についての講義を受講（12時間）。および
各人テーマを決めてソウル市内においてフィールドワークを行う（約18時間）。 
（3）帰国後、修了証と韓国社会研究のレポートの提出が求められる。

 [履修要件]
履修志望者は出発の一か月前までにTOEFL・IELTS等による語学能力証明書を提出すること。英語
での受講に充分な学力をそなえていることが求められる。その他費用負担等、詳細については1回
目のガイダンスで説明する。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ソウル大学言語教育研究所（LEI）が発行する修了証および成績証明書と、韓国社会研究のレポー
トの結果を総合して担当教員が評価し、単位を認定する。

 [教科書]
ソウル大学で購入する。 

 [参考書等]
  （参考書）
ソウル大学で購入する。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業においてはほぼ毎回課題が課される。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５２

授業科目名
　<英訳>

言語学(卒論演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 田窪　行則
教授 文学研究科 吉田　豊
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
講師 文学研究科 ＣＡＴＴ，Ａｄａｍ　Ａｌｖａｈ

 

配当
学年  4回生のみ 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  言語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
卒業論文の質の向上を目的とする。卒業予定者が自らが準備している論文について報告を行い、そ
れに対する質疑応答、討論を通して、言語現象に関する観察力や思考力を培うとともに、言語を分
析する能力を高める機会にする。

 [到達目標]
テーマが言語学の卒論として適当であるかを判断できるようになる。自分の準備しているテーマに
関してどのような方法が適当であるかがわかる。その方法に応じて、どのようなアンケート調査、
実験デザイン、フィールドワークが必要であるかがわかるようになる。卒論の構成、論理、議論が
適切であるかを判断し、必要な修正ができるようになる。卒論完成の見通しが立つようになる。

 [授業計画と内容]
卒業予定者は、各自が取り組んでいる卒業論文について、少なくとも２回の中間発表を行う。発表
者はハンドアウトを用意し、当該のテーマを着想するに至った経緯、当該のテーマに関する研究史
と研究史上の問題点、各自の研究の進捗状況などを説明する。発表の後に、質疑・討論を行い、さ
まざまな言語学的問題についての理解を深める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業時での発表と出席状況など、平常点で評価する。

 [教科書]
発表者が準備するハンドアウトを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
1回目の発表の前に、テーマを確定し、基本的な調査を行い、必要な文献を理解しておくこと。基
本的な論文の構成を考えておくこと。
2回目の発表の前に一回目の発表で受けた意見や指導を反映し、必要なフィールド調査、実験、ア
ンケート調査、理論構成を行っていること。

（その他（オフィスアワー等））
卒業予定者以外（３年生、院生）の出席も歓迎する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５３

授業科目名
　<英訳>

シュメール語（初級）
Sumerian

  担当者所属・
  職名・氏名

国士舘大学　　　　　　　　　
イラク古代文化研究所 研究員 森　若葉

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  シュメール語文法と楔形文字書記体系のしくみ

 [授業の概要・目的]
　古代メソポタミア文明で話されていたシュメール語は、紀元前四千年紀末からおよそ三千年間に
わたって数多くの資料を残す楔形文字言語である。 
　この言語は、複雑な動詞組織をもち、系統関係が不明な膠着語であることが知られている。本授
業は、楔形文字で記されるシュメール語の文法について学ぶことを目的とする。 
　前期は、文法の解説とともに、最古の文字である楔形文字の成立としくみ、および系統不明の古
代語であるシュメール語の解読についてもあわせて解説する。 
　後期は、文法の概説の続きをおこなうとともに、シュメール語資料の講読・紹介をおこなう。死
語となってのちに長期間にわたって書き継がれた言語の文法の問題点などもあわせて論じる。授業
で扱うシュメール語資料は、王碑文、行政経済文書、裁判文書、文学作品、文法テキストを予定し
ている。

 [到達目標]
　世界最古の文字で、その後三千年間古代オリエント世界の様々な言語を書き記した楔形文字の書
記体系、およびシュメール語の基本的文法構造を理解する． 
　また、楔形文字で記されたシュメール語のさまざまな文献を実際に講読し、内容を知ることによ
り、シュメール語文法と楔形文字についての知識を深める。 

 [授業計画と内容]
＜前期＞ 
１．シュメール語の背景―メソポタミア文明の世界について（第1回） 
２．シュメール語と楔形文字について（第2回） 
３．楔形文字の解読と楔形文字で書かれた諸言語について（第3回） 
４．楔形文字の成立としくみについて（第4-5回） 
５．シュメール語文法解説と簡単な王碑文購読（8週程度） 
６．楔形文字実習（1週） 

＜後期＞ 
文法概説と並行して講読を進めていく予定である。 
１．シュメール語文法解説（続き） 
２．講読１　王碑文（初期王朝期、アッカド期、ウル第三王朝期） 
３. 講読２　行政文書（初期王朝期、ウル第三王朝期） 
４．購読３　裁判文書（初期王朝期、アッカド期） 
５．講読３　文法テクスト（古バビロニア期、新バビロニア期） 
６．講読４　裁判文書、契約文書（アッカド期、ウル第三王朝期） 
７．講読５　文学作品（ことわざ、神話、叙事詩等） 

授業計画・内容は、変更されることがある．

シュメール語（初級）(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況・授業中の発言）[20点]および学年末レポート（シュメール語文献の翻字・翻訳）
[80点]を予定．

 [教科書]
授業中に指示する
授業時に資料およびテキストのコピーを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
楔形文字の実習の際、粘土やカッターナイフ等を各自用意してもらう必要がある。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　文献購読については、授業前にシュメール語テキストの文字や単語を調べてきてもらうことがあ
る． 
　また、文献紹介のさいは、事前に授業中に配布する資料に目を通してもらうことがある． 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５４

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（初級）(語学)　
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（初級）

 [授業の概要・目的]
スワヒリ語はタンザニアおよびケニアの国家語であり、東アフリカを代表する共通語である。スワ
ヒリ語の標準文法の理解を基本とし、初級に相当する読解力と日常的な会話能力の習得を目指す。
またスワヒリ語独特の表現をより理解するために、その社会・文化的背景についても説明する。

 [到達目標]
バンツー諸語の特徴である名詞クラスなどのスワヒリ語の標準文法の理解を基本とし、語彙、文型、
実際の会話表現なども学ぶことで、初級に相当する読解力と日常的な会話能力の習得を身につける。
併せて、テキストの基本的な表現に基づいた応用練習を行うことで、スワヒリ語を用いて自ら表現
する技能を習得することができる。また、テキストの会話表現には社会的・文化的事象が多く含ま
れる。その背景についての補足説明によって、東アフリカの言語だけでなく文化や社会についての
知識も深めることができる。 

 [授業計画と内容]
第1週はオリエンテーションを行う。
第２週より、以下の項目について学習する。
あいさつ表現、自己紹介、動詞を使わない文（コピュラ・存在・所有）、現在時制・過去時制・未
来時制・完了時制の表現、名詞クラスなど。
なお、学習の進度は適宜調整する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況、予習・復習状況、定期試験の結果により、総合的に判断する。 
なお、３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

 [教科書]
竹村景子 『ニューエクスプレス　スワヒリ語』（白水社）ISBN:978-4-560-08527-1

スワヒリ語（初級）(語学)　(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（初級）(語学)　(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の各レッスンの予習・復習は必須とする。 
各レッスンのスキットについては、予め付属のＣＤを聴いておくこと。 
文法事項についての補足プリントや練習問題のプリントは授業中に配布する。 
練習問題で宿題となったものについては、次週までに予習・復習をしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５５

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（中級）(語学)　
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（中級）

 [授業の概要・目的]
スワヒリ語はタンザニアおよびケニアの国家語であり、東アフリカを代表する共通語である。スワ
ヒリ語の標準文法の理解をさらに深め、総合的な読解力と基礎的な表現力の習得を目指す。またス
ワヒリ語独特の表現をより理解するために、その社会・文化的背景についても説明する。

 [到達目標]
初級で習得した知識を基本とし、さらなる文法事項や新たな語彙・慣用表現を学ぶことで、簡単な
昔話などを読める読解力と基礎的な表現力を身につける。併せて、テキストの基本的な表現に基づ
いた応用練習を行うことで、スワヒリ語を用いて自ら表現する技能を習得することができる。また、
テキストの会話表現には社会的・文化的事象が多く含まれる。その背景についての補足説明によっ
て、東アフリカの言語だけでなく文化や社会についての知識も深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1週は初級で学習した文法の復習を行う。
第２週より、以下の項目について学習する。
接続形、動詞の派生形（受身形・相互形・使役形・状態形など）、指示詞、条件節、関係節、こと
わざ・格言など。
なお、学習の進度は適宜調整する。

 [履修要件]
「スワヒリ語初級」受講者に限る。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況、予習・復習状況、定期試験の結果により、総合的に判断する。 
なお、３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

 [教科書]
竹村景子 『ニューエクスプレス　スワヒリ語』（白水社）ISBN:978-4-560-08527-1

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書の各レッスンの予習・復習は必須とする。 
各レッスンのスキットについては、予め付属のＣＤを聴いておくこと。 
文法事項についての補足プリントや練習問題のプリントは授業中に配布する。 
練習問題で宿題となったものについては、次週までに予習・復習をしておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５６

授業科目名
　<英訳>

満州語(初級）(語学） 
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  満洲語文語入門 

 [授業の概要・目的]
満洲語の文字、音韻、基礎的文法についての理解と習得をはかる。  

 [到達目標]
満洲語の輪郭と歴史を理解する。満洲文字を読んだり、書いたりできる。  

 [授業計画と内容]
満洲語は清朝を建国した満洲族の言語であるが、この言語の概要について解説したあと、満洲文字
の字母、表記システムの理解と習得をはかる。また、満洲語を満洲文字によって記録した資料とロ
ーマ字、漢字、ハングル、かな等の外国文字によって記録した資料の表記の比較対照、さらには現
代の満洲語の音韻との比較対照を通して、満洲語音韻史の理解をはかる。また、満洲語の形態・統
語の基礎的文法についても学ぶ。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
河内良弘・他 『満洲語文語入門』（京都大学学術出版会）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストや配布した資料にあらかじめ目をとおしておくこと。
満洲文字の読み・書きの復習をすること。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５７

授業科目名
　<英訳>

満州語(中級）(語学） 
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  満洲語文語初級   

 [授業の概要・目的]
満洲語の初級文法についての理解と習得をはかるとともに、満洲語の原資料を読み読解力を養成す
る。     

 [到達目標]
満洲語の文献を辞書を引きながら読むことができる。  

 [授業計画と内容]
満洲語は清朝を建国した満洲族の言語であるが、清一代を通じて第一の公用語であったため、膨大
な量の古文書類、書籍類、金石資料が残されている。本授業では、それら資料のうち、代表的・重
要なもの、たとえば満洲実録、満洲固有文芸資料、「清文鑑」などの辞典類、「清文啓蒙」などの
満洲語学習書、主要漢籍類（経書、小説など）の翻訳などをとりあげる。また、往時朝鮮において
満洲語の通訳官養成に用いられていた教科書（清学書）も読む。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
河内良弘・他 『満洲語文語入門』（京都大学学術出版会）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストや配布資料にあらかじめ目を通し、辞書・語彙集を引いて、下調べをしておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５８

授業科目名
　<英訳>

オランダ語(初級）(語学）　
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語初級

 [授業の概要・目的]
オランダ語の総合的な語学力を養成することを目標とする。
 

 [到達目標]
CEFRのおよそA1/A2レベルの語学力を目指す。 

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法解説から始め（第１～５回）、話す・聴く能力を高めるドリルも行い（第６～10
回）、併せて、ランデスクンデ的な情報を盛り込む（第１１回以降）。専門分野を問わず熱心な参
加を期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に平常点による。積極的な授業参加が望まれる。

 [教科書]
授業中に指示する
こちらでプリント教材を準備する。
 

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『オランダ語の基礎』（白水社）
河崎 靖 『オランダ語学への誘い』（大学書林）

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材を、授業の前後（予習・復習）確実に準備してもらう。 

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系５９

授業科目名
　<英訳>

オランダ語(中級）(語学） 
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語 初・中級

 [授業の概要・目的]
オランダ語の総合的な語学力を養成することを目標とする。
 

 

 

 [到達目標]
CEFRでB1レベルに達することを目指す。 

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法の復習を含め（第１～５回）、話す・聴く能力を高めるドリルも行う（第６～10
回）。専門的なテキストにもチャレンジできるくらいのレベルを目指す（第11回以降）。専門分野
を問わず熱心な参加を期待する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に平常点による。積極的な授業参加が望まれる。

 [教科書]
授業中に指示する
こちらでプリント教材を準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『オランダ語の基礎』（白水社）
河崎 靖 『低地諸国の言語事情』（大学書林）

 [授業外学習（予習・復習）等]
こちらで用意する教材を、授業の前後（予習・復習）確実に準備してもらう。 

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６０

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員教授 文学研究科 鵜飼　孝造

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  資本主義の社会学 ver.4

 [授業の概要・目的]
　この授業では、20世紀をつうじて社会学が資本主義といかに格闘してきたか、以下のとおり学説
をたどりながら考察を進める。そして、資本主義が脱工業化・グローバル化する中で、社会学に生
じた新たな研究課題について理解を深める。
（1）デュルケム、ジンメル、ヴェーバーら近代社会学の創始者は、社会主義に共感しつつも、興
隆する産業社会に対して独自の理論を展開した。その後の社会学の基調ともなる彼らの資本主義論
をまず概観する。
（2）20世紀に入り、世界経済の中心となったアメリカの社会学でもポスト近代の資本主義が論じ
られた。ニューヨーク知識人の中心だったベル、グレーザー、クリストルによる反リベラリズムの
理論を検討する。
（3）20世紀後半、社会学でも資本主義のグローバルな発達に焦点があてられる。ブローデルに始
まりウォーラーステインにいたる世界システム論や、ティリーによる国家と資源動員の歴史社会学
の展開を検討する。
（4）1968年革命後、社会学はマイノリティによる公共性やグローバル社会におけるアイデンティ
ティに焦点をあてている。最後に、資本主義をつらぬく新たなキー概念となったネットワークにつ
いて考察する。

 [到達目標]
　授業全体をつうじて、資本主義の社会学の基本的かつ現代的な理解を深め、各自の比較社会学的
研究への広い基盤を得ることを目標とする。
　また、各理論の原典を読み解き、そこから自分の理論を組み立てる能力を養う。

 [授業計画と内容]
（前期）
01）はじめに：講義の概要と目的
I　「資本主義の社会学」の源流
02）出発点としての『共産党宣言』（マルクス＝エンゲルス）
03-04）産業社会における連帯（デュルケム）
05-06）近代における合理化と官僚制化（ヴェーバー）
07-08）都市における相互作用とメディア（ジンメル）
II　ニューヨーク知識人とポスト近代の資本主義
09-10）イデオロギーの終焉と脱工業社会の到来（ベル）
11-12）公民権運動と差別是正政策の桎梏（グレーザー）
13-14）リベラリズム批判とネオ保守主義の台頭（クリストル）
15）期末レポート
（後期）
III　資本主義のグローバリゼーション
16）「世界＝経済」の誕生（ブローデル）
17）第三世界と従属理論（フランク）
18-19）世界システムと国家間システム（ウォーラーステイン）
20-22）国民国家の盛衰と資源動員のネットワーク（ティリー）

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

IV　ネットワーク社会と資本主義
23）市場と公共財（オルソン）
24）都市のマイノリティと集合的消費（カステル１）
25-26）情報ネットワーク社会と集合的行為（カステル２）
27-28）ダイバーシティと平等（ブラウ）
29）まとめ：「ポスト2011」の社会学
30）期末レポート

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・前期と後期の講義内容に関するレポートを１回ずつ提出すること（各50％）。
・レポートは、授業中に言及した文献の中から各自が選択し（複数でも可）、その内容の要約60％
と自分の考察40％の割合で作成することを基本とする。
・レポートは各5000字程度。各学期末を目処に、教員に直接手渡すこと。
・提出されたレポートには評価・コメントをつけて返却・フィードバックする。

 [教科書]
KULASIS上に文献リストおよびテキストをアップするので、各自で随時チェックすること。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
KULASIS上に毎回のテキストをアップしておくので、予習と復習に使ってほしい。

（その他（オフィスアワー等））
授業では各項目の詳しい内容まですべて紹介できないので、各自が興味のある文献をできるだけ直
接読んでほしい。また、読んだ内容をレポート（小論文）にまとめる方法も身につけていただきた
い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６１

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　公雄

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代文化の社会学

 [授業の概要・目的]
現代文化の諸相について、ゲストスピーカーなどの協力をえて学習する。可能な限り、ワークショ
ップ型授業を取り入れ、受講者参加型で進めて行く予定である。

 [到達目標]
現代文化の多様性にふれるとともに、文化を対象にした分析手法について身につけることを目標に
する。

 [授業計画と内容]
１　オリエンテーション
２　現代文化をめぐるワークショップ　その１
３　現代文化および社会についての講義（ゲストスピーカーも含む／５回程度）
４　現代文化をめぐるワークショップ　その２
５　映像で考える現代日本文化
６　現代文化および社会についての講義（ゲストスピーカーも含む／３回程度）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点とレポ―ト試験

 [教科書]
伊藤公雄編 『よくわかる文化社会学』（ミネルヴァ書房）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６２

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　公雄

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代文化のフィールドワーク　社会調査士科目F

 [授業の概要・目的]
フィールドワークについての基礎知識を身につけるとともに、グループにわかれてそれぞれのテー
マを設定し、設定したテーマについてのグループ討議や学習を深めた上で調査実習を行い、その成
果を報告書としてまとめる。適宜、プレゼンテーションの機会をもうけることで、オーデイエンス
を意識した発表の仕方についても学習する。

 [到達目標]
　現代文化を対象に、グループ討議を実施し、集団討議に依拠したフィールドワークの力とそれを
ふまえた現代文化・社会を分析する能力を身につける。またプレゼンテーションの時間を設定する
ことで、聞き手を意識したプレゼンテーション能力を身につけることを目標とする。

 [授業計画と内容]
1　質的調査とは何か。フィールドワークの方法。
2　報告書を読む　概説
3　報告書を読む　実践
4　インタビュー方法論（1）
5　インタビュー方法論（2）
6　取材の方法（1）
7 取材の方法（2）
8　グループワーク（1）
9　グループワーク（2）
10 グループワーク（3）
11 フィールドワークの実践（1）
12 フィールドワークの実践（2）
13 フィールドワークの実践（3）
14 グループごとの報告とコメント
15 まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点,提出物(論文・レポートなど)

