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7102 001 系共通科目(心理学) 講義Ｉ 2 4 通年 月 3 藤田・板倉・Anderson・蘆田・矢追・熊田・阿部 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系1

7106 002 系共通科目(心理学) 講義IIb 2 2 前期 月 2 藤田　和生 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系2

7108 003 系共通科目(心理学) 講義IId 2 2 前期 火 2 板倉　昭二 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系3

7109 004 系共通科目(心理学) 講義IIe 2 2 後期 火 2 蘆田　宏 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系4

7110 005 系共通科目(心理学) 講義Ka 2 2 前期 木 1 野村・楠見・齊藤・高橋 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系5

7111 006 系共通科目(心理学) 講義Kb 2 2 前期 火 3 楠見　孝 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系6

7112 007 系共通科目(心理学) 講義Kc 2 2 後期 水 4 野村　理朗 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系7

7202 001 系共通科目(言語学) 講義Ｉ 2 2 前期 水 4 吉田和・吉田豊・千田 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系8

7204 002 系共通科目(言語学) 講義Ｉ 2 2 後期 水 4 吉田和・吉田豊・千田 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系9

7206 003 系共通科目(言語学) 講義II 2 2 前期 月 3 吉田和・吉田豊・千田 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系10

7208 004 系共通科目(言語学) 講義II 2 2 後期 月 3 吉田和・吉田豊・千田 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系11

7301 001 系共通科目(社会学) 講義 2 4 通年 水 2 伊藤　公雄 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系12

7401 001 系共通科目(地理学) 講義 2 4 通年 火 4 石川　義孝・水野　一晴 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系13

7170 008 心理学研究法（基礎講義）入門 講義 2 2 前期 金 4 齋木・月浦・船曳・板倉・藤田・畑中 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系14

7171 009 心理学研究法（基礎講義）発展 講義 2 2 後期 金 4 大倉・永田・板倉・蘆田・矢追・内田・上田 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系15

7131 010 心理学 特殊講義 2 2 前期 火 2 大山　泰宏 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系16

7131 011 心理学 特殊講義 2 2 後期 火 2 岡野　憲一郎 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系17

7131 012 心理学 特殊講義 2 2 後期 水 5 Gert van Tonder 日本語及び英語 ○ ○ 行動・環境文化学系18

7131 013 心理学 特殊講義 30 2 前期集中 菊水　健史 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系19

7131 014 心理学 特殊講義 2 2 前期 水 4 阿部　修士 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系20

7131 015 心理学 特殊講義 30 2 前期集中 池田　謙一 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系21

7131 016 心理学 特殊講義 2 2 前期 水 4 杉万　俊夫 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系22

7131 017 心理学 特殊講義 2 2 後期 水 4 杉万　俊夫 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系23

7131 018 心理学 特殊講義 2 2 前期 水 2 齋木　潤 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系24

7131 019 心理学 特殊講義 2 2 後期 水 2 齋木　潤 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系25

7131 020 心理学 特殊講義 2 2 前期 月 1 月浦　崇 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系26

7131 021 心理学 特殊講義 2 2 後期 月 1 月浦　崇 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系27

7231 005 言語学 特殊講義 2 2 前期 金 2 吉田　和彦 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系28

7231 006 言語学 特殊講義 2 2 後期 金 2 吉田　和彦 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系29

7231 007 言語学 特殊講義 2 2 前期 月 4 千田　俊太郎 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系30

7231 008 言語学 特殊講義 2 2 後期 月 4 千田　俊太郎 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系31

7231 009 言語学 特殊講義 2 2 前期 水 5 稲垣　和也 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系32

7231 010 言語学 特殊講義 2 2 前期 火 4 上田　功 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系33

7231 011 言語学 特殊講義 2 2 前期 水 2 郡司　隆男 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系34

7231 012 言語学 特殊講義 30 2 前期集中 佐々木　冠 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系35

7231 013 言語学 特殊講義 2 2 前期 水 3 齋藤　治之 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系36

7231 014 言語学 特殊講義 2 2 後期 水 3 齋藤　治之 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系37

7231 015 言語学 特殊講義 2 2 後期 月 5 定延　利之 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系38

7231 016 言語学 特殊講義 2 2 後期 木 3 武内　康則 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系39