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６３

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「市民性（Bürgerlichkeit）」の社会学

 [授業の概要・目的]
　近年のドイツにおける「新しい市民（ブルジョワ）性（Neue Bürgerlichkeit）」をめぐる論争に関
連して社会学の立場から書かれたドイツ語文献を精読する。前々年度からの継続だが、今年度はド
イツの文化社会学者Andreas Reckwitzの論文「近代はどれほど市民的か」を読んでモダニティと市
民性の関係という問題を中心に考察する。

 [到達目標]
　社会学のドイツ語文献を自力で正確に読解する能力を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　A. Reckwitz, "Wie bürgerlich ist die Moderne? Bürgerlichkeit als hybride 
Subjektivierungsform"講読
　テキストを毎回1～2ページ程度ずつ読み進め得る予定である（ただしペースは受講者の学力を考
慮して調整する）。毎回報告者をあらかじめ決めておき、報告者の作成したテキストの日本語訳を
検討しながら内容について討論する。報告者は正確な訳文を作成するのみならず、テキストに登場
する学説や用語、人名等について註釈することが求められる。
第15回　総括

 [履修要件]
　前年度までに少なくとも初級ドイツ語を履修しているか同程度のドイツ語の知識があること。社
会学の知識は特に前提としない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
Heinz Bude, J. Fischer u. B. Kauffmann (Hrsg.) 『Bürgerlichkeit ohne Bürgertum. In welchem Land leben 
wir?』（Wilhelm Fink）ISBN:978-3-7705-4627-5（コピーを配布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　受講者は事前にテキストの指定された範囲を読んでおかなければならない。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６４

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  推測統計学の基礎と社会学への応用　社会調査士科目D

 [授業の概要・目的]
社会調査によって得られたデータを分析するために必要となる統計手法について、その原理と利用
方法を修得することが本講義の目的である。確率論の基礎（確率と分布）、と推測統計（推定と検
定）を中心に概説する。

 [到達目標]
問題やデータの性質に応じて、適切な推定や検定ができるようになる。

 [授業計画と内容]
1 確率論は社会学にどう役立つか
2 確率変数、期待値、分散
3 確率変数の性質
4 二項分布とその応用
5 ポアソン分布とその応用
6 正規分布とその応用
7 区間推定
8 帰無仮説のテスト
9 中心極限定理
10 サンプリングの基礎
11 t分布と平均値の差の検定
12 カイ二乗分布と独立性の検定
13 回帰分析
14 各種の相関係数
15 3つ以上の変数の関係と統制変数

 [履修要件]
四則演算と平方根の計算ができること。標準偏差と分散を理解していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験 80%、平常点 20%

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習重視。練習問題を解くこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６５

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 農学研究科 秋津　元輝

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  農村と農業の社会学

 [授業の概要・目的]
　国内および国外を対象として、農村社会および農業世界は現在どのように変化し、それをどのよ
うに研究すればよいのかについて考える。日本の農村・農業については、その分析のための基礎概
念を紹介するとともに、自らの調査経験をふまえた研究例を解説する。写真・ビデオなどを利用し、
できるかぎり具体的に解説したい。

 [到達目標]
日本を中心としてアジア、欧米も視野に入れつつ、農村社会の特徴と現代的課題について、その理
論と研究課題が理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
＜現代農村研究の最前線＞
1．現代農村を学ぶ意義
2．現代における農村の社会的構築
3．Ｉターン農業とＩターン移住
4．先進国の農村社会論
5．農村ジェンダー研究
6．アジア農村の変貌

＜日本農村研究の理論＞
7．家（いえ）の理論
8．村（むら）の理論－集団からの接近－
9．むらと領域－保全との接続－

＜現代農村のサバイバル＞
10．農村と山村
11．集落の存続問題と地域再生
12．都市農村交流の現在
13～15．予備日

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に各授業時に実施する小レポート（30％）
期末試験（70％）

 [教科書]
使用しない。資料を毎回配布する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
日本村落研究学会編 『『むらの社会を研究する』『むらの資源を研究する』』（農山漁村文化協会、
2007年）
小池・新山・秋津編 『キーワードで読みとく現代農業と食料・環境』（昭和堂、2011年）
秋津・藤井・渋谷・大石・柏尾 『農村ジェンダー―女性と地域への新しいまなざし』（昭和堂、
2007年）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内で紹介する文献を読むことにより、講義内容を復習する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話をしたい学生は 秋津(akitsu@kais.kyoto-u.
ac.jp)に、第三希望までの希望日時と、学生番号、氏名を明記してメールすること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６６

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の意義と作法　(社会調査士資格認定科目　B)

 [授業の概要・目的]
社会学における実証研究の作法を概説する。各種の方法を用いた代表的な実証研究例を紹介しなが
ら、社会調査の意義、量的データと質的データの収集、整理、分析などの基本的な考え方と方法を
説明する。

 [到達目標]
社会学における実証研究の考え方とデータの収集・整理の仕方を習得すること、ならびに統計分析
のための基礎的な知識を身につけること。

 [授業計画と内容]
１．序論：データのタイプ、議論のタイプ　 
２． 質的調査と量的調査：研究例の紹介　 
３． 調査のタイプと研究課題　 
４． 調査票の構成 
５． 質問文の作成（1）：より質問、悪い質問　 
６． 質問文の作成（2）：作成の実習　 
７． サンプルの選び方：全数調査と標本調査　 
８． サンプリングの方法　 
９． サンプル数と標本誤差 
10． 量的調査の実施方法とデータの整理　 
11． コーディングの実際 
12． 基本統計量を読む　 
13． 推定と検定　 
14． 相関と回帰 
15.　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間でレポート　＋　最終のレポート試験　＋　出席

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
社会調査関係の多くの教科書が出版されている。授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
統計データを用いた記事や論考を批判的に検討すること、自分で都道府県別データを作成して、簡
単な統計分析を行うこと

（その他（オフィスアワー等））
表計算ソフトを利用した課題を出す。マニュアルを配布するので各自で実習をする予定。 
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください メールでアポイントメントが望まし
い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６７

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査における多変量解析の利用 (社会調査士資格認定科目　E)

 [授業の概要・目的]
量的な社会調査データの分析で用いる基礎的な多変量解析法について、考え方とその利用方法につ
いて学習する。3変数の関係について、3次元のクロス表と２元配置の分散分析を理解することから
スタートし、重回帰分析と一般線形モデル、ロジスティック回帰分析が利用できるように説明する
予定。

 [到達目標]
統計ソフトを用いて、データ分析を行う手順を学び、実際にデータ分析を用いたレポートを作成す
ること

 [授業計画と内容]
１． 社会調査データの多様性と分析手法   
２． ３変数の関係の分析（１）：　３次元のクロス表  
３． ３変数の関係の分析（２）：　分散分析の考え方(１次元と２次元)   
４． ３変数の関係の分析（３）：　交互作用について   
５． 調査データの分析実習（１）：　３次元のクロス表と２元配置の分散分析  
６． 重回帰分析の考え方と研究例  
７． 重回帰分析の利用：ダミー変数の利用
８． 一般線形モデルの考え方：　分散分析と重回帰分析の関係
９． 調査データの分析実習（２）：　重回帰分析   
10． 主成分分析と因子分析の考え方 
11． ロジスティック回帰分析の考え方と研究例 
12． 多項ロジスティックかいき分析   
13． 調査データの分析実習（３）：　ロジスティック回帰分析   
14． 分析モデルとレポートの作成について
15.　まとめ

 [履修要件]
社会調査士科目　A　B　C　D　を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間レポート　＋　最終レポート　＋　出席

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
岩井紀子・保田時男 『調査データ分析の基礎』（有斐閣）

 [授業外学習（予習・復習）等]
最近の全国調査のデータを利用可能にするので、授業で学んだ統計手法を用いた分析を行うこと

（その他（オフィスアワー等））
授業で調査データの分析実習を行い、課題を出す予定。データは、日本版総合社会調査（JGSS）の
2008年調査を用いる予定。
KULASISで確認してください。メールでアポイントメントが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６８

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦争の記憶の現在   

 [授業の概要・目的]
過去の事象が記憶されるとき、事象に深く関わる地域に根差しつつ記憶が紡がれる場合と、地域か
ら拡散するかたちで形成される場合とがある。この両者は二分されるものではないことはもちろん
であり、両者の関係性を読み解くことが必要となる。 
本授業では、戦後70年をむかえるなかで、戦争の記憶に即してこの関係性を検討することをテーマ
としたい。 
具体的には、沖縄戦を取り上げる。 
班ごとに１つ事例を調査・報告し、議論を行う中で、沖縄戦がどのように語られてきたのか、そし
て沖縄戦の記憶がどのように表出してきたのかについての理解を深める。さらに、地域に根差した
記憶を考えるために、現地調査についても実施する。 

 [到達目標]
戦争に即した記憶について、先行研究の理解と現地調査による考察・理解を通じて、地域の記憶を
めぐる問題について主体的・継続的に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
以下のような課題について、1課題あたり１～３週を用いて報告と討論を実施し、理解を深めてい
く予定である。 
・沖縄戦の概要 
・白梅の記憶 
・男子学徒と女子学徒 
・自治体史と沖縄戦 
・沖縄と京都の戦後 
・字誌と沖縄戦 
・沖縄の慰霊碑 
・沖縄の慰霊祭 
また、沖縄への現地調査を実施する。

 [履修要件]
現地調査への参加が可能な者 
（現地調査の日程は、受講生全体で相談して決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート 
なお、平常点には授業内および現地調査での積極的な姿勢を考慮する。

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
沖縄戦に関するメディアを適宜、確認しておくこと。
班ごとの発表に際しては、事前に班内で十分な討議を重ねておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系６９

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  20世紀へのアプローチ　～景観調査を通じて～  

 [授業の概要・目的]
現在の社会は、戦後生まれが主役となっているとはいえ、戦前・戦中生まれの者も健在である。一
方、大学生は平成生まれの者が大半となってくる状況にもなっている。 
本授業の目的は、平成生まれの学生・院生が、いわゆる「古老」への聞き取り調査をおこなうとき
に生じる諸課題を、自らの経験を通じて問いかけることで、20世紀へのアプローチ法についての理
解を深めることにある。 
授業では、京都府内の農山漁村集落を選び、「景観変化」を題材として聞き取り調査を複数回実施
する。そして、その経験を報告し、議論していくというスタイルをとる。  

 [到達目標]
先行研究のレビューと、現地での景観調査と聞き取り調査を通じて、自身の20世紀像の曖昧さを振
り返り、より具体的な地域に即した理解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のような課題をテーマとし、現地調査をふまえつつ1課題あたり１～３週の授業をする予定で
ある。 
・景観概念について 
・可視／不可視 
・文化的景観／Cultural Landscape 
・近世城下町の記憶 
・茶の香り漂う街並み 
・山の暮らしの変化 
・刻まれた災害の記憶 
・景観と法 
・地域調査

 [履修要件]
現地調査に参加できる者 
（現地調査の日程は、受講生全体で決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート。 
なお、平常点には授業内および現地見学の際の積極的な姿勢を考慮する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
現地調査で訪問する地域については、事前に十分に調べておくこと。
また、調査訪問後も別途、再訪するなどして地域への理解を深めることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７０

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 アジア・アフリカ地域研究研究科 大山　修一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アフリカの社会と環境

 [授業の概要・目的]
 近年、アフリカで調査をしていると、さまざまな変化に目を奪われることが多くなりました。物流
や外資系企業の活動などの経済の動き、自然資源の利用や生態系への影響、選挙や法律の改変など、
その変化は多岐にわたります。この授業では、アフリカの現代的な諸相を深く理解し、フィールド
ワークの素養を習得することができることをめざし、講義や実習、文献講読を通じて、アフリカの
自然、生態、文化、生業に関するフィールドワークの実際とそのフロンティアをみなさんと考えて
いきます。

 [到達目標]
大きく変容するアフリカの社会や経済の動向を理解するための基礎的な用語の用い方、知識を習得
する。

 [授業計画と内容]
以下の課題について、講義を進め、ときおり、関連する図書の紹介、輪読をしていきます。 
１． 概要の説明と打ち合わせ 
２． 自己紹介 
３． サヘルにおける気候変動と食料生産 
４． アフリカの土地をめぐる問題 
５． グローバリゼーションと貧困問題 
６． アフリカの小農は貧困なのか？　 
７． 環境問題と物質循環 
８． 調査地えらびと調査の入り方 
９．フィールドワークの安全と実際 
10. まとめ：地域研究の可能性と社会貢献 
ただし、受講生の人数とみなさんの興味・関心に応じて、内容を変更することもあります。また、
3～4回ほど、亀岡実習に出かけます。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義内容の理解、討議への主体的な参加、輪読・発表の3点で評価します。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業どきに、授業内容と関連した文献を提示するので、予・復習のために読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは平日(月～金曜日)の午後(13時～17時)に設定していますが、出張などにより研究
室を留守にすることもあるので、事前にメールで、oyama[@]jambo.africa.kyoto-u.ac.jp まで希望訪問
時間をお知らせください。適宜、対応するようにいたします。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７１

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都学園大学人間文化学部 岡崎　宏樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  新たな理論的パースペクティブの探求――生成の社会学をめざして 

 [授業の概要・目的]
本講義は「生成の社会学」の理論的可能性を追求する。まずはデュルケーム、モースといった古典
的社会学を考察し、それらの意義と限界を明らかにする。ニーチェ、ベルクソン、バタイユらの社
会をめぐる洞察が社会学的思考にどのような重要な示唆を与えるかを論じる。 

 [到達目標]
社会現象を理論的に把握する高度な能力を身に付けること 

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあい、時事問題への言及などに
対応して順序や同一テーマの回数を変えることがある。 

第１回　イントロダクション：理論的パースペクティブとは何か 
第２回　デュルケーム①：連帯と人格崇拝 
第３回　デュルケーム②：アノミーとエゴイスム 
第４回　デュルケーム③：聖なるものと沸騰 
第５回　モース①：贈与の力 
第６回　モース②：現代の贈与 
第７回　レヴィ＝ストロース：構造主義の視座 
第８回　ニーチェ：ルサンチマンと超人 
第９回　ジラール①：模倣の欲望 
第10回　ジラール②：暴力と聖なるもの 
第11回　ベルクソン：閉じた社会と開いた社会 
第12回　バタイユ①：至高性 
第13回　バタイユ②：剥き出しの生 
第14回　作田啓一①：生成の社会学 
第15回　作田啓一②：現実界・象徴界・想像界

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートによって評価する。平常点は授業内に書くショートエッセイを中心に評価す
る。  
授業外学習（予習・復習）等

 [教科書]
授業中に指示する

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
作田啓一・井上俊  『命題コレクション社会学』（筑摩書房）ISBN:4480094245 （社会学理論のエッ
センスを学びたい人にとって最良のテキスト）
作田啓一  『生の欲動――神経症から倒錯へ』（みすず書房）ISBN:462207060X（現実界・象徴界・
想像界の三次元の視座から人間と社会を探求する名著）
岡崎宏樹 『至高性の社会学』（関西学院大学出版局）

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書や授業内に指示した文献を事前に読んで予習する。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７２

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語 フランス語

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
フランス語の文献を精読することで、読解能力を高めるとともに、メディア・産業・戦争・モダニ
ズム芸術といった観点から20世紀初頭の歴史的・文化的背景の理解を深める。

 [到達目標]
外国語文献を精読することで、自らが課題とする歴史研究に対して自主的、継続的に取り組む能力
を養う。

 [授業計画と内容]
Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma; Le cinéma devient un art - La première guerre mondiale, 
Editions Denoël,1952を中心に読む。本書は、フランスの歴史家・映画批評家のジョルジュ・サドゥ
ールが、産業・経済・社会・技術の観点から芸術としての映画を歴史的・包括的に記述した古典で
ある。この授業では毎週、輪読形式でその精読を行なう。出席者は訳文を用意し、割り当てられた
担当部分について調査し、解説する。歴史記述に慣れ親しむことと、20世紀初頭のヨーロッパ社会
にかかわる一般的な語彙の習得を目指す。必要に応じて参考映像を見せ、文字資料のみに特化しな
い歴史叙述の可能性を探っていく。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を修得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に各自の訳文を用意し、担当者は解説ができるように準備する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７３

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読 

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、フランス語の読解力の向上を図るととも
に、歴史研究にかかわる理論、概念、研究方法についての理解を深めることを目標とする。

 [到達目標]
・歴史学の研究で用いられるフランス語の語彙や語法を習得する。 
・歴史学の分野にかかわる理論、概念、研究方法について、フランス語のテキストをつうじて基本
的な事項を理解する。 

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本のなかからいくつかの項目を選んで講読する。 

Historiographies. Concepts et débats, tome I, éd. par Ch. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt, 
Gallimard, 2010. 

本書は、歴史研究にかかわる概念や論争的な問題について事項別に解説した2巻本の事典の第1巻で
ある。各項目は、10数ページの解説と基本文献のリストから成る。 
この授業では、いくつかの項目を選んで講読する。授業は受講者による訳読と、担当者による解説
を中心に進める。フランス語の歴史叙述で用いられる語彙や文体に親しむとともに、歴史研究にか
かわる諸問題についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）によって評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

社会学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義) (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにフランス語の文
献を読み進むうえで効果的であろう。

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７４

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 桃山学院大学 阪口　祐介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  基本的な資料とデータの分析 社会調査士科目Ｃ

 [授業の概要・目的]
官庁統計や簡単な調査報告・フィールドワーク論文が読めるようになることが、この授業の目的で
ある。実際に計算問題を解きながら、基礎的な統計分析法を習得する。また、授業では統計を用い
た社会学の研究事例をたくさん紹介し、統計を用いて社会現象のメカニズムを探求する方法を学ぶ。
実際の調査報告書やモノグラフも講読していく。 

 [到達目標]
基礎的な統計分析法を習得し、官庁統計や調査報告書・フィールドワーク論文を読めるようになる。
また、適切な統計技法と社会調査の知識を用いて、自身の設定した問いを探求できる力を身に着け
る。  

 [授業計画と内容]
1．イントロダクション
2．単純集計表の作成と読み方
3．代表値の計算と使い方・読み方
4．分散・標準偏差
5．社会調査の基礎
6．分布から社会を読む
7．官庁統計を読む
8．クロス集計表の作成と読み方
9．グラフの作成と読み方
10．順位相関係数
11．因果関係と相関関係
12．疑似相関・媒介関係
13．多重クロス表：因果関係を検証する
14．質的データの読み方
15．質的データのまとめ方

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験＋レポート

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
盛山和夫  『社会調査法入門』（有斐閣）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で学んだ統計技法を復習する。詳細は授業にて伝える。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７５

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 佐藤　卓己

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学概論

 [授業の概要・目的]
メディア論を中心に、現代社会における情報とコミュニケーションの変容を考察する。とくに、「
メディア論とはメディア史である」という立場から、歴史社会学的な視点を重視する。具体的には
以下３つの「通説」あるいは「常識」の批判的検討を中心に考察し、メディア論的思考の理解を深
める。 
①「メディアは、人々のコミュニケーションを豊かにする。」 
⇒マス・コミュニケーション研究が戦時動員体制という20世紀パラダイムにおいて構築されてきた
経緯を検討する。 
②「世論を重視する政治が、正しい民主主義である。」⇒大衆社会における「輿論の世論化」を検
討し、「世論の輿論化」の可能性を探る。 
③「日本のメディアは特殊である。」⇒現代日本のメディア環境を、世界システムの同時代性の中
で比較検討し、現代社会への批判的視座の獲得を目指す。  

 [到達目標]
メディア文化学の基本をなす比較メディア論の立場がどのように形成されたかを理解し，その視点
からメディア史を吟味し，現代社会の合意形成システムを考察することができるようになる。

 [授業計画と内容]
第1-3回　メディア社会とは何か 
第4回　メディア史としてのコミュニケーション研究 
第5回　メディア都市の成立 
第6章　出版資本主義と近代精神 
第7回　大衆新聞の成立 
第8回　視覚人間の国民化 
第9回　　宣伝のシステム化と動員のメディア 
第10回　ラジオとファシスト的公共性 
第11回　トーキー映画と総力戦体制 
第12回　テレビによるシステム統合 
第13回　情報化の未来史 
第14回　脱・情報化社会へ 
第15回　試験

 [履修要件]
メディアに関心があり、情報への感度が高いこと。 

社会学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義) (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験を行う。評価基準については、講義中に説明する。

 [教科書]
佐藤卓己 『現代メディア史』（岩波書店）ISBN:4000260154（中国からの留学生は佐藤卓己　『現
代伝媒史』（北京大学世界伝播学経典教材中文版）北京大学出版社2004年を利用してもよい。）

 [参考書等]
  （参考書）
佐藤卓己 『ヒューマニティーズ　歴史学』（岩波書店・2009年）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/satolab/ (メディア文化論研究室ＨＰ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキスト『現代メディア史』の各章、第一節、第二節を読んで授業に出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
メディア文化学の初学者は、
　佐藤卓己『メディア社会―現代を読む視点』（岩波新書・2006年）を、 
歴史学の初学者は、
佐藤卓己『ヒューマニティーズ　歴史学』（岩波新書・2009年）を、
事前に読んでおくことが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７６

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学　言語文化研究科　教授 高橋　美恵子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  比較の視点からみたスウェーデン社会と家族・ジェンダー   

 [授業の概要・目的]
早くから人権と平等の理念に基づいた包摂型社会の構築を目指してきたスウェーデンは、福祉国家
の一つのモデルとされている。この授業では、スウェーデン社会と家族・ジェンダー研究に関する
知見を探求し、日本やEU諸国との比較の視点から考察する。さらにグローバル化時代における課
題について、家族を主眼に置きながら検討する。  

 [到達目標]
国際比較の観点から、スウェーデンが福祉先進国と称されるに至った背景とその変遷を理解し、日
本との比較考察ができるようになる。  

 [授業計画と内容]
I ヨーロッパにおける北欧・スウェーデン　 
II 社会政策　 
III 教育と平等 
IV 労働とジェンダー：ワーク・ライフ・バランス 
VI 家族・ライフスタイルの多様性　　　 
VII グローバル化時代における課題　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート（60%)、平常点評価（授業への参加・コメントシート)(40%)

 [教科書]
適宜プリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
レグランド塚口淑子編  『スウェーデン・モデルは有効か』（ノルディック出版）ISBN:978-4-
903926-05-6
武石恵美子編 『国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える』（ミネルヴァ書房）
ISBN:978-4-623-06340-6
善積京子編 『スウェーデンの家族とパートナー関係』（青木書店）ISBN::4-250-20430-8  

 [授業外学習（予習・復習）等]
日本社会との比較の視点から講義を進めるため、毎回授業で扱うテーマについて、国内の関連文献
から情報収集するように心がけてください。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７７

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 高橋　由典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　体験選択動機と社会的性格

 [授業の概要・目的]
　体験選択概念を社会分析のツールとして精錬する可能性を探る。今年度は、動機カテゴリーの一
つとして体験選択をとらえ、その角度から社会的性格論を展開する。現代人の社会的性格を体験選
択という視角からながめることにより、現代という時代への理解を深めるとともに、体験選択概念
の経験的事象への応用可能性を見極めたい。

 [到達目標]
　体験選択という角度から社会的性格を語るという議論に接することにより、自分たち自身の社会
的性格についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
　最初に体験選択概念の意味を確定したのち、動機として作用する体験選択に注目し、社会学的行
為論を再構成する。その途上で、体験選択の内容を苦痛転写と魅了に限定し、そのそれぞれについ
て詳述する。それらの準備作業の後、体験選択を鍵概念とする社会的性格論を検討する。その際、
参照点として遊び論（井上俊）を取り上げ、この議論が1970年の青年たちに関する社会的性格論と
して優れたものであることを確認するとともに、そこに含まれる方法論的不備を指摘し、体験選択
に依拠した新たな社会的性格論を展開する。以下の項目順に話を進めていきたい。
　・体験選択原論
　・動機としての体験選択
　・苦痛転写の体験選択と魅了の体験選択
　・社会的性格論についてのさまざまな見解
　・社会的性格論としての遊び論
　・遊び論の批判的検討
　・社会的性格論：1970年と現代

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　学期末に現代人の社会的性格に関するレポートを課し、そのレポートによって評価する。評価の
ポイントは、①この講義で用いられる諸概念についての理解度、②それらの諸概念を応用する仕方
の適切性、③現代人の社会的性格を論じるための視点や扱う題材の適切さ、などである。

社会学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義) (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
高橋由典 『行為論的思考－体験選択と社会学』（ミネルヴァ書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回の講義の前週あるいは前々週に関連論文を指示するので、それを熟読しておくこと。また講
義で語った内容の理解度を確かめる課題を適宜与えるので、それをこなすこと。

（その他（オフィスアワー等））
総合人間学部、人間・環境学研究科と共通

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７８

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 慶應義塾大学　文学部　准教授 近森　高明

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  都市空間と文化の社会学

 [授業の概要・目的]
　現代日本の都市／文化現象を「無印都市」「フラット・カルチャー」というキーワードのもとで
分析・考察する。
　現在、都市空間には、ショッピング・モールに代表される便利で快適な消費装置が増殖しつつあ
り、そのなかで私たちの都市経験は、緊張感を欠いた、どこか脱力し、弛緩したものになりつつあ
る。欲望に駆られ、他者の視線を強く意識しながら、理想的な自己イメージを演出する記号消費を
繰り広げる――そのような80年代的な都市の〈舞台〉性は融解し、欲望未満の疼きがひっきりなし
に満足させられるモール的な消費装置のなかで、私たちは強い感動も不満もなく、それなりの日常
を過ごしている。
　そうした都市空間の変容と連動するように、現在、あらゆる文化領域においてジャンルの輪郭が
曖昧になり、序列が崩れ、膨大なアイテムが互いにフラットに並列する文化状況が現出している。
個々のアイテムが織りなすジャンル内の序列を、時間と労力を費やして入門編から中級編、上級編
へと昇ってゆく教養主義的ふるまいは意味を喪失し、相対的に〈はずれ〉を引くリスクの少ない、
ランキングやデータベースが推奨するアイテムの連鎖を参照することで、そこそこの満足をえられ
る環境が急速に整備されてきた。
　このような都市／文化状況について、どう考えればよいのか？　私たちはそのなかに浸っている
以上、それを外在的に俯瞰する特権的な視点はとりようがない。ならば内在的な地点から、ないし
は、その具体的な享受経験のただなかから、その経験の条件を探る、社会学的な反省的思考をめぐ
らせることが必要になるだろう。
　これが本講義の狙いであり、その作業を方向づけるキーワードが「無印都市」と「フラット・カ
ルチャー」である。

 [到達目標]
　私たちの生を条件づける空間と文化のありようを反省的に問う、社会学的なものの見方と思考力
を養うことが目標である。

 [授業計画と内容]
I　無印都市から／を考える
　１　イントロダクション
　２　消費社会論　個性化＝差異化のゲーム
　３　80年代的都市論　欲望と記号の舞台としての都市
　４　ゼロ年代的都市論　脱舞台化する都市
　５　コンビニ・ドンキ・フランフラン　ポスト記号的な消費空間
　６　モール化する都市空間①　内閉化する非-場所
　７　モール化する都市空間②　監視・リスク・消費
　８　無印都市とは何か？
II　フラット・カルチャーから／を考える
　９　喫茶店からカフェへ　くつろぎの上演
　10　クチコミとランキング　人気投票化する社会
　11　昭和30年代ブーム　ノスタルジアの現在
　12　ヴィレッジ・ヴァンガード　無害化されたサブカル？

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

　13　ニッポンの海外旅行　「地球の歩き方」から「るるぶ」へ
　14　街歩きの現在　『モヤさま』と『ブラタモリ』
　15　まとめ
※講義の順序・内容は、一部変更の可能性がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　レポートおよび授業中の討論への貢献度をもとに総合的に評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
近森高明・工藤保則編 『無印都市の社会学――どこにでもある日常空間をフィールドワークする』
（法律文化社）
遠藤知巳編 『フラット・カルチャー――現代日本の社会学』（せりか書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系７９

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

同志社大学　　　　　　　　　　　　
グローバルスタディーズ研究科 教授 内藤　正典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中東・イスラーム世界の現状と課題   

 [授業の概要・目的]
中東という地域呼称だけでも、歴史性と政治性に深く影響されている。この地域を切り取るのか、
あるいはイスラーム世界という宗教的なくくりでの地域性の認識は可能なのか。まずはそこから問
いを立てて、イスラームとムスリムの素顔、彼らの行動様式、価値の体系など基本的な項目につい
て講じたうえで、中東がイスラーム一色の地域ではなく、ユダヤ教、キリスト教という他の一神教
との共存の地でもあることを具体例をもとに堀りおこしていく。さらに、現在の中東・イスラーム
世界が直面する課題、というよりもすでに崩壊に向かう中東地域の実態と、それを抑止するための
方策とは何であるのかを受講者と共に見出す努力をしていきたい。地理学的な観点から、中東（必
ずしもこの呼称を維持する必然性はないが）という地域的括りの正統性も含めて、議論していく。

 [到達目標]
１．既存の地域区分概念、地理的呼称を整理し「中東」という呼称のもつ歴史性・政治性を学ぶこ
とで、メディア等で使われてきたこの呼称を批判的に再検討する。このことで学生は、すぐれて空
間的呼称とされるものが、強い政治性を帯びていることの意義を検討することになる。 
２．中東と呼ばれる地域は、今日紛争や衝突の集積する地であるから、この地域の紛争を緩和ない
し、解決に向かわせるには、最低限どのような地理的リテラシーが必要であるのかを学ぶ。 
３．中東地域の重要な特色であるイスラーム社会の様態をジャーナリズムでの扱いとは別の視角か
ら論じることによって、現状の諸問題に肉薄する視角と方法を学ぶことで将来この地域とかかわる
ときに必要なリテラシーを身に着けることができる。 

 [授業計画と内容]
中東情勢は日々刻々変化するため、重大な事案が発生した場合には変更もありうる。 
１、導入：中東という地域呼称の問題性 
２．導入：中東地域を地域として括ることの現代的意義 
３．導入：イスラームとは何か 
４．基礎：中東に関する基礎的事項と現状を3回に渡って講じる。第1回中東を構成する三要素とし
てのアラブ、イラン、トルコ 
５．基礎：上同。第2回：文化的区分と宗教的区分 
６．基礎：上同。第3回：現在の紛争へ至る経緯 
７．基礎：イスラームに関する基礎知識。第1回：イスラームとは何か？ 
８．基礎：上同。第2回：ムスリムの人間像。 
９．基礎：上同。第3回：ムスリムと国家 
10．発展：上記基礎で講じる中東の概念とイスラームとの関係は何か？ 
11．発展：イスラーム国はなぜ出現したか？ 
12．発展：欧米諸国かたのイスラーム報道のゆがみとはなにか 
13．発展：トルコの特異な位置づけ 
14．総括：学生との質疑応答 
15．総括：まとめ

社会学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義) (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点（50％）、授業中での発表（50％） 
3回以上無断欠席した場合は単位を得られない

 [教科書]
内藤正典  『イスラームから世界を見る』（筑摩書房）ISBN:978-4-425-55132-3

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
メディアを通じて中東・イスラーム世界の現状をフォローしておくこと  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８０

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

同志社大学　　　　　　　　　　　　
グローバルスタディーズ研究科 教授 内藤　正典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中東・イスラーム世界の諸問題に関するケーススタディ   

 [授業の概要・目的]
中東・イスラーム世界における衝突、紛争、戦争の様態を共時的に追究し、個々の事例が、中東・
イスラーム世界の外の世界といかなる関係にあるのかを考えていく。   

 [到達目標]
１．地域研究がともすれば一国研究になりがちな点に配慮し、中東・イスラーム世界でおきている
紛争が、到底一国単位での理解では緩和・解決に導けないことを具体的に検証していく。 
２．この講義を通じて、領域国民国家によって分断されてきた中東・イスラーム世界において紛争
抑止および平和構築に何が必要であるのかを明らかにし、地域研究に新たな地平を拓く知のありよ
うを示していく。   

 [授業計画と内容]
中東情勢は日々刻々変化するため、重大な事案が発生した場合には変更もありうる。 
１、導入：中東という地域呼称の問題性 
２．導入：中東地域を地域として括ることの現代的意義 
３．導入：イスラームとは何か 
４．基礎：中東に関する基礎的事項と現状を3回に渡って講じる。第1回中東を構成する三要素とし
てのアラブ、イラン、トルコ 
５．基礎：上同。第2回：文化的区分と宗教的区分 
６．基礎：上同。第3回：現在の紛争へ至る経緯 
７．基礎：イスラームに関する基礎知識。第1回：イスラームとは何か？ 
８．基礎：上同。第2回：ムスリムの人間像。 
９．基礎：上同。第3回：ムスリムと国家 
10．発展：上記基礎で講じる中東の概念とイスラームとの関係は何か？ 
11．発展：イスラーム国はなぜ出現したか？ 
12．発展：欧米諸国かたのイスラーム報道のゆがみとはなにか 
13．発展：トルコの特異な位置づけ 
14．総括：学生との質疑応答 
15．総括：まとめ

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席50％）と授業内で行うケーススタディの報告内容（50％） 
3回無断欠席した場合は単位を得られない

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
中東・イスラーム世界の情報をメディア通じて得ておくこと  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８１

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 森本　一彦

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学調査入門（社会調査士科目A)

 [授業の概要・目的]
社会調査の基礎・概要について学ぶとともに、社会調査がなぜ必要であり、なぜ基礎的な技法を学
ばなければならないのかを考える。

 [到達目標]
社会調査士として必要な初歩的な知識を獲得できる。

 [授業計画と内容]
１　社会調査の必要性
２　質的調査・量的調査の特徴
３　インタビュー調査の事例（１）
４　インタビュー調査の事例（２）
５　観察法
６　ドキュメント分析（１）文字記録
７　ドキュメント分析（２）画像記録
８　ドキュメント分析（３）映像記録
９　ドキュメント分析（４）歴史資料
１０　質問紙調査の事例（１）
１１　質問紙調査の事例（２）
１２　既存統計資料（３）
１３　社会調査の倫理
１４　社会調査を設計する　
１５　社会調査を設計する

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最終レポート（社会調査を設計し、予備調査を行う）（50点）と平常点（各テーマごとに小レポー
ト課す）（50点）によって評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
普段から身の回りの社会調査に留意し、それらがどのようなものかを考えること。それ以外につい
ては別途授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８２

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 山崎　岳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
中国は日本と深い関わりを持つ隣国である。物質面・精神面を問わず、日本の歴史的文化について、
中国の存在を抜きにして語ることはできない。ただし、両国の間には文化的・社会的に様々な相違
があるのも事実である。この授業では、近現代中国の歴史・社会に関する中国語の論説・新聞記事
などをテキストとして講読する。原文から中国人の思考を読みとることによって、学生の中国語読
解能力を養うとともに、中国社会に対する理解を深め、さらなる探求への手引きを提供する。  

 [到達目標]
受講者は、現代中国語をより正しく読解・翻訳・発音することができるようになる。また近現代の
中国社会、および関連文献について一定の情報と理解を得る。

 [授業計画と内容]
初回には授業の説明を行い、講読テキストを配布する。第二回以降、出席者には順番にテキストを
音読・日本語訳してもらう形式で授業を進める。速読よりは、音読と翻訳の正確さを重視する。出
席者は事前に翻訳を準備するだけでなく、音読の練習を積んで授業に臨むことが求められる。

 [履修要件]
現代中国語の発音表記であるピンイン、および基本的な文法事項は習得済みであること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末に筆記試験を行う。

 [教科書]
授業中に指示する
 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストをあらかじめ日本語訳し、音読の練習を積んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８３

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 山崎　岳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読   

 [授業の概要・目的]
中国は日本と深い関わりを持つ隣国である。物質面・精神面を問わず、日本の歴史的文化について、
中国の存在を抜きにして語ることはできない。ただし、両国の間には文化的・社会的に様々な相違
があるのも事実である。この授業では、近現代中国の歴史・社会に関する中国語の論説・新聞記事
などをテキストとして講読する。原文から中国人の思考を読みとることによって、学生の中国語読
解能力を養うとともに、中国社会に対する理解を深め、さらなる探求への手引きを提供する。  