7231 017 言語学 特殊講義 2 2 前期 水 4 谷口　一美 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系40

7231 018 言語学 特殊講義 2 2 後期 水 4 谷口　一美 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系41

7231 019 言語学 特殊講義 2 2 後期 水 3 西本　希呼 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系42

7246 020 言語学 基礎演習 2 2 前期 金 3 千田　俊太郎 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系43

7246 021 言語学 基礎演習 2 2 後期 金 3 吉田　豊 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系44

7241 022 言語学 演習 2 2 前期 火 4 吉田　豊 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系45

7241 023 言語学 演習 2 2 後期 火 4 吉田　豊 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系46

7241 024 言語学 演習 2 2 前期 木 1 吉田　豊 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系47

7241 025 言語学 演習 2 2 後期 木 1 吉田　豊 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系48

7241 026 言語学 演習 2 2 後期 木 2 笹間　史子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系49

7241 027 言語学 演習 2 2 前期 木 2 ルチラ　パリハワダナ 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系50
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7241 028 言語学 演習 2 2 前期 金 3 服部　文昭 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系51

7241 029 言語学 演習 2 2 後期 金 3 服部　文昭 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系52

9620 108 言語学 語学 2 4 通年 金 1 森　若葉 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系53

9624 109 言語学 語学 2 2 前期 火 3 井戸根　綾子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系54

9625 110 言語学 語学 2 2 後期 火 3 井戸根　綾子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系55

9652 138 言語学 語学 2 2 前期 火 5 岸田　文隆 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系56

9653 139 言語学 語学 2 2 後期 火 5 岸田　文隆 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系57

9612 142 言語学 語学 2 2 前期 火 3 河﨑　靖 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系58

9613 143 言語学 語学 2 2 後期 火 3 河﨑　靖 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系59

7331 002 社会学 特殊講義 2 2 前期 木 5 伊藤　公雄 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系60

7331 003 社会学 特殊講義 2 2 後期 木 5 伊藤　公雄 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系61

7331 004 社会学 特殊講義 2 2 前期 水 5 田中　紀行 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系62

7331 047 社会学 特殊講義 2 2 後期 水 5 田中　紀行 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系63

7331 005 社会学 特殊講義 2 2 前期 水 2 太郎丸　博 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系64

7331 006 社会学 特殊講義 2 2 前期 月 2 落合　恵美子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系65

7331 048 社会学 特殊講義 2 2 後期 月 2 落合　恵美子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系66

7331 013 社会学 特殊講義 2 2 前期 水 1 小山　哲 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系67

7331 014 社会学 特殊講義 2 2 後期 水 1 小山　哲 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系68

7331 022 社会学 特殊講義 2 2 前期 火 2 ステファン・ハイム 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系69

7331 026 社会学 特殊講義 2 2 前期 火 2 加藤　源太 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系70

7331 027 社会学 特殊講義 2 2 前期 月 4 伊地知　紀子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系71

7331 028 社会学 特殊講義 2 2 前期 火 1 村上　あかね 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系72

7331 029 社会学 特殊講義 2 2 前期 金 2 阿部　潔 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系73

7331 030 社会学 特殊講義 30 2 前期集中 松浦　雄介 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系74

7331 031 社会学 特殊講義 2 2 後期 木 3 安井　眞奈美 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系75

7332 035 社会学 特殊講義 4 1 前期不定 木 3-4 Melani Budianta 英語 ○ ○ 行動・環境文化学系76

7332 036 社会学 特殊講義 4 1 前期不定 木 3-4 Steve Ivings 英語 ○ ○ 行動・環境文化学系77

7332 037 社会学 特殊講義 4 1 前期不定 木 3-5 Travis S.K. Kong 英語 ○ ○ 行動・環境文化学系78

7332 038 社会学 特殊講義 4 1 後期不定 木 3-4 Hirvonen, Helena Marjatta 英語 ○ ○ 行動・環境文化学系79

7330 039 社会学 特殊講義 2 4 通年 金 4 三上　剛史 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系80

7343 041 社会学 演習II 2 2 前期 金 4 松田　素二 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系81

7430 002 地理学 特殊講義 2 4 通年 水 2 石川　義孝 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系82

7430 003 地理学 特殊講義 2 4 通年 月 2 杉浦　和子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系83