 [到達目標]
受講者は、現代中国語をより正しく読解・翻訳・発音することができるようになる。また近現代の
中国社会、および関連文献について一定の情報と理解を得る。   

 [授業計画と内容]
初回には授業の説明を行い、講読テキストを配布する。第二回以降、出席者には順番にテキストを
音読・日本語訳してもらう形式で授業を進める。速読よりは、音読と翻訳の正確さを重視する。出
席者は事前に翻訳を準備するだけでなく、音読の練習を積んで授業に臨むことが求められる。

 [履修要件]
現代中国語の発音表記であるピンイン、および基本的な文法事項は習得済みであること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末に筆記試験を行う。

 [教科書]
授業中に指示する
  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストをあらかじめ日本語訳し、音読の練習を積んでおくこと。   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８４

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 吉田　純

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  情報ネットワーク社会論

 [授業の概要・目的]
ハーバーマス、ギデンズ、ベック、ルーマンらの社会理論を基本的な枠組として、インターネット
空間を中心とした情報ネットワーク社会の諸問題について考察する。

 [到達目標]
現代の情報ネットワーク社会の諸問題について、社会学を中心とした学術的観点から理解する。 

 [授業計画と内容]
以下の順序で、各項目について1～3回の講義をおこなう。 
1 情報ネットワーク社会への視点 
2 日本社会における〈情報化〉 
3 アメリカ社会における〈情報化〉 
4 CMC空間の展開 
5 再帰的近代化としての〈情報化〉 
6 生活世界のリアリティの再編成 
7 監視社会論 
8 リスク社会論 
9 社会空間の再編成 
10 親密圏・公共圏の再編成

 [履修要件]
社会学関係の全学共通科目または学部での概論科目を履修していることが望ましい  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・平常点(30点)+期末レポート(70点) 
・平常点は、PandAまたはTwitterを用いた課題 (中間レポートを含む) の提出による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・毎回の授業資料を、前日午前中までにPandAの「リソース」にアップロードするので、あらかじ
めダウンロードし、予習しておくこと。 
・TwitterおよびPandAの「フォーラム」を、授業前・授業中・授業後の質疑応答・感想等の提出に
利用するので、積極的に活用すること。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８５

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 平田　昌司

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦争と植民地をめぐる歴史認識問題

 [授業の概要・目的]
　東アジアの日，中，韓・朝間での「歴史認識問題」を中心とし，そこで焦点となっている慰安婦
問題など過去の歴史についてより正確な事実を学ぶことを主としつつも，これら三国の間での歴史
認識の差異を多面的に考察するとともに，より広く現代世界における「歴史認識問題」とくに過去
の戦争や植民地支配の記憶をめぐる問題について考える手引きとなる講義をオムニバス形式で提供
します。

 [到達目標]
いわゆる「歴史認識」とはどういうことかを理解したうえで、歴史学的に正確な事実を把握する能
力を養う。

 [授業計画と内容]
文学研究科，人文科学研究所，人間・環境学研究科，教育学研究科の教員を中心に，現在日本，中
国，韓国，北朝鮮などの東北アジア諸国の間で国際的な問題となっている，過去の戦争と植民地支
配にかかわる「歴史認識問題」について講義します。また，これらの問題について学外の専門家を
ゲストに招いて話を聞きます。また，東北アジア以外の地域における「歴史認識問題」についても
取扱います。学内の講義担当者は以下のとおりです。日程および学外ゲストについては後日掲示し
ます。
永井和(文学研究科)：慰安婦問題について
小山　哲(文学研究科)：ポーランド・ドイツ　記憶の場
高嶋　航(文学研究科)：中朝韓の歴史論争問題
永原陽子（文学研究科）：植民地暴力をめぐるナミビア・ドイツの歴史認識
平田昌司(文学研究科)：最近２０年の中国における日本観
吉井秀夫（文学研究科）：朝鮮総督府古蹟調査事業の評価をめぐって
駒込　武(教育学研究科)：台湾近現代史における日本の植民地支配問題
江田憲治(人間・環境学研究科)：満洲国
岡　真理（人間・環境学研究科）：パレスチナ
石川禎浩(人文科学研究所)：日中戦争をめぐる日中の歴史認識について　
水野直樹（人文科学研究所）：植民地支配をめぐる日韓の歴史認識　　　　　　　　ほか

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点）とレポートにより総合的に評価します。

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連する資料を講義担当者が指定した場合、予習しての出席、あるいは事後の自学をおこなってい
ることを前提に授業をすすめる。

（その他（オフィスアワー等））
専門知識が無くともわかりやすい講義を心がけますので，学部や専修の枠にとらわれずに受講して
ください。
昨年度後期の「戦争と植民地をめぐる歴史認識問題」とかなりの講義が類似の内容なので、重複履
修はできません。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８６

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
特定助教 学際融合教育研究推進センター 佐々木　幸喜

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  タイ研修  

 [授業の概要・目的]
国際交流センターが実施するSENDサマースクールプログラムとの協力で行う。本プログラム参加
学生は、2週間程度、タイ・チュラロンコーン大学で研修を受ける。研修では、タイ語・タイ文化
講座の受講や学外研修の他、プレゼンテーションによる日本語・日本文化の相互学習を通しての学
生交流が予定されている。本授業の実践を経て、自国の文化を違う角度から見つめ直し、再発見す
る姿勢を養うことを目指す。 

 [到達目標]
日本語、日本文化について相手国学生に対し英語で紹介ができる。 
日本を相対化しつつアセアン、タイについて理解を深める。 
日本タイの両国関係について認識を深める。 

 [授業計画と内容]
9月実施予定。詳細は後日掲載する。
研修前には、タイ人留学生による語学・文化講座の開講を予定している。

 [履修要件]
タイ語初学者も歓迎するが、以下の2科目を受講した上での参加が望ましい。
1.国際交流推進機構 国際交流センター提供　全学共通科目「日本語・日本文化演習」
2.アジア・アフリカ地域研究研究科共通科目「タイ語Ⅰ（初級）」など関連科目の受講が望ましい。
 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
事前学習への参加状況、現地での評価および帰国後の報告会等による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
タイに関する文献を読むこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８７

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
特定助教 学際融合教育研究推進センター 佐々木　幸喜

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ベトナム語とベトナム文化をまなぶ

 [授業の概要・目的]
ハノイ国家大学との協力により実施。ハノイに3週間滞在し、ベトナム語の学習とフィールドワー
クを行う。また、現地の学生の日本語教育、日本研究の支援を行う。

 [到達目標]
日本語、日本文化について相手国学生に対し英語で紹介ができる。 
日本を相対化しつつアセアン、ベトナムについて理解を深める。 
日本ベトナムの両国関係について認識を深める。 

 [授業計画と内容]
9月実施予定。
詳細は後日掲載します。

 [履修要件]
SENDの実施にあたり「日本語・日本文化実習」など関連科目を受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
現地での評価および帰国後の報告会等による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ベトナムに関する文献を読むこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８８

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  小中学校生徒に対する学習支援とフィリピン研修  

 [授業の概要・目的]
 京都市内小中学校における多様な児童・生徒に対する学習支援を実施し、その結果をフィリピン政
府在外フィリピン人委員会に対してフィードバックを行う。授業ではフィリピンと日本における人
の国際移動についての講義、関連論文の精読等を行う。フィリピン研修はフィリピン政府訪問の他、
貧困、ジェンダーと労働市場に関しても現地調査を実施します。   

 [到達目標]
 多文化社会の実態について体験、理解し、問題点について英語のプレゼンテーションを実施し、質
問の受け答えができるようになる。またフィリピン社会理解を通じて、貧困やジェンダー、国際移
動に関する知見を深める。

 [授業計画と内容]
人の国際移動、多文化社会、社会統合政策、学習支援に関する共有、フィリピン社会などについて
講義を実施する。

 [履修要件]
この授業は学習支援と授業を要件とし、フィリピン研修を実施します。また研修に際しては
KUASUの支援に応募することができます。研修報告会、報告書の執筆も必要となります。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学習支援、授業、フィリピン研修を総合して勘案する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
学習支援、フィリピン研修やフィリピン政府職員との共同調査。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系８９

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 アジア・アフリカ地域研究研究科 玉田　芳史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東南アジア研究概論

 [授業の概要・目的]
東南アジア地域への理解を深めてもらい、東南アジア地域研究の特徴や面白さを学んでもらうこと
が目的です。京都大学における東南アジア地域研究の重要な特色である学際性文理融合性を活かし
て、東南アジアで起きている様々な事象について、自然系・人文系・社会系の地域研究者がそれぞ
れの得意分野から、初学者にも分かりやすく解説します。

 [到達目標]
　東南アジアにはどのような国があり、それぞれの国にはどのような特色や個性があるのかを理解
できるようになることを目指します。たとえば、日本からの投資の多寡を左右するのが、各国の政
治、天然資源、宗教、地理的な位置などであることがわかるでしょう。

 [授業計画と内容]
次の通り、15回に分けて、9名の教員が交代で講義を行います。地域は東南アジア、学問領域は工
学、農学、環境学、経済学、政治学、歴史学、人類学、保健学など多様です。 
1　なぜ東南アジアを学ぶのか--玉田芳史（ASAFAS）
2　気候と水文--甲山治（CSEAS） 
3　水産資源とその利用―岩田明久（ASAFAS） 
4　森林の保全と利用(1)--竹田晋也（ASAFAS） 
5　森林の保全と利用(2)- 竹田晋也（ASAFAS）
6　人と健康(1)--古澤拓郎（ASAFAS） 
7　人と健康(2)--古澤拓郎（ASAFAS）
8　自然と農業--水野広祐（CSEAS） 
9　政治(1)--玉田芳史（ASAFAS） 
10　政治(2)--玉田芳史（ASAFAS） 
11　社会革命--小林知（CSEAS）
12　社会復興--小林知（CSEAS） 
13　民族--速水洋子（CSEAS） 
14　宗教--片岡樹（ASAFAS） 
15　まとめ--玉田芳史（ASAFAS）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席と期末レポートに基づいて評価します。9名の講師は授業時にレポートの課題を示しますので、
期末に所定の字数や本数のレポートを提出してもらいます。

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講前に、東南アジアにおける宗教や民族の分布を確認しておいてください。また、東南アジアを
土台にして執筆されたベネディクト・アンダースン『想像の共同体』を可能ならば読んでおいてく
ださい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９０

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　公雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  経営組織の社会学

 [授業の概要・目的]
「経営組織」は社会全体という大きなシステムのなかの、重要なサブシステムの一つです。　現在
の社会では種々ある経営組織を代表するものは「企業」と言えます。このことは社会で生活するの
に必要な「モノ」と「サービス」の供給の大きな部分を「企業」と言う「経営組織」が　担ってい
ることからも解るとおもいます。社会そしてそれを構成する人々の意識は時代とともに変化してい
きます。社会の中の「経営組織（企業）」はある時はその変革を引き起こす原動力になりますし、
またある時にはその変革に対応（適応）して自らを変化させていきます。社会の変化に適応出来な
い時、その経営組織は存続して行くことが出来なくなります。それは自然界における「自然淘汰」
の作用と類似しています。その変化の方向は大きく言えば「経営組織を取り巻く各種の（利害）関
係者と如何にして良好な関係を築き続けるか」と言えます。顧客・取引先・株主・従業員・地域社
会といった「経営組織を取り巻く（利害）関係者は、個々の点では利害が対立することがあります
が、大きな観点では利害が一致するはずです（たとえば企業の存続発展といった点）。これらの利
害関係者間の調整を行い、そして「良好な関係」を継続的に構築していくには「対話」と言う方法
が欠かせなくなっています。この講座では、長年企業という経営組織に身を置いてきた人間から見
て、企業が社会の変化人々の意識の変化に如何に対応してきたのか、またこの利害関係者との調整
が如何に行なわれてきたのかを考え、今後はどのような方向に進むべきであるのかを考える。

 [到達目標]
社会・企業での実践に直結した知識が得られる。

 [授業計画と内容]
各回ゲスト講師を予定している。

第１回4月14日　ダイワハウス元専務　西川
　　　①講師の自己紹介、授業目的の説明、授業計画の説明
　　　②企業を取り巻く環境の変化（１）
　・経済社会の成熟、国際化の進展、ＩＣＴ革命の進化、少子高齢社会の到来
第２回4月21日　オムロン元副社長　平井紀夫
　　　企業を取り巻く環境の変化―国民意識（社会意識）の変化、企業とは何か　　
　・企業を取り巻くステークホルダーとの関係
第３回4月28日　　西川　企業と顧客との関係
　・企業と顧客との関係の変遷
　・マーケティングの考え方と顧客価値について
　・顧客満足への企業の取組、顧客不満に対する企業の対応
第４回5月12日　クボタ元常務　田畑　　顧客開拓の実例
　・クボタの東南アジアでの顧客開拓
　・タイにおける農業機械化の戦略の立案と実行のプロセス
第５回5月19日　富士フィルム　顧客の変化への企業の行動
　・富士フイルムにおける顧客喪失と企業の対応　
　・新規事業への取組みとＭ＆Ａ
第６回5月26日　平井　企業と株主との関係

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

　　・企業と株主との関係の変遷、
　　・企業の統治構造の国際比較と日本の企業統治構造の変化
第７回6月2日　オムロン株式会社副社長鈴木　　オムロン株式会社の企業統治
　　・オムロンの企業統治の考え方
　　・企業理念と「企業力」の向上への取組
第８回6月9日　西川　企業と従業員との関係
　　・人的資源管理の考え方の変遷
　　・人事制度のフレームー採用、配置、評価、能力開発、退職等
第９回6月16日　セゾン取締役　竹田　　　　　企業の人事管理の実例
　　・クレディセゾンの人事管理の特徴
　　・女性活用の実態と今後の取組
　　・組織力の向上にむけた企業の取組の実例
第１０回6月23日　中道社長　　　　　アジアでの人事管理
　　・アジアでの人事管理のポイント
　　・文化的基盤と人事管理との融合
　　・現地でのリスクマネジメントの重要性
第１１回6月30日　　平井　　企業と社会との関係
　　・企業価値向上への企業の取組
　　・企業の社会的責任（ＣＳＲ）に対する考え方
　　・ＩＳＯ２６０００による国際的な取り組み
第１２回7月7日　西利・社長　平井
　　・京都の「つけもの西利」の経営方針
　　・企業の社会的責任ー食の安全に対する取り組みの実践
第１３回7月14日　　ウエッブ　外国人から見た日本企業の特徴
　　・文化の違い、経営組織の違い、人事管理の違い
　　・日本企業の特色
第１４回7月21日　　平井、西川　全体のまとめと質疑応答

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート提出および平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
寺本　義也他 『日本企業のコーポレートガバナンス』（生産性出版）
伊丹　敬之・加護野　忠男著 『経営学入門』（日本経済新聞社）
　丹下　博文著 『企業経営の社会性研究』（中央経済社　）
高　巌他著　 『企業の社会的責任』（日本規格協会）
梶原　豊著 『人的資源管理論』（同友館）

社会学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(3)

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９１

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

フィリピン大学　　　　
アジアセンター 准教授 米野　みちよ

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期不定 曜時限  木3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アジアの近現代文化論：国家とコミュニティの狭間   

 [授業の概要・目的]
２０１５年5月21日～7月9日（各木曜日）　

今日の社会は、近代社会の特徴を「超えた」諸相を呈している。本講では、特に文化に関して、近
代化の過程の中で国民国家が制度化してきたもの、およびその制度からはみ出した部分について学
ぶ。そしてその後者において、様々なレベルのコミュニティが果たす役割に焦点をあて、現代社会
を脱近代社会として理解する手がかりとする。特にアジアの近代化と脱近代化に関しては、欧米諸
国のそれとの時差および植民地の歴史という観点から、学ぶ。  

 [到達目標]
①近代社会の特徴を文化の側面から理解し、現代社会を、脱近代社会として理解する際の手がかり
とする。 
②アジアにおける近代化と脱近代化の特徴を、国家（権力）による文化の制度化と、それに対する
様々なコミュニティの挑戦という視点から理解する。 
③関連する事例若しくは理論を研究し、口頭、文章の両方で報告する。 

 [授業計画と内容]
5/21 導入：近代化と脱近代化 近代性の特徴 
アジアの近代化と脱近代化 
5/28 文化カテゴリーの制度化・脱制度化 
性の制度化と多様なジェンダーの出現 
事例：東ポピュラー文化受容の事例から 
6/4 国民文化の形成の諸相 
２０世紀型：国家とマスメディアによる文化の「捏造」 
２１世紀型：新しいコミュニティの出現（越境、IT、人権） 
6/11 文化の規格化とコミュニティ 
事例：インドネシアのガメラン音楽 
研究計画ワークショップ１ 
6/25 マイノリティ文化の表象・表出 
事例：フィリピンの先住民／在日コリアン 
研究計画ワークショップ２ 
7/2 多文化共生社会の実現へ向けて 
２１世紀アジアにおける移住 
事例：子どもの移民（1.5世代）に焦点を当てて 
7/9 まとめ：研究発表

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
日本語（英語による質疑応答／討論、報告も可） 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポート（口頭発表および提出）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９２

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義) 
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Ｍａｒｙ　Ｌｏｕｉｓｅ　Ｎａｇａｔａ

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期不定 曜時限  火4,5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  幕末京都の歴史人口学（The Historical Demography of Late Tokugawa Kyoto）

 [授業の概要・目的]
開講期：２０１５年６月2日～７月２１日（各火曜日） 
幕末京都の歴史人口学＊ジェンダー、家族、労働と町 
he Historical Demography of Late Tokugawa Kyoto: Gender, Family, Labor and Community” 
歴史人口学は出生、死亡、移動の分析を基本とする学問です。それも結婚継体、労働、世帯構成、
家族システム、または社会経済制とも関係しています。幕末京都ではこれらの人口と家族のライフ
イベントは町共同体、商家同族組織、と手工業経営を背景にありました。この講座で歴史人口学を
基本とする幕末京都の社会経済史を学生に紹介します。 
Historical demography studies fertility, mortality and migration to understand historical populations. These 
demographic events in turn are related to patterns of marriage, labor, household and family system, and the 
socio-economy. In late Tokugawa Kyoto, demographic and family events took place in the context of the 
neighborhood community and the family and business networks of commercial and handicraft enterprises. 
This course introduces the student to historical demography as the basis for studying the socioeconomic 
history of Late Tokugawa Kyoto. 

 [到達目標]
人口史料などの分析をし、幕末京都の庶民の姿を知る。英語の実践力を高める。

 [授業計画と内容]
Course schedule 
Week 1 Introduction, data and methodology　講座と研究の紹介、歴史資料と分析方法 
Historical context and change　幕末京都の社会と歴史的変化 

Week 2 Population turnover　移動と人口の変動 
Mortality 　死亡率と行方不明 
Due Week 2: What do you think life was like for Kyoto townspeople? Write a short discussion paper 
describing how you expect of family, demography and the life-course in late Tokugawa Kyoto including your 
expectations for gender, household, marriage, work and family. Considering the title of this course, what was 
the significance or relation of the neighborhood community to these issues? 

Week 3 Household structure 世帯の構成 
Co-residence analysis 同居の分析 

Week 4 Marriage patterns and market　結婚継体と結婚市場 
Fertility 出生率と乳幼児死亡率 
Due Week 4: Diagram the household/s you lived in when you were 5, 10, 15, 20 and currently. What types of 
households were they? Where do your grandparents live in relation to you? When they become elderly and 
unable to live independently, who will be responsible for their care? Consider your mother; does she have a 
career and has she worked? From when? If she does/has worked, what type of work? (Full-time, part-time)? 
How do you think this compares with the past in Kyoto? What has changed? 

社会学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義) (2)

Week 5 Headship succession & inheritance　戸主、戸主変換と相続 
Property, community and gender 町共同体、土地所有とジェンダー 

Week 6 Labor　都市の奉公人：商工業者の契約労働 
Household network & family firm 世帯ネットワーク：親族経営と同族団 
Due Week 6: Write a short paper based on library research on some aspect of the socio-economy of 19th 
century Kyoto. Potential topics are: 町用人、御救い借家、住み込み奉公人以外の労働形態、株仲間、
女性と経営、嘉永年間の京都市民、その他興味がある研究テーマ。Place your topic of gender, family, 
demography, society or economy within the larger history of Japan and global debates. What is the 
significance of studying 19th century Kyoto society? 

Week 7 Power relations in household and family; Divorce and remarriage 世帯と家族内の力関係　離別、
死別、再婚 

Week 8 Family, community, and crises　難渋時の家族と町共同体 
Final discussion 討議 
Due Week 8: How has your understanding and view of the life of Kyoto townspeople in 19th century Kyoto 
changed? Look back at what you wrote for the first assignment and write a paper discussing life in late 
Tokugawa Kyoto and addressing whether or how your understanding changed. Was the position of women in 
household, family and business what you expected? Was the organization of household and family what you 
expected? Were the patterns and ages of marriage as you expected? What about fertility, mortality and 
mobility? What about property rights, inheritance and headship succession? What about the gendered life 
course? What did you find that was new or surprising to you?

 [履修要件]
The class might be taught in English depending on students. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Discussion paper 1 20% 
Household homework 20% 
Research paper 30% 
Discussion paper 2 30%

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

社会学(特殊講義) (3)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義) (3)

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９３

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

チュラロンコン大学
経済学部 准教授　 Ｗｏｒａｗｅｔ　Ｓｕｗａｎｒａｄａ

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2015・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目
タイの高齢少子化社会と政策対応（Population Ageing and Fertility Decline in Thailand and 
Policy Responses)

 [授業の概要・目的]
開講期：２０１５年１２月１０日・１７日（各木曜日） 
タイ経済社会と人口動態についての基礎情報を述べた後に、いくつかの政策対応について紹介しま
す。たとえば、高齢少子化に関連する国家計画、年金政策、高齢者ケア、労働政策、家族政策等で
す。 

 [到達目標]
アジアにおける様々なトピックを多様な視覚から学ぶことができる。英語の実践力を高める。  

 [授業計画と内容]
・タイ経済社会と人口動態について基礎
・高齢少子化に関する国家計画について
・年金政策について
・高齢者ケアについて
・労働政策について
・家族政策について
・まとめ

 [履修要件]
英語と日本語による授業

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９４

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Ｓａｎｇ－ｊｉｎ　ＨＡＮ
非常勤講師 Ｙｏｕｎｇ－Ｈｅｅ　ＳＨＩＭ

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Reconstruction　ｏｆ　Intimateａｎｄ　Pbulic　Spheres

 [授業の概要・目的]
開講期：２０１５年1０月（各木曜日）
This coursse is aimed at exploring the delicate and complex relations between intimate and publicshperes in 
East Asia with respect to the eight topics suggested below by asking why the issuesemerge and yhow they 
can be solved(joint teaching by Sang-Jin Han and Young-Hee Shim).

 [到達目標]
アジアにおける様々なトピックを多様な視覚から学ぶことができる。英語の実践力を高める。

 [授業計画と内容]
Lecture 1: Family Planning and Family Risk 
 Lecture 2: Child Care and Social Welfare 
 Lecture 3: Elderly Suicide 
 Lecture 4: Sexuality 
 Lecture 5: Youth Unemployment and Labor Market 
 Lecture 6: Emotional Labor in Occupation and Politics 
 Lecture 7: Disaster 
 Lecture 8: Religion

 [履修要件]
The lectures will be delivered in English.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９５

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Ｊｅｎ－Ｄｅｒ　ＬＵＥ

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目 Globalization and the Institutional Transformation of East-Asian Welfare Capitalism   

 [授業の概要・目的]
開講期：２０１５年1１月（各木曜日）予定 
In recent discussion about globalizaton and welfare state, the case of East-Asia new industrial countries is an 
interesting one. This series of lecture take the development of social policy in East-Asia as a case to explore 
the role of social policy in the process of globalization. It will be argued that in the initial phase of 
industrialization the productive component of social policy has been highlighted by the developmental state 
to serve the goal of economic development. This social policy functioned at this stage as an effective 
instrument to dampen labor cost and has thus contributed to the low-cost strategy of developmental state. 
Since the 1980s, however, the social policy has been profoundly transformed as a consequence of economic 
globalization on the one hand and domestic democratization on the other. 
The new global division of labor between the center (the advanced industrial countries) and the peripheral 
(the ASEAN and China) has posited the NICs in a dilemma. In the context of Taiwan, it has resulted directly 
in the capital outflow to China and indirectly in the rapid rising of unemployment rate since 1999. It demands 
an economic structural transformation to cope with the challenge. Even with that, however, the low-skilled 
labor will nevertheless remain a disadvantaged group during the reconstruction. 
Along with the economic development and globalization has been a process of political democratization since 
the mid-80s. As democratization has meant the political relevance of popular demands, which may or may 
not tally with the requirements of the strategy of economic development, social policy has been used by the 
state as an effective lever for balancing between the two. The implementation of the NHI in 1995 and the 
planning of a universal pension program are best understood in this light. In other words, it is observed that 
social policy making since the 90s in Taiwan has shifted the emphasis from the productive to the 
consumptive component. Finally, this paper suggests that three factors will be decisive in determining the 
making of Taiwan’s social policy in the future: the limited governmental revenues, the fiscal strain due to 
the debt problem, and the steering capacity of the state that is in the hand of a minority government. 
  

 [到達目標]
アジアにおける様々なトピックを多様な資格から学ぶ事ができる。英語の実践力を高める。  

 [授業計画と内容]
1. Globalization and Welfare State: A Review of the Debates 
2. Globalization and its Impact on East-Asian Welfare System 
3. Globalization and East-Asia Welfare System: Case 1 (Taiwan) 
4．Globalization and East-Asia Welfare System: Case 2 (Korea) 
5. Globalization and East-Asia Welfare System: Case 3 (China, I) 
6. Globalization and East-Asia Welfare System: Case 3 (China, II) 
7. Globalization and East-Asia Welfare System: South-East Asia 
8. Conclusion: Globalization and the Future of East-Asian Welfare Capitalism: Toward a Social Investment 
State?

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
The lectures will be delivered in English.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９６

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　東アジアワークショップ

 [授業の概要・目的]
京都大学、国立台湾大学、ソウル大学の社会学科・社会学専修が共同で実施する授業である。今年
度は国立台湾大学で実施する。東アジア社会についての相互理解を深めると共に、英語での研究発
表を経験することを目的とする。 

 [到達目標]
台湾や韓国に関する文献を読むことで理解を深める。英語のプレゼンテーションを実施し、質問の
受け答えができるようになる。

 [授業計画と内容]
ワークショップは、参加３大学教員による講義（英語）とフィールドワーク、および大学学生によ
る研究発表（英語）からなる。今年度は国立台湾大学がホスト校である。

 [履修要件]
履修志望者はTOEFL・IELTS等による語学能力証明書を提出すること。英語での受講と研究発表に
充分な学力をそなえていることが求められる。社会学専修以外の学生も履修できる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業へのコミットメント、英語でのプレゼンテーション、ワークショップでの発表により評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
東アジアに関する主に社会学の文献を読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９７

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国際移動

 [授業の概要・目的]
この講義では統合が進むアジアにおける経済、社会、政治、人口について概観し、特に人の移動に
着目した上で、アジアの再編について検討する。取り上げるのはシンガポール、香港、台湾、 韓国
などの新興工業経済地域、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどアセアン諸国、そ して、
中国と日本である。アジアに対する理解を深めると同時に、日本の位置づけについても考える。  

 [到達目標]
人の国際移動に関する現状と理論について理解する。  

 [授業計画と内容]
１．アジアの経済成長とその要因Economic development in Asia ２．人口構成の変化 Demographic 
change ３．多様な政治体制 Diversity of political system ４．開発と移住労働 development and 
migration ５．女性の労働力化と移住労働 feminization of labor and migration ６．高齢化と移住労働 
ageing and migration ７．人口政策と結婚移民 population policy and marriage migration ８．多文化共生
・社会統合政策 social integration policy ９．人権の論理 logic of human rights １０．送り出し国の論理
 logic of sending countries １１．開発と国際労働市場 international labor market formation １２．国際協
調体制の構築 international collaboration and mutual benefit

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点、レポートで評価。積極的な参加も考慮される。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連論文の事前学習。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９８

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
特定助教 学際融合教育研究推進センター 佐々木　幸喜

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  インドネシア語とインドネシア文化をまなぶ   

 [授業の概要・目的]
インドネシア大学との協力により実施。ジャカルタに3週間滞在し、インドネシア語の学習とフィ
ールドワークを行う。また、現地の学生の日本語教育、日本研究の支援を行う。  

 [到達目標]
日本語、日本文化について相手国学生に対し英語で紹介ができる。 
日本を相対化しつつアセアン、インドネシアについて理解を深める。 
日本インドネシアの両国関係について認識を深める。   

 [授業計画と内容]
研修実施に関する詳細については後日掲載します。

 [履修要件]
SENDの実施にあたり「日本語・日本文化実習」など関連科目を受講することが望ましい。   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
現地での評価および帰国後の報告会等による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
全学共通科目「日本語・日本文化実習」など関連科目を受講することが望ましい。 
インドネシアに関する文献を読むこと。   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系９９

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期不定 曜時限  その他

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  韓国語韓国社会実地研修  

 [授業の概要・目的]
ソウル大学において、ソウル大学言語教育研究所（LEI）および国際研究大学院（GSIS）の協力を
得て実施する。韓国語の習得および韓国の社会と文化の概要を学ぶことを目的とする。授業は原則
として英語により実施する。 

 [到達目標]
入門レベルの韓国語を習得し、また韓国の社会と文化について理解を深める。

 [授業計画と内容]
（1）文学部で渡航前のオリエンテーション（昨年度参加者の体験報告など） 
（2）７月末～８月　（予定、変更の可能性あり） 
①ソウル大学言語教育研究所（LEI）において、3週間、週5日間、毎日午前9時から午後1時まで（1
日あたり4時間）、韓国語の授業を受講。クラス分けテストにより、各人の能力に応じたクラスに
所属。初心者も可。詳細は以下を参照。 
http://lei.snu.ac.kr/site/jp/klec/3Week-Intensive/course.jsp 
②国際研究大学院（GSIS）において、韓国の社会と文化についての講義を受講（12時間）。および
各人テーマを決めてソウル市内においてフィールドワークを行う（約18時間）。 
（3）帰国後、修了証と韓国社会研究のレポートの提出が求められる。

 [履修要件]
履修志望者は出発の一か月前までにTOEFL・IELTS等による語学能力証明書を提出すること。英語
での受講に充分な学力をそなえていることが求められる。その他費用負担等、詳細については1回
目のガイダンスで説明する。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ソウル大学言語教育研究所（LEI）が発行する修了証および成績証明書と、韓国社会研究のレポー
トの結果を総合して担当教員が評価し、単位を認定する。

 [教科書]
ソウル大学で購入する。 

 [参考書等]
  （参考書）
ソウル大学で購入する。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
語学の授業においてはほぼ毎回課題が課される。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１００

授業科目名
　<英訳>

社会学(特殊講義)
Sociology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Ｍｉｔｓｕｙｏ　Ｗａｄａ－Ｍａｒｃｉａｎｏ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木4,5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  映画における現代日本への思考

 [授業の概要・目的]
映画作品は特定の社会状況下で製作されながらも、決して単にその社会を反映するわけでも、社会
を覗き見るための「窓」としての役割を果たしているわけでもありません。むしろ映画というメデ
ィアに内在する力、つまり小説・コミックス・ゲーム・音楽・テレビといった他の文化メディアと
は違ったやり方で、社会に対する、また時代に対する認識を提示することができるのだと思います。
映画学者・中村秀之はそれを「作品の思考」と名付けることによって製作者たちの考えや意志とも
区別しています。本講義はこれら映画作品がどのように現代日本に対しての「思考」を表現してい
るのか、2000年以降に日本で製作された映画作品を分析しながらディスカッションしてゆきます。 
 
開講日：5月7日，14日,21日,28日。

 [到達目標]
映画分析を基調としたディスカッションを繰り返しながら二つの目標に向かいます。まず一つは、
映画の読み方に関するバリエーションを体得する事です。映画作品について語る際どのようなアプ
ローチが可能なのか、またどういった理論を応用することができるのか、つまり映画分析の方法論
について実践を通しながら習熟してゆきます。またもう一つの目標は、映画によって「思考」され
た「現代日本」とはいったいどういったものなのかについて考察します。今回の講義は8回と時間
的に限定されていることもあり、「家族」「犯罪者」「女性」「男性」といった四つの主体につい
て焦点を絞ることにします。  

 [授業計画と内容]
一回目 家族という幻想I　（黒沢清、石井裕也、細田守の作品紹介・上映）
二回目 家族という幻想II　（引き続き上記の映画作家作品の分析、ディスカッション）
三回目 犯罪者の不条理I （中島哲也、李相日、吉田大八の作品紹介・上映）
四回目 犯罪者の不条理II　（引き続き上記の映画作家作品の分析、ディスカッション）
五回目 女たちに課せられることI （熊切和嘉、タナダユキ、井口奈己の作品紹介・上映）
六回目 女たちに課せられることII （引き続き上記の映画作家作品の分析、ディスカッション）
七回目 立ち止まる男たちI （熊切和嘉、大森立嗣、藤田容介の作品紹介・上映）
八回目 立ち止まる男たちII（引き続き上記の映画作家作品の分析、ディスカッション）

 [履修要件]
受講希望者は一回目の授業に必ず出席してください。またクラス内でも映画上映をしますが、クラ
ス外でも指定した作品を観てもらうことがあります。指定されたreading materials （参考文献）は必
ず読んでくること。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席状況　15%、授業内での発言　15%）、reading report (20%)、final paper (outline 5%、
presentation 15%、final paper 30%)、尚学部生のfinal paper は原稿用紙15枚を上限とする。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
履修要件」でも記述しましたが、毎週割り当てられた参考文献を必ず授業を受ける前に自宅で読ん
で来て下さい。参考文献は日本語か英語で書かれたものに限られます。 

（その他（オフィスアワー等））
二回目、四回目、六回目、八回目の授業の後、質問等がある人と面談をします。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０１

授業科目名
　<英訳>

社会学(演習Ｉ)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  社会学の基礎理論

 [授業の概要・目的]
　社会学理論は、社会調査法と並んで社会学を学習するうえで最も基本的な科目である。社会現象
を説明／解釈するためには社会学の基本的な概念や思考法、分析枠組の習得が欠かせないからであ
る。このことを踏まえて、この授業では、社会学理論の主要な歴史的系譜を理解した上で、さまざ
まな社会学的伝統に属する代表的著作を日本語訳で読解することを通して、社会学的な発想法や分
析方法の習得をはかる。

 [到達目標]
　社会学理論の主要な伝統の各々についてその基本的特徴や相互の関係を理解するとともに、社会
学の基礎概念の使い方や社会学的なものの見方の基本を習得する。

 [授業計画と内容]
　古典社会学・現代社会学の主要な著作（初学者にも比較的理解しやすいもの）を月に2冊程度の
ペースで読み進める。毎回2～3名の報告者をあらかじめ決めておき、報告者の作成したテキストの
要約を検討しながら内容について討論する。報告者は正確な要約を作成するのみならず、関連する
文献をできるだけ読んでおき、テキストに登場する用語等について必要に応じて注釈することが求
められる。受講者には前期・後期各1回ずつ報告を担当してもらう。

1. イントロダクション　【1週】
2. 社会学史概観　【5週】
3. 機能主義　【5～6週】
4. 闘争理論　【5～6週】
5. 相互作用論　【4～5週】
6. 交換理論と合理的選択理論　【3～4週】
7. 理論的総合の試み　【3～4週】
8. 総括　【1週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートによる（出席率25％、授業での報告25％、レポート50％）。

社会学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



社会学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
未定
　入手困難なテキストについてはコピーを配布するが、比較的廉価で入手可能なテキストは受講者
全員に購入してもらう。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　受講者は各回の授業で取り上げるテキストを必ず事前に読んでおかなければならない。

（その他（オフィスアワー等））
　社会学専修3回生の必修科目。受講者には定期的出席のみならず予習と授業中の積極的発言が求
められる。テキストは毎回受講者全員が事前に読んできているという前提で授業を進める。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０２

授業科目名
　<英訳>

社会学(演習II)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  社会学的想像力と応用力

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、対象を「社会学的に考察する」ことの意味と方法を身につけることにある。そ
のために、受講生の個人的関心にしたがって、テーマを選択し、そのテーマを「社会学する」こと
を共同作業でおこなう。

 [到達目標]
対象を「社会学的に考察する」ことの意味と方法を身につける。

 [授業計画と内容]
授業は、前半は受講生の自由報告を中心に行い、後半は統一テーマを定めて受講生がそれについて
の報告と討論を行う形式で実施する。本年度の統一テーマは、「社会的不平等」の予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は、報告と討議への参加によっておこなう

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示をする。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０３

授業科目名
　<英訳>

社会学〔英〕(講読) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
社会保障、福祉、人口構成の変化、人の国際移動、結婚などに関する英語文献の読解を通して理解
を深めるとともに英語の読解力や発音ついて基礎的能力を身に付ける。最後には個人の関心に沿っ
てパワーポイントでプレゼンテーションを行ってもらう。

 [到達目標]
英語文献に慣れ、自分の意見を英語で表現できるようにする。

 [授業計画と内容]
授業では社会保障、福祉、人口構成の変化、人の国際移動、結婚、グローバル経済といったテーマ
に即した論文を読み、読解だけではなく音読を通して英語の発音なども確認する。講読は丁寧に翻
訳をするのではなく、理解を深めることを目的としている。そのため事前の学習が求められる。ま
た、論文について意見や感想を英文で記してもらい、発表やディスカッションを行う。個人の関心
に従ってパワーポイントのプレゼンテーションを実施しする。積極的な参加を期待します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席、発表、レポートなどで評価を行います。出席は重要です。

 [教科書]
授業中に指示する
授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に文献を読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
面談の必要があれば授業の前後にアポを取ってください。宿題を出すことがありますが、その都度
授業で指示します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０４

授業科目名
　<英訳>

社会学〔英〕(講読) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  モダニティの社会学

 [授業の概要・目的]
　社会学がその成立以来取り組んできた中心テーマの一つであるモダニティ（近代）論の最近の代
表的英語文献を熟読し、モダニティとは何か、またそれに関する省察が現代世界の理解にとってど
う役立つのかを考える。とりわけ、近代的な制度や組織の変容と多様化が進歩の観念にとって何を
含意するのか、モダニティの中核的制度である資本主義と民主主義はいかなる関係にあるのか、モ
ダニティのさまざまな形態を非ヨーロッパ中心的なやり方でいかに比較しうるのかといった問題に
ついて、社会学的に考察する。

 [到達目標]
　社会学の英語文献を読むための基本的スキルを習得するとともに、近年の社会学的モダニティ研
究の到達点と課題について学習する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション（テキストと著者および授業の進め方について概説し、各回の報告分
担を決める）
第2回～第14回　テキストの精読（毎回2～3名の報告担当者を決めて12～13ページずつ読み進める。
担当者は作成したレジュメにもとづいて報告を行い、その内容に関して全員で討議する。報告者は
テキストの該当箇所の要約だけでなく、そこに登場する学説や用語、人名等について補足説明を加
えなければならない）
第15回　筆記試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点および筆記試験による（出席率25％、授業での報告25％、試験50％）。

 [教科書]
Peter Wagner 『Modernity: Understanding the Present』（Polity Press）ISBN:978-0-7456-5291-7

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　受講者は全員テキストの該当箇所を事前に読んで授業に臨まなければならない。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０５

授業科目名
　<英訳>

社会学(実習)　
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  フィールドワーク調査の実際 社会調査士科目Ｇ

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、フィールドワークの手法を学習しながら、以下の四点を基軸に地域社会調査を企
画実行することにある。その四点とは、第一に、地域社会が育んできた社会編成の制度と智慧を学
びこと、第二に、地域社会が直面している困難（農林漁業の困難、後継者不足、過疎化、高齢化な
ど）の実態を学び、その対応を考えること、第三に、東海、南海、東南海地震による甚大な被害が
想定される地域が、それに対処するためにどのように対応を準備しているのか（できていないか）
について検討すること、そして最後に、地域の人たちと協同しながら地域の近未来像を考えること
で地域に調査の成果を還元すること、である。調査地は一九九八年以降、地元自治体と連携して本
研究室が地域社会調査（「地域に学ぶ」）を実施してきた三重県南部東紀州地域である。

 [到達目標]
現代日本の農山漁村の直面する困難をたんなる知識ではなく、生活の実態として確認したうえで、
それを乗り越える自律的な社会文化力を地域から学ぶことを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
第一期（1回～3回）　現代日本社会における農山漁村の実態について学ぶ
 第二期（4回から6回）　日本の農村社会学、地域社会学の理論的枠組について学ぶ 第三期（7回か
ら9回）　　フィールドワークの理念と方法を学ぶ
予備調査を行う 
第四期（10～12回）　調査地の概要と調査地に関する先行研究を整理する 
第五期（13～15回）　現地サポーターと協力して調査のデザインを行う 本調査を実施する
第六期（16～18回）　現地調査データの整理を行う 
第七期（19～21回）　調査データをもとに知見を理論的に位置づける 
第八期（22～24回）比較すべき他地域の現況について調査する 補充調査を実施する 第九期（25～
27回）各自のレポートを作成し報告・討議・検討する 
第十期（28～30回）　報告書を完成させ現地に成果を還元する

 [履修要件]
6月、9月、12月のフィールド調査、とくに9月下旬の本調査には必ず参加すること。
またその成果を報告書に執筆すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と報告書執筆のレポートによって評価する

社会学(実習)　(2)へ続く↓↓↓



社会学(実習)　(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
フィールドワークに参加すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０６

授業科目名
　<英訳>

社会学(実習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の実際 社会調査士科目G

 [授業の概要・目的]
社会調査の企画から報告書の作成まで、社会調査の全過程をひととおり体験的に学習する。そのよ
うな体験を通して、講義で得た知識の身体化を目指す。そのためには、授業時間外の作業が多く必
要となる。また、他の受講者との相談や共同作業も多くなる。

 [到達目標]
調査の企画、実施、データの入力、分析、報告書の作成ができるようになる。

 [授業計画と内容]
1課題あたり1～2週の授業をする予定 
前期 
1. 調査の企画と仮説構成 
2. 調査項目の設定・質問文・調査票の作成 
3. プリテストと調査票の修正 
4. 対象者・地域の選定とサ ンプリング 
5. 調査の実施（調査票の配布・回収、面接） 
6. エディティング 
7. 集計、分析 
8. データの視覚化 
9. 仮説検証 
10. 報告書の作成 

後期 
1. データの入力・読み込み 
2. 単純集計表、ヒストグラムの作成 
3. 変数の操作 
4. クロス集計表、帯グラフの作成 
5. 散布図、箱ヒゲ図の作成 
6. データセットの分割・結合 
7. 独立性の検定 
8．平均値の差の検定 
9. 多重クロス表分析 
10. 回帰分析

 [履修要件]
社会調査士科目A～Eをあわせて受講することが望ましいが、強制ではない。 

社会学(実習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(実習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席(25%)、宿題(25%)、レポート(50%)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
轟亮・杉野勇  『入門・社会調査法―2ステップで基礎から学ぶ』（法律文化社）ISBN:978-
4589032577
盛山 和夫 『社会調査法入門』（有斐閣）ISBN:978-4641183056

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習重視。宿題が頻繁に出る。
 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０７

授業科目名
　<英訳>

社会学(卒論演習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 伊藤　公雄
教授 文学研究科 松田　素二
准教授 文学研究科 田中　紀行
准教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  4回生のみ 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  卒業論文演習

 [授業の概要・目的]
本年度に社会学専修に卒業論文を提出する予定の学生を対象にして、卒業論文作成に関する指導を
おこなう。

 [到達目標]
卒業論文を書き上げる。

 [授業計画と内容]
卒業論文提出予定者は、前期においては、専修専任教員全員で実施し、テーマの絞り込みのための
報告を行う。後期においては、担当教員に分かれ、卒論の要旨や分析結果、進捗状況などを報告す
る

 [履修要件]
本年度に社会学専修に卒業論文を提出する予定のもの

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期1回の報告と9月初旬に序論／要旨の提出。後期数回の報告および出席により成績評価をおこな
う。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業において指示する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０８

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 石川　義孝

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人口減少時代の日本における地理学的課題の検討

 [授業の概要・目的]
　わが国の総人口は、2008年に１億2,808万人のピークを迎えて以降、減少時代に入っており、2050
年までには１億人を切る。人口減は今後、年を追うごとに減少率が大きくなり、関連の問題も徐々
に厳しさを増していく、と予想されている。こうした人口の長期的趨勢自体は、国立社会保障・人
口問題研究所の推計から判明しているが、これに関連し、いくつか重要な地理学的検討課題がある。
本授業では、日本を対象に、基本的なデータの提示や関係する既往文献の紹介や論評を行う。

 [到達目標]
人口地理学をめぐる各種のテーマが、どのように形成・再編されてきたかを理解し，それを踏まえ
て、現代日本における人口減関連の諸問題に関する処方箋を考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各トピックあたり、数週の授業をする予定である。
１. 地方圏への人口還流の動向
２. 引退移動の検証
３. 国際人口移動の政策的誘導
４. 外国人の社会統合策
５. 受講生による発表

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30%）、発表(30%)、レポート（40%）による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１０９

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代地理学と科学をめぐる諸相―ラッツェルとセンプルとリヒトホーフェン

 [授業の概要・目的]
 近代地理学史のなかで科学としての地理学の方法論が模索される時期の諸相について、ラッツェル、
センプル、リヒトフォーフェンらの日本との関わりや論考を題材に検討する。彼らにとっての日本
（異文化）観と説明や議論にみられる、事実発見、情報収集、知識の体系化と理論化、表象の様式
など関する彼らの試行をたどる。
　時代背景、社会的要請、科学史の展開を踏まえつつ、地理学者個人あるいは集団としての模索の
様相から、近代地理学を含めた諸学術分野の特質を探ることを目的とする。

 [到達目標]
本講義の目標はつぎの２点である：(1)地理学と他の諸科学との関連、時代や社会の背景や要請と地
理学者の役割、存在意義などを明らかにすることを通じて、地理学史の展開を多面的に理解する能
力を養うこと、(2)近代日本を舞台にした近代地理学者たちの論考を通じて、日本における学術や社
会、文化の近代への移行の様相とその特質を理解すること。

 [授業計画と内容]
本年度の講義では、以下のようなトピックスを主としてとりあげる。
(1) 地理学史における近代
(2) 近代日本と欧米の地理学ならびに地理学者たち
(3) ラッツェルの日本論
(4) センプルの日本滞在と論考
(5) リヒトホーフェンの日本滞在記と論考
(6) 博物学・探検と近代科学
(7) 進化論と確率論
(8) 異文化表象
それぞれのテーマについて、３～５週ずつとりあげる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価
　提出されたレポート（６０％）、出席状況（２０％）、授業への参加態度
（２０％）などを総合的に勘案して評価する。

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必要がある場合は、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：水曜日の午前１１時から午後１時

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１０

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  知と表象の歴史地理学

 [授業の概要・目的]
本講義では，近世～近代の日本とその周辺を対象として，地理的な表象や言説が果たしてきた政治
的・経済的・社会的な役割を，批判的に検討する。近年の歴史・文化地理学では，地理的な表象や
言説に関する議論が盛んに行われている。その動向を踏まえて，地図・地誌・土地調査・旅行記・
史蹟景観といった地理的知の諸相と，その受容や理解の具体例を分析する。

 [到達目標]
地理的な知の役割を歴史的に俯瞰し，その意義を批判的に捉える視点をもつ。

 [授業計画と内容]
I．地理的知と歴史地理学
（１）はじめに，（２）オリエンタリズム論，（３）オリエンタリズムと地理学，（４）地理学の
帝国，（５）近代国民国家と地理学
II．近世日本の地理的知
（６）国土の可視化と計量化，（７）探検・植民地・地図作製，（８）地方行政と村の地理，（９）
地誌という文化統治，（10）史蹟景観の創出と経験，（11）鳥瞰図の視点，（12）紀行と辺境，（
13）村と地域の自画像，（14）前期のまとめ，（15）前期小論文テスト
III．近代日本の植民地と地理的知
（16）「近代」概念の空間的含意，（17）近世日本の朝鮮像，（18）明治日本の朝鮮像，（19）朝
鮮の測量と地図化，（20）森林資源の地図化，（21）植民地朝鮮の地理学者，（22）「知的征服」
とその諸相，（23）「火田整理」と焼畑像，（24）史蹟とコロニアルツーリズム，（25）史蹟の保
存と経験，（26）神話と植民地，（27）帝国の戦争史蹟，（28）フロンティアへの旅，（29）後期
のまとめ，（30）小論文テスト
※フィードバックについては授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後期のそれぞれで実施する小論文試験により評価する。前期のみ，あるいは後期のみ受験の
場合は，単位を認めない。

 [教科書]
使用しない

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
Ｂ・グレアム，Ｃ・ナッシュ 『モダニティの歴史地理』（古今書院）ISBN:4772214704
米家泰作 『中・近世山村の景観と構造』（校倉書房）ISBN:4751733508 

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ (京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献に積極的に触れ，自身の関心を広めることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１１

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水野　一晴

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  世界の自然環境と人々の生活

 [授業の概要・目的]
世界の各地域の気候環境は多様である。その多様な自然環境の中で人々は独自の社会や文化を生み
出してきた。本講では、世界のいくつかの地域を取り上げ、その場所の気候、地形、植生、土壌、
水文環境などの自然環境を説明し、その自然環境の中で歴史的に人々はどのように定住していった
のか、あるいは人々はその自然をどのように利用しながら生活を営んでいったのか、自然とどのよ
うに向き合っているのかなどの点から検討する。また、地球温暖化などの長期的あるいは異常気象
などの短期的な気候変化が、自然や人間活動にどのような影響を及ぼしているかについても議論す
る。

 [到達目標]
世界各地の気候、地形、植生、土壌といった自然環境要因の複合的作用およびその変化について理
解する。自然環境が人間活動とどのように関わっているかを考察し、その一方の変化が相互作用に
よって大きく両者に関わっていくことを理解する。世界の各地域ごとにその自然環境のもとで多様
な社会や文化が生み出されていることを理解する。

 [授業計画と内容]
１．南アルプス、大雪山、北アルプス、中央アルプスの植生の立地環境とその変化[2週]
２．アフリカの国と民族と紛争[1週]
３．アフリカの環境の歴史的変遷[2週]
４. ナミブ沙漠とカラハリ砂漠の環境変遷[2週]
５. ナミブ沙漠の自然と人間活動[1週]
６. ケニア山とキリマンジャロの環境変遷と植生変化[2週]
７．インド、ヒマラヤ地域の社会とチベット文化[1週]
８．インド、ヒマラヤ地域のチベット仏教とポン教[2週]
９．総合討論[2週]
１０．インド、ヒマラヤ地域の植生分布と樹木利用[1週]
１１．インド、ヒマラヤ地域の植生とヤクの牧畜活動[1週]
１２．インド、ヒマラヤ地域の気候環境と農耕活動[1週]
１３．アンデス地域の民族と社会、文化[1週]
１４．アンデス地域の気候環境と植生[1週]
１５．アンデス地域の植生とリャマ・アルパカの牧畜活動[2週]
１６．ポリネシアの自然環境と社会・文化[2週]
１７．世界各地の自然と社会・文化[3週]
１６．総合討論[3週]

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。
高校で地理を履修していなくても十分理解できます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席状況、小テスト、小レポート、授業内での発言など

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴 『高山植物と「お花畑」の科学』（古今書院）ISBN:4-7722-1686-3
水野一晴（編） 『アフリカ自然学』（古今書院）ISBN:4-7722-1577-8
水野一晴（編） 『植生環境学－植物の生育環境の謎を解く－』（古今書院）ISBN:4-7722-4029-2
水野一晴 『神秘の大地、アルナチャル－アッサム・ヒマラヤの自然とチベット人の社会－』（昭和
堂）ISBN:978-4-8122-1173-1

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業が理解できたかどうか把握し、理解できなかった部分については次回授業で質問してください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１２

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 アジア・アフリカ地域研究研究科 大山　修一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アフリカの社会と環境

 [授業の概要・目的]
近年、アフリカで調査をしていると、さまざまな変化に目を奪われることが多くなりました。物流
や外資系企業の活動などの経済の動き、自然資源の利用や生態系への影響、選挙や法律の改変など、
その変化は多岐にわたります。この授業では、アフリカの現代的な諸相を深く理解し、フィールド
ワークの素養を習得することができることをめざし、講義や実習、文献講読を通じて、アフリカの
自然、生態、文化、生業に関するフィールドワークの実際とそのフロンティアをみなさんと考えて
いきます。 

 [到達目標]
大きく変容するアフリカの社会や経済の動向を理解するための基礎的な用語の用い方、知識を習得
する。  

 [授業計画と内容]
以下の課題について、講義・実習を進め、ときおり、関連する図書の紹介、輪読をしていきます。 
１． 概要の説明と打ち合わせ 
２． 自己紹介 
３． サヘルにおける気候変動と食料生産 
４． アフリカの土地をめぐる問題 
５． グローバリゼーションと貧困問題 
６． アフリカの小農は貧困なのか？　 
７． 環境問題と物質循環 
８． 調査地えらびと調査の入り方 
９．フィールドワークの安全と実際 
10. まとめ：地域研究の可能性と社会貢献 
ただし、受講生の人数とみなさんの興味・関心に応じて、内容を変更することもあります。また、
3～4回ほど、亀岡実習に出かけます。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義内容の理解、討議への主体的な参加、輪読・発表の3点で評価します。

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業どきに、授業内容と関連した文献を提示するので、予・復習のために読むこと。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは平日(月～金曜日)の午後(13時～17時)に設定していますが、出張などにより研究
室を留守にすることもあるので、事前にメールで、oyama[@]jambo.africa.kyoto-u.ac.jp まで希望訪問
時間をお知らせください。適宜、対応するようにいたします。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１３

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小方　登

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地理情報・衛星画像の処理・分析の基礎

 [授業の概要・目的]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化についてその原理を講じる。地理情報処
理の実例として衛星画像の処理・分析を主に取り上げる。地形図が利用できない地域でも利用でき
る衛星画像は，グローバルなスケールで有効な地理情報ソースとして位置づけることができる。コ
ンピュータを利用した実習も含む。

 [到達目標]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化および衛星画像の処理・分析方法につい
ての理解の増進を目標とする。

 [授業計画と内容]
１）地理情報のモデル化‥‥地表の現実ないし地図の内容をコンピュータで扱うためのモデルとし
て，ベクトルモデルとラスターモデルの２つを取り上げ，それぞれの特質について説明する。 コン
ピュータで地形を処理・分析するために，ラスターモデルに基づく格子DEM（Digital Elevation 
Model）が適していることなどについて考察する。
２）リモートセンシングの原理と応用‥‥ラスターモデルに基づく地理データの例として，衛星画
像を取り上げる。衛星画像の利用はリモートセンシングに含まれるが，その原理について，それが
電磁波の観測に基づくことなどを説明する。また大気・地表・海洋の観測など，応用分野ごとの特
徴について考察する。 
３）衛星による地球観測 ‥‥地球観測衛星の運用方法について説明する。地球観測衛星の光学セン
サー，合成開口レーダーについて解説し，さらに近年利用可能になった高解像度衛星の性能につい
て紹介する。 さらにデータの入手方法について説明する。
４）衛星画像の分析と表示‥‥コンピュータを利用した衛星画像の応用は，地表の土地被覆につい
ての処理・分析が中心だが，それらについて紹介する。衛星画像の複数バンドを用いた合成色表示，
植生分布の指標化，最尤法に基づく土地被覆分類の原理を説明した上で，コンピュータを用いた実
習を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験による。

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/ogata/(小方研究室ホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
メディアセンターの端末や自宅のパソコンにおいて，授業で扱う内容を実行することができるので，
必要に応じて行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：月曜11:00～12:30

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１４

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国農村の生活空間研究

 [授業の概要・目的]
中国農村における空間と社会が、どのような関係を形成してきたのかをめぐって、地理学の視圏に
軸足をおいて講義を進める。江蘇、河南、四川などで行ってきたフィールド調査に基づいて、中国
農村の生活空間とその多様性を実態的に考えてゆく。

 [到達目標]
地理学における生活空間論に関する基本的事項を理解する。
中国農村について理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマをめぐって授業を行う。
１つのテーマあたり２－３週の授業を行う予定である。

１．村落
２．定期市・市場町
３．市場圏・郷
４．通婚圏
５．広域の生活空間
６．中国農村の基層空間
７．生活空間論

 [履修要件]
全学共通科目の地理学関係科目を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に期末のレポートにより評価を行い、授業への参加度を加味する。授業への参加度は授業時のデ
ィスカッションによって測る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の内容について、授業中に紹介した文献や論文を参考としながら、自らの興味関心に応じて発
展的な学習を展開する。期末レポートにその成果を反映することとなる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１５

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国における都市農村関係

 [授業の概要・目的]
都市と農村の関係について、中国を対象として考える。
現代中国においては都市と農村が截然と分けられてきたが、それがいかに形成・変容されてきたか
について、主に地理学的な視角から具体的に検討してゆく。

 [到達目標]
現代中国についての理解を深める。
地理学における都市農村関係の研究法について理解する。

 [授業計画と内容]
以下のテーマをめぐって授業を行う。
一つのテーマについて、２－３週の授業をする予定である。

１．都市と農村
２．戸籍制度
３．タンウェイと都市
４．住宅制度改革
５．土地改革と集団化
６．非集団化
７．郷鎮企業
８．出稼ぎ

 [履修要件]
全学共通科目の地理学関係科目を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に期末のレポートにより評価を行い、授業への参加度を加味する。授業への参加度は授業時のデ
ィスカッションによって測る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の内容について、授業中に紹介した文献や論文を参考としながら、自らの興味関心に応じて発
展的な学習を展開する。期末レポートにその成果を反映することとなる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１６

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 島根大学　生命科学系　教授 作野　広和

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中山間地域の研究

 [授業の概要・目的]
　中山間地域とは、もともと平野の周辺から山間奥地までの範囲を指す農業地域区分であったが、
2000年以降は離島や半島なども含めた条件不利地域とほぼ同義語として扱われている。中山間地域
では、人口減少や高齢化に起因し、多くの問題を有している。具体的には、就業問題、交通問題、
教育問題、医療問題、福祉問題、耕作放棄地問題、鳥獣害問題、空き家問題など枚挙に暇がない。
これらの問題の発生要因と地域の実態を把握することが本授業の主要な目的である。
　一方で、これらの問題に対処するために、各地で様々な取り組みが行われている。その結果、「
田園回帰」と言われるようなUIターンの増加が見られる。一方で、集落単位でみれば限界化や無住
化した集落もみられる。本授業では、中山間地域の可能性と、限界性について論じ、最終的にはそ
れぞれの受講者が中山間地域の将来をいかに捉えるか、主体的に判断する力を身に付けることも目
的とする。

 [到達目標]
１．中山間地域の現状について、客観的なデータや既存の研究成果をもとに、的確に理解すること
ができる。【知識・理解】
２．中山間地域問題が我が国全体の問題であるという実態に関心を示し、自らの生活においても身
近な問題であることを意識することで、問題解決に向けた積極的な姿勢を持つことができる。【関
心・意欲・態度】
３．中山間地域問題の実態を正しく理解するために統計分析や地図化等に関する技能を身に付ける
とともに、問題解決に向けたワークショップ等において積極かつ的確に意見が述べることができる。
【技能・表現】
４．人口減少社会を迎えた我が国において、中山間地域や日本全体がどのような将来を迎えるのか
予測するとともに、あるべき社会像を提示することができる。【思考・判断】

 [授業計画と内容]
　各時、以下のような内容を想定しているが、実際には受講者とのやりとりで、柔軟に内容を入れ
替えたり、時間を伸縮したりしながら進める。
１．イントロダクション
２．中山間地域の概要
３．集落の構造と機能
４．集落の小規模・高齢化の実態
５．中山間地域問題１：産業・就業構造
６．中山間地域問題２：農業（耕作放棄地、鳥獣害）
７．中山間地域問題の解決１（ワークショップ）
８．中山間地域問題の解決２（ふりかえり）
９．中山間地域問題３：交通、保健、医療、福祉、教育
10．中山間地域問題４：人口、定住、高齢化
11．中山間地域問題の解決３（ワークショップ）
12．中山間地域問題の解決４（ふりかえり）

地理学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義) (2)

13．中山間地域の可能性：「田園回帰」と「里山資本主義」
14．総括
15．中山間地域の未来（試験を兼ねた見解提示）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業への出席は、評価対象の前提とする（授業に４回以上欠席した場合は、未修とする）。
　また、最終試験や授業中に提示する小レポート等を全て提出した場合に評価の対象とする。
　評価方法、配点、評価の主な観点は以下の通りである。
・試験（50点：知識・理解、思考・判断）
・ワークショップへの参加態度・発言内容等（30点：関心・意欲・態度）
・小レポート等の提出物の成果、授業内での発言や個別の質問等（20点：技能・表現）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　集中講義であるので、期間中の予習・復習は実質的に難しいと考える。期間中は小レポート等の
宿題を課す可能性があり、それらの執筆をもって復習と位置づける。
　予習としては、以下の書籍を購入し、読んでおくことを推奨するが、必須とはしない。
＜参考文献＞（あえてシラバスの参考書情報には載せていない）
・藻谷浩介・NHK広島取材班『里山資本主義－日本経済は「安心の原理」で動く－』角川onテーマ
21新書
・増田寛也『地方消滅・東京一極集中が招く人口急減』（中公新書）

（その他（オフィスアワー等））
・授業に対する事前・時中・事後の相談は原則としてメールにて受け付ける
　　作野広和：hsakuno@edu.shimane-u.ac.jp
・授業には主体的に参加し、自主的に質問や意見を発することを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１７

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 理学研究科 堤　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地形学

 [授業の概要・目的]
地形学は，地球表面の形態（地形）の成因や発達史などを探求する学問分野であり，環境問題・自
然災害など人間社会に関係の深い課題の解決に重要な役割を演じている．本講義では，地形の形成
要因ごとに，各種地形の分類・構成物質・形成作用・発達過程を中心に解説する．講義は，地形図
・空中写真・現地写真・地形学図などの具体例を示しながら進める．講義に関連して，地形図や空
中写真の判読などの課題を課す．

 [到達目標]
地形学の基礎的な概念・用語を理解し，野外観察や室内作業を通じて地形の成因や発達史を解読す
る能力を習得する．  

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する．各項目には，受講者の理解の程度を確認しながら，（　）で示し
た週数を充てる． 
１．地形学の基礎（２週） 
　　　地形形成作用，地形学の研究手法 
２．第四紀の地形形成環境（２週） 
　　　地質時代区分，第四紀気候変動，海水準変動，年代測定法 
３．湿潤温帯の侵食・堆積地形（４週） 
　　　風化作用，マスムーブメント，流水の作用，河川地形，海岸地形 
４．様々な気候帯の地形（２週） 
　　　気候地形，氷河・周氷河地形 
５．内的営力の作る地形（４週） 
　　　プレートテクトニクス，断層・褶曲地形，火山地形，地震と地殻変動，岩石制約地形 
６．内的営力と外的営力の相互作用（１週） 
　　　山地の隆起・削剥，日本列島の起伏の形成

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験（70点）とレポート（2回，各15点）により評価する

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
必要な資料は授業中に配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
貝塚爽平ほか 『写真と図でみる地形学』（東京大学出版会）
鈴木隆介 『建設技術者のための地形図読図入門1～4』（古今書院）
貝塚爽平 『発達史地形学』（東京大学出版会）
米倉伸之ほか 『日本の地形1　総説』（東京大学出版会）
松倉公憲 『地形変化の科学－風化と侵食－』（朝倉書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各テーマ毎に，該当する参考書を指示するので，それらを使って予習・復習をして欲しい． 

（その他（オフィスアワー等））
授業終了後に質問を受け付ける．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１８

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

同志社大学　　　　　　　　　　　　
グローバルスタディーズ研究科 教授 内藤　正典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中東・イスラーム世界の現状と課題

 [授業の概要・目的]
中東という地域呼称だけでも、歴史性と政治性に深く影響されている。この地域を切り取るのか、
あるいはイスラーム世界という宗教的なくくりでの地域性の認識は可能なのか。まずはそこから問
いを立てて、イスラームとムスリムの素顔、彼らの行動様式、価値の体系など基本的な項目につい
て講じたうえで、中東がイスラーム一色の地域ではなく、ユダヤ教、キリスト教という他の一神教
との共存の地でもあることを具体例をもとに堀りおこしていく。さらに、現在の中東・イスラーム
世界が直面する課題、というよりもすでに崩壊に向かう中東地域の実態と、それを抑止するための
方策とは何であるのかを受講者と共に見出す努力をしていきたい。地理学的な観点から、中東（必
ずしもこの呼称を維持する必然性はないが）という地域的括りの正統性も含めて、議論していく。

 [到達目標]
１．既存の地域区分概念、地理的呼称を整理し「中東」という呼称のもつ歴史性・政治性を学ぶこ
とで、メディア等で使われてきたこの呼称を批判的に再検討する。このことで学生は、すぐれて空
間的呼称とされるものが、強い政治性を帯びていることの意義を検討することになる。 
２．中東と呼ばれる地域は、今日紛争や衝突の集積する地であるから、この地域の紛争を緩和ない
し、解決に向かわせるには、最低限どのような地理的リテラシーが必要であるのかを学ぶ。 
３．中東地域の重要な特色であるイスラーム社会の様態をジャーナリズムでの扱いとは別の視角か
ら論じることによって、現状の諸問題に肉薄する視角と方法を学ぶことで将来この地域とかかわる
ときに必要なリテラシーを身に着けることができる。

 [授業計画と内容]
中東情勢は日々刻々変化するため、重大な事案が発生した場合には変更もありうる。 
１、導入：中東という地域呼称の問題性 
２．導入：中東地域を地域として括ることの現代的意義 
３．導入：イスラームとは何か 
４．基礎：中東に関する基礎的事項と現状を3回に渡って講じる。第1回中東を構成する三要素とし
てのアラブ、イラン、トルコ 
５．基礎：上同。第2回：文化的区分と宗教的区分 
６．基礎：上同。第3回：現在の紛争へ至る経緯 
７．基礎：イスラームに関する基礎知識。第1回：イスラームとは何か？ 
８．基礎：上同。第2回：ムスリムの人間像。 
９．基礎：上同。第3回：ムスリムと国家 
10．発展：上記基礎で講じる中東の概念とイスラームとの関係は何か？ 
11．発展：イスラーム国はなぜ出現したか？ 
12．発展：欧米諸国かたのイスラーム報道のゆがみとはなにか 
13．発展：トルコの特異な位置づけ 
14．総括：学生との質疑応答 
15．総括：まとめ

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点（50％）、授業中での発表（50％） 
3回以上無断欠席した場合は単位を得られない

 [教科書]
内藤正典 『イスラームから世界を見る』（筑摩書房）ISBN:978-4-425-55132-3

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
メディアを通じて中東・イスラーム世界の現状をフォローしておくこと

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１１９

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

同志社大学　　　　　　　　　　　　
グローバルスタディーズ研究科 教授 内藤　正典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中東・イスラーム世界の諸問題に関するケーススタディ

 [授業の概要・目的]
中東・イスラーム世界における衝突、紛争、戦争の様態を共時的に追究し、個々の事例が、中東・
イスラーム世界の外の世界といかなる関係にあるのかを考えていく。

 [到達目標]
１．地域研究がともすれば一国研究になりがちな点に配慮し、中東・イスラーム世界でおきている
紛争が、到底一国単位での理解では緩和・解決に導けないことを具体的に検証していく。 
２．この講義を通じて、領域国民国家によって分断されてきた中東・イスラーム世界において紛争
抑止および平和構築に何が必要であるのかを明らかにし、地域研究に新たな地平を拓く知のありよ
うを示していく。

 [授業計画と内容]
中東情勢は日々刻々変化するため、重大な事案が発生した場合には変更もありうる。 
１、導入：中東という地域呼称の問題性 
２．導入：中東地域を地域として括ることの現代的意義 
３．導入：イスラームとは何か 
４．基礎：中東に関する基礎的事項と現状を3回に渡って講じる。第1回中東を構成する三要素とし
てのアラブ、イラン、トルコ 
５．基礎：上同。第2回：文化的区分と宗教的区分 
６．基礎：上同。第3回：現在の紛争へ至る経緯 
７．基礎：イスラームに関する基礎知識。第1回：イスラームとは何か？ 
８．基礎：上同。第2回：ムスリムの人間像。 
９．基礎：上同。第3回：ムスリムと国家 
10．発展：上記基礎で講じる中東の概念とイスラームとの関係は何か？ 
11．発展：イスラーム国はなぜ出現したか？ 
12．発展：欧米諸国かたのイスラーム報道のゆがみとはなにか 
13．発展：トルコの特異な位置づけ 
14．総括：学生との質疑応答 
15．総括：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席50％）と授業内で行うケーススタディの報告内容（50％） 
3回無断欠席した場合は単位を得られない

 [教科書]
授業中に指示する

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
中東・イスラーム世界の情報をメディア通じて得ておくこと

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２０

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 ESRIジャパン 星田　侑久

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  GISの基礎

 [授業の概要・目的]
さまざまな分野での技術革新が進んで、近年地理情報はますます身近なものになっている。GIS（
Geographic Information System、地理情報システム）とは、地理情報を作成、加工、管理、分析、可
視化、共有するための情報技術である。地図についての講義の後、操作が容易なクラウド型GISを
使用して、GISでどのようなことができるかを理解することを目的とする。
本講義では受講生が「楽しくGISにふれる」ことを目指す。

 [到達目標]
・地図、地理空間データ、GISについて理解する。
・クラウド型GISを用いて主題図を描けるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回：（講義）地図からわかること
第2回：（講義）地図について
第3回：（講義）GISとは
第4回：（講義）地理空間データについて
第5回、第6回：（実習）地図と写真でみせるウェブアプリケーションを作成する
第7回、第8回：（実習）GISで現地調査
第9回：（講義）主題図とその作成方法について
第10回：（実習）主題図を作成する
第11回～第14回：（実習）各自のテーマで地図を作成する
第15回：作成した地図の発表

 [履修要件]
・スマートフォン、もしくはタブレットを持っている人は持参すること（新規に購入する必要はな
い）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席：70％
発表：30％
4回以上欠席した場合、単位は認めない。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義終了後も定期的にGISにふれることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
・各自の研究テーマや関心事などから、講義内で作成したい地図をあらかじめ考えておくことが望
ましい。
・地図が好きな人の受講を期待します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２１

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義) 　
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 ESRIジャパン 星田　侑久

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  GISの応用

 [授業の概要・目的]
さまざまな分野での技術革新が進んで、近年地理情報はますます身近なものになっている。GIS（
Geographic Information System、地理情報システム）とは、地理情報を作成、加工、管理、分析、可
視化、共有するための情報技術である。身近な３テーマの実習を通して、地理情報を「作成」「加
工」「管理」「分析」「可視化」するそれぞれの内容やソフトウェアの操作を理解することを目的
とする。本講義では受講生が「本格的にGISにふれる」ことを目指す。

 [到達目標]
・身近なテーマでの実習を通してGISが実社会でどのように使われているかを考える。
・やりたいことに対して、必要なデータ、適切な処理を考えられるようになる。
・デスクトップ型GISの操作を習得する。

 [授業計画と内容]
１．二酸化炭素濃度マップの作成（第1回～第6回）
　現状の状況を地図で可視化することはGISでできる大きな要素である。
　スマートフォンと二酸化炭素測定器を用いて現地調査を行い、京都大学近辺の二酸化炭素濃度を
測定し、地図上に可視化する。
　どのような条件で二酸化炭素濃度が高くなるかGISを用いて分析する。

２．3次元の地形の模型の作成（第7回～第9回）
　GISによって地図を3次元で簡単に作成できるようになった。
　身近な場所の3次元の地形モデルをGISにより作成し、3Dプリンタによって出力する。
　
３．引越先の選定（第10回～第15回）
　施設の立地選定などにもGISは利用される。
　引越先を選定するにあたっては、多様な評価基準があり人によってどの基準を重要視するか異な
る。
　各自で評価基準を検討し、GISを用いて評価基準の地図を作成する。
　その後、評価基準の地図に重みづけをして重ね合わせることによって、引越マップを作成する

 [履修要件]
・スマートフォン、もしくはタブレットを持っている人は持参すること（新規に購入する必要はな
い）。
・「GISの基礎」を受講している、もしくは同レベルの知識・技術があることを前提とする。

地理学(特殊講義)  　(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  　(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席：70％
発表：30％
4回以上欠席した場合、単位は認めない。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義終了後も定期的にGISにふれることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
・地図が好きな人の受講を期待します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２２

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 名古屋大学　環境学研究科　教授 横山　智

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2015・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東南アジア大陸部の自然と文化

 [授業の概要・目的]
2015年、ASEAN統合を控え、毎日のように東南アジアのニュースが流れる。特にラオス、ベトナ
ム、ミャンマーなどの大陸部の国々の経済成長に注目が集まっているが、東南アジア大陸部の人々
の生活を我々はどれだけ知っているのであろうか。今、経済発展やグローバル化と共に、人々の生
業も急激に変化しようとしている。講義では、東南アジア大陸部の自然環境基盤と文化基盤を理解
したうえで、地域の生業変化がどのように引き起こされ、また人々はいかに変化に対処しているの
かを議論する。

 [到達目標]
最新の学術研究の一端に触れて東南アジア大陸部に対する興味関心を高め、また地域環境を総合的
に理解するために必要な、自然・社会・文化に関する地理学の総合的知識を学習することを主目的
とする。そして、環境と開発についての考える力および異文化を理解する力を養う。

 [授業計画と内容]
1. イントロダクションおよび東南アジアの自然環境基盤【1回】
2. 照葉樹林文化論1（日本と東南アジアの文化要素の共通性）【2回】
3. 照葉樹林文化論2（稲作の起源をめぐる議論）【2回】
4. 文化生態学と生業研究の理論【1回】
5. 焼畑の生態【1回】
6. 悪者にされる焼畑【2回】
7. 森林利用と焼畑民の在来知【2回】
8. ケシ栽培と南北問題【1回】
9. 緑の革命を見る視点【1回】
10. 中国の進出と生業変化（ヒトの移動、農外活動の導入、契約栽培)【1回】
11. 期末試験【1回】
＊リアクションペーパーを配布するので、質問・意見等を記入すること。そこで書かれた質問は、
次の授業で回答および討論する。フィードバックは、個別に受け付ける。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験：70点、平常点（リアクションペーパーの内容など）：30点

地理学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義) (2)

 [教科書]
教科書は指定しない。プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
横山智・落合雪野 『ラオス農山村地域研究』（めこん）ISBN:978-4-7503-2758-1（ラオス農山村の
生業変化に関する参考書です。）
佐々木高明 『照葉樹林文化とは何か―東アジアの森が生み出した文明 (中公新書)』（中央公論新社）
ISBN:978-4121019219（日本と東南アジア大陸部の文化基盤・生業についての参考書です。）
横山智 『納豆の起源（NHKブックス 1223）』（NHK出版）ISBN:978-4-14-091223-2（東南アジア大
陸部の食文化についての参考書です。）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.geog.lit.nagoya-u.ac.jp/yokoyama/index.html(担当教員のホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、事前に配布するプリントには、多くの図表と参考文献が記されているので、それらの
図表を読み取る努力をしてください。復讐としては、板書したノート、プリントに書き込んだメモ
などをに目を通し、不明点を参考文献などで調べてください。もし、理解できなかった点、もしく
は気になった点などあれば、リアクションペーパーで質問してください。

（その他（オフィスアワー等））
「東南アジア」、「発展途上国」、「環境と開発」、「食文化」などに関心のある学生の受講を歓
迎します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２３

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  戦争の記憶の現在   

 [授業の概要・目的]
過去の事象が記憶されるとき、事象に深く関わる地域に根差しつつ記憶が紡がれる場合と、地域か
ら拡散するかたちで形成される場合とがある。この両者は二分されるものではないことはもちろん
であり、両者の関係性を読み解くことが必要となる。 
本授業では、戦後70年をむかえるなかで、戦争の記憶に即してこの関係性を検討することをテーマ
としたい。 
具体的には、沖縄戦を取り上げる。 
班ごとに１つ事例を調査・報告し、議論を行う中で、沖縄戦がどのように語られてきたのか、そし
て沖縄戦の記憶がどのように表出してきたのかについての理解を深める。さらに、地域に根差した
記憶を考えるために、現地調査についても実施する。 
  

 [到達目標]
戦争に即した記憶について、先行研究の理解と現地調査による考察・理解を通じて、地域の記憶を
めぐる問題について主体的・継続的に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
以下のような課題について、1課題あたり１～３週を用いて報告と討論を実施し、理解を深めてい
く予定である。 
・沖縄戦の概要 
・白梅の記憶 
・男子学徒と女子学徒 
・自治体史と沖縄戦 
・沖縄と京都の戦後 
・字誌と沖縄戦 
・沖縄の慰霊碑 
・沖縄の慰霊祭 
また、沖縄への現地調査を実施する。

 [履修要件]
現地調査への参加が可能な者 
（現地調査の日程は、受講生全体で相談して決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート 
なお、平常点には授業内および現地調査での積極的な姿勢を考慮する。

 [教科書]
使用しない

地理学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
沖縄戦に関するメディアを適宜、確認しておくこと。
班ごとの発表に際しては、事前に班内で十分な討議を重ねておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２４

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  20世紀へのアプローチ　～景観調査を通じて～

 [授業の概要・目的]
現在の社会は、戦後生まれが主役となっているとはいえ、戦前・戦中生まれの者も健在である。一
方、大学生は平成生まれの者が大半となってくる状況にもなっている。 
本授業の目的は、平成生まれの学生・院生が、いわゆる「古老」への聞き取り調査をおこなうとき
に生じる諸課題を、自らの経験を通じて問いかけることで、20世紀へのアプローチ法についての理
解を深めることにある。 
授業では、京都府内の農山漁村集落を選び、「景観変化」を題材として聞き取り調査を複数回実施
する。そして、その経験を報告し、議論していくというスタイルをとる。  

 [到達目標]
先行研究のレビューと、現地での景観調査と聞き取り調査を通じて、自身の20世紀像の曖昧さを振
り返り、より具体的な地域に即した理解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のような課題をテーマとし、現地調査をふまえつつ1課題あたり１～３週の授業をする予定で
ある。 
・景観概念について 
・可視／不可視 
・文化的景観／Cultural Landscape 
・近世城下町の記憶 
・茶の香り漂う街並み 
・山の暮らしの変化 
・刻まれた災害の記憶 
・景観と法 
・地域調査

 [履修要件]
現地調査に参加できる者 
（現地調査の日程は、受講生全体で決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート。 
なお、平常点には授業内および現地見学の際の積極的な姿勢を考慮する。

地理学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
現地調査で訪問する地域については、事前に十分に調べておくこと。
また、調査訪問後も別途、再訪するなどして地域への理解を深めることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２５

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習Ｉ)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  地理学研究法

 [授業の概要・目的]
地理学の様々な領域に関する基礎的研究方法や諸概念、最新の研究課題などについて理解を深めな
がら、受講生が自らの研究関心を明確にし、卒業研究へと結びつけてゆくことを目指す。

 [到達目標]
到達目標は次の３点である：(1)人文地理学の研究動向を把握し、先行研究の内容を的確に理解し、
批判的に読み込むことができること、(2)参加学生各自の関心にそったテーマでの研究課題を明確に
し、卒業研究のテーマや対象地域を絞ること、(3)オリジナリティを追求できる力量や論文執筆に当
たり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量を身に付けること。 

 [授業計画と内容]
地理学専修における基礎的研究方法を学ぶことを目的とする。受講生は、最初に人文地理学会編『
地理学文献目録』の利用をはじめとする文献検索の方法を習得する。年度初めに決めた発表スケジ
ュールにしたがい、受講生は、以下の要領で発表を行う。各自の関心にしたがって関連する文献を
探し、問題意識を持って読み、不明箇所を調べ、内容をまとめてレジュメを作成し、発表する。発
表後は、受講生全員で当該の発表内容に関する討議を行う。他に、前期と後期に各１回、担当教員
が各自の専門領域でのトピックス紹介を行う場を設け、受講生に多様な分野での問題意識や研究方
法、最新の議論に目を向ける機会を提供する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習への参加と発表に基づく平常点、課題提出を総合的に勘案して評価する。演習に出席して議論
に参加することが大切であるので、欠席が多い場合には不合格とすることがある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
必要があれば、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習発表のためのレジュメを用意すること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、演習の授業の前後（昼休み、休憩時間）を中心に、担当教員全員が随時、対応
する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２６

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習II)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  4回生のみ 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ４回生演習

 [授業の概要・目的]
受講生それぞれが遂行する卒業研究のプロセス（テーマ設定、既往研究のレビュー、史資料収集、
調査・分析、考察と意義付け、執筆という一連の過程）に沿って報告を行い、互いに議論を重ねな
がら研究を深め、卒業論文の完成を目指す。

 [到達目標]
到達目標は次の３点である：(1)参加学生各自の関心にそったテーマでの研究課題を明確にし、卒業
研究のテーマや対象地域、手法を決定すること、(2)当該テーマの研究動向を把握し、取り組むべき
課題や問題を理解できること、(3)オリジナリティをもった調査研究と分析を実行し、卒業論文を完
成させること。 
  

 [授業計画と内容]
４月から夏休み前までに、受講生は、各自の関心にしたがってテーマを設定し、関連する既往文献
を読み、調査・分析方法の検討をしたり、適切な調査地や史資料を吟味する。その後、現地調査や
史資料収集を実施する。後期には、分析を行い、結果を図表にまとめ、論文の章節構成を練り、執
筆する。受講生は、こうした卒業論文の完成に至る階階ごとに、年間を通じて数回の発表で研究の
進捗状況を報告し、批判や助言を得る。前期・後期を通じて、３回程度は合同発表会とし、３回生
も参加し、卒論作成のプロセスを学ぶ。受講生には、討議で出されたコメントを十分活かして、卒
論作成にあたることが求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習への参加と発表に基づく平常点で評価する。欠席が多い場合には、不合格とすることもある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習発表のためのレジュメを用意すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業の前後の昼休み、休憩時間等を中心に、担当教員全員が随時、対応する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２７

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 石川　義孝

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英語地理書講読

 [授業の概要・目的]
世界における地理学研究のフロンティアの動向を知るためには、英語文献を熟読することが重要で
ある。本授業では、地理学分野の代表的な雑誌に掲載された英語論文を取り上げ、講読する。

 [到達目標]
世界の地理学研究のフロンティアの動向を知り、重要な諸テーマについての基礎的な理解力を養う。

 [授業計画と内容]
以下の英語論文を講読する。 
1. P. Waley (2007) Tokyo-as-world-city, Urban Studies 44(8): 1465-1490.
2. D. W. Edgington (2012) Restructuring Japan’s Rustbelt, Urban Affairs Review 49(4): 475-524.
3. F. Collantes et al. (2014) Reducing depopulation in rural Spain, Population, Space and Place 20(7): 606-
621.
4. K. Halfacree (2008) To revitalise counterurbanization research? Population, Space and Place 14(6): 479-
495.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および和訳）で評価する。

 [教科書]
講読するテキストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず、授業で扱うテキストの綿密な予習をして、授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２８

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ地理書講読

 [授業の概要・目的]
ドイツ語による地理学のテキストの読解力を養うことと合わせて、記載内容に関連したさまざまな
ドイツ語資料を調査し、参照しながら、テキスト内容の理解を深める手法を身につけることを目的
とする。

 [到達目標]
到達目標は次の２点である：(1)ドイツ語文献や資料を研究や調査に活用できる能力を身につけるこ
と、(2)地理学ならびに関連分野の諸文献や統計類、地図など、さまざまな資料を照合して事実確認
する手法を身につけること。

 [授業計画と内容]
19世紀後半、近代地理学成立期頃の東アジア地誌・旅行記をテキストとする。今年度は、昨年度に
引き続き、以下のテキストを取り上げるが、これに関連する新聞、雑誌、単行本、統計書、手稿、
手紙など、できるだけ多様なタイプの文献を取り上げる。テキストおよび関連資料の読解を通して、
近代期の東アジアの諸状況に関する理解を深める。本年は、下記のテキストの第７章、京都から江
戸への旅から読み進める。
Kreitner, G.: Im fernen Osten-Reisen des Grafen Bela Szechenyi in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in 
den Jaren 1877-1880, Wien, 1881.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および授業への参加態度）および課題提出をもとに、総合的に評価する。

 [教科書]
授業時に配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストについて、十分な予習を必ず行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
月曜日12:15～12:45、水曜日12:15～12:45

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１２９

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語 フランス語

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
フランス語の文献を精読することで、読解能力を高めるとともに、メディア・産業・戦争・モダニ
ズム芸術といった観点から20世紀初頭の歴史的・文化的背景の理解を深める。

 [到達目標]
外国語文献を精読することで、自らが課題とする歴史研究に対して自主的、継続的に取り組む能力
を養う。

 [授業計画と内容]
Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma; Le cinéma devient un art - La première guerre mondiale, 
Editions Denoël,1952を中心に読む。本書は、フランスの歴史家・映画批評家のジョルジュ・サドゥ
ールが、産業・経済・社会・技術の観点から芸術としての映画を歴史的・包括的に記述した古典で
ある。この授業では毎週、輪読形式でその精読を行なう。出席者は訳文を用意し、割り当てられた
担当部分について調査し、解説する。歴史記述に慣れ親しむことと、20世紀初頭のヨーロッパ社会
にかかわる一般的な語彙の習得を目指す。必要に応じて参考映像を見せ、文字資料のみに特化しな
い歴史叙述の可能性を探っていく。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に各自の訳文を用意し、担当者は解説ができるように準備する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１３０

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、フランス語の読解力の向上を図るととも
に、歴史研究にかかわる理論、概念、研究方法についての理解を深めることを目標とする。  

 [到達目標]
・歴史学の研究で用いられるフランス語の語彙や語法を習得する。 
・歴史学の分野にかかわる理論、概念、研究方法について、フランス語のテキストをつうじて基本
的な事項を理解する。

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本のなかからいくつかの項目を選んで講読する。 

Historiographies. Concepts et débats, tome I, éd. par Ch. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt, 
Gallimard, 2010. 

本書は、歴史研究にかかわる概念や論争的な問題について事項別に解説した2巻本の事典の第1巻で
ある。各項目は、10数ページの解説と基本文献のリストから成る。 
この授業では、いくつかの項目を選んで講読する。授業は受講者による訳読と、担当者による解説
を中心に進める。フランス語の歴史叙述で用いられる語彙や文体に親しむとともに、歴史研究にか
かわる諸問題についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

地理学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(講読)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにフランス語の文
献を読み進むうえで効果的であろう。  

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１３１

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読) 　　
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 山崎　岳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読  

 [授業の概要・目的]
中国は日本と深い関わりを持つ隣国である。物質面・精神面を問わず、日本の歴史的文化について、
中国の存在を抜きにして語ることはできない。ただし、両国の間には文化的・社会的に様々な相違
があるのも事実である。この授業では、近現代中国の歴史・社会に関する中国語の論説・新聞記事
などをテキストとして講読する。原文から中国人の思考を読みとることによって、学生の中国語読
解能力を養うとともに、中国社会に対する理解を深め、さらなる探求への手引きを提供する。 

 [到達目標]
受講者は、現代中国語をより正しく読解・翻訳・発音することができるようになる。また近現代の
中国社会、および関連文献について一定の情報と理解を得る。   

 [授業計画と内容]
初回には授業の説明を行い、講読テキストを配布する。第二回以降、出席者には順番にテキストを
音読・日本語訳してもらう形式で授業を進める。速読よりは、音読と翻訳の正確さを重視する。出
席者は事前に翻訳を準備するだけでなく、音読の練習を積んで授業に臨むことが求められる。

 [履修要件]
現代中国語の発音表記であるピンイン、および基本的な文法事項は習得済みであること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末に筆記試験を行う。

 [教科書]
授業中に指示する
  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストをあらかじめ日本語訳し、音読の練習を積んでおくこと。   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１３２

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 山崎　岳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2015・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読   

 [授業の概要・目的]
中国は日本と深い関わりを持つ隣国である。物質面・精神面を問わず、日本の歴史的文化について、
中国の存在を抜きにして語ることはできない。ただし、両国の間には文化的・社会的に様々な相違
があるのも事実である。この授業では、近現代中国の歴史・社会に関する中国語の論説・新聞記事
などをテキストとして講読する。原文から中国人の思考を読みとることによって、学生の中国語読
解能力を養うとともに、中国社会に対する理解を深め、さらなる探求への手引きを提供する。  

 [到達目標]
受講者は、現代中国語をより正しく読解・翻訳・発音することができるようになる。また近現代の
中国社会、および関連文献について一定の情報と理解を得る。   

 [授業計画と内容]
初回には授業の説明を行い、講読テキストを配布する。第二回以降、出席者には順番にテキストを
音読・日本語訳してもらう形式で授業を進める。速読よりは、音読と翻訳の正確さを重視する。出
席者は事前に翻訳を準備するだけでなく、音読の練習を積んで授業に臨むことが求められる。

 [履修要件]
現代中国語の発音表記であるピンイン、および基本的な文法事項は習得済みであること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末に筆記試験を行う。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストをあらかじめ日本語訳し、音読の練習を積んでおくこと。   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系１３３

授業科目名
　<英訳>

地理学(実習)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2015・
   通年 曜時限  月3,4

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  地理学実習

 [授業の概要・目的]
本実習の目的は、地理学の基礎的な技能を習得するとともに、現地調査（フィールドワーク）と報
告書作成を体験し、地理学の調査の基礎的なスキルを身につけることである。 

 [到達目標]
地理学の調査や分析を行うための基礎的なスキルを習得し、卒業論文の作成などに活用できるよう
になること。

 [授業計画と内容]
１．オリエンテーション（１回）
２．地形図の読図・空中写真の判読（２回）
３．自然環境の把握と理解（５回）
４．地形・植生・土壌の観察と分析（５回）
５．実習旅行の事前調査（２回）
６．ＧＩＳ（地理情報システム）の基礎（４回）
７．ＧＩＳを用いた主要統計の地図化（４回）
８．ＧＩＳを用いた統計分析（３回）
９．実習旅行（※）
10．実習旅行の調査報告（３回）
フィードバックについては授業中に指示する。
※10月に実習旅行（３泊４日）として、地方の自治体でフィールドワークを行う。調査前には調査
テーマと調査計画に関する「事前レポート」をまとめる。また調査後には『実習旅行報告書』を編
纂する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席、授業への参加態度）ならびに、課題に対する提出物を総合的に勘案して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

地理学(実習)(2)へ続く↓↓↓



地理学(実習)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
小レポートや作図、報告書執筆などの課題が多く課されるので、授業時間外も積極的に取り組んで
欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
　(1) 本実習は、地理学専修での卒業に必須の科目である。受講希望生が多数の場合は、機器（Ｐ
Ｃなど）の設置台数に限りがあるため、地理学専攻学生および地理学専攻希望の学生の履修を優先
する。
　(2) 地理学専修の専攻を希望する学生は、２回生または３回生のうちに本実習を履修することが
望ましい。
　(3) 実習旅行の費用は、受講生の負担となる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。