7431 004 地理学 特殊講義 2 2 後期 金 2 米家　泰作 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系84

7431 005 地理学 特殊講義 2 2 後期 金 3 米家　泰作 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系85

7430 006 地理学 特殊講義 2 4 通年 金 4 水野　一晴 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系86

7431 013 地理学 特殊講義 30 2 前期集中 松四　雄騎 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系87

7431 014 地理学 特殊講義 30 2 前期集中 加賀美　雅弘 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系88

7431 016 地理学 特殊講義 2 2 前期 金 2 川端　基夫 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系89

7431 017 地理学 特殊講義 2 2 前期 金 3 川端　基夫 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系90

7431 018 地理学 特殊講義 30 2 後期集中 池口　明子 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系91

7431 030 地理学 特殊講義 2 2 前期 火 3 水内　俊雄 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系92

7431 031 地理学 特殊講義 2 2 後期 火 3 水内　俊雄 日本語 ○ ○ 行動・環境文化学系93

【行動・環境文化学系】



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 心理学（確認用）
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
教授 文学研究科 蘆田　宏
助教 文学研究科 矢追　健
教授 情報学研究科 熊田　孝恒
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  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語 日本語（一部英語）

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、講座の教員全員および関連部局の教員によるリレー形式で講じる。
　講義内容は以下の通りであるが、順序が変更される可能性がある。必修科目ではないが、心理学
専修を希望する者はぜひ履修するよう強く推奨したい。

第1回　実験心理学とは何か　（全員） 
第2回～第6回　脳・神経、感覚・知覚　（蘆田）
第7回～第8回　注意、実行機能とそれらの応用　（熊田）
第9回～第10回　社会的認知と意思決定　（阿部）
第11回～第15回　学習、記憶、言語、思考　（藤田）
第16回～第20回　発達、情動、動機づけ　（板倉）
第21回～第23回　愛着、非言語コミュニケーション（アンダーソン）
第24回～第28回　ワーキングメモリー、自己と他者 （矢追）
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

 [教科書]
使用しない

心理学(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義Ｉ)(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]
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 心理学（確認用）
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

  2016・
   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）
藤田和生（編著） 『動物たちは何を考えている？　動物心理学の挑戦』（技術評論社）ISBN:
9784774172583 C3045（動物の心の働きに関するさまざまな話題と最新の成果をQ&Aの形で紹介し
たもの）

 [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、参考書などを参照して、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 心理学（確認用）
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

  2016・
   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

教授 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   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（必須ではないが強く推奨
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/ug2016.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>

心理学(講義Ka)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 心理学（確認用）
教授 教育学研究科 楠見　孝
准教授 教育学研究科 齊藤　智
准教授 教育学研究科 野村　理朗
特定准教授 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

  2016・
   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
2. 縦断研究のデザイン	
3. 行動の制約
4. 視覚情報のデザイン　
5. 記憶の制約
6. 思考と意思決定の制約
7. パーソナリティのデザイン
8. 遺伝子の機能：行動のデザイン      
9. 家族環境のデザイン	
10.生育環境のデザイン	
11.エラーのデザイン	
12.言語芸術のデザイン	
13.メディア・学習環境のデザイン
14.まとめ／評価

 [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）
子安増生・楠見孝・齊藤智・野村理朗（編） 『教育認知心理学の展望』（ナカニシヤ出版）（　　
その他は、授業中に紹介する．）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介された参考図書・論文、配布資料等を用いて復習する。

（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 kusumi.takashi.7u@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6

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 文学研究科 心理学（確認用）
教授 教育学研究科 楠見　孝

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学概論Ｉ

 [授業の概要・目的]
人間の高次認知過程の基本的特性とそれをとらえる認知心理学，認知科学研究の主要な理論とモデ
ルに関して，実験データに基づいて検討します．あわせて、教育における応用についても検討しま
す。認知心理学に関する実験や調査、批判的思考力を育成する課題も実施します。 

 [到達目標]
1. 認知心理学の専門用語・理論，方法論を理解する。 
2. 認知心理学の考え方を身につけ，批判的に思考できるようになる。 

 [授業計画と内容]
1   序論 
2   学習 
3   知能 
4   思考 
5   言語 
6   演繹推論 
7   帰納推論 
8   批判的思考 
9   直観的推論 
10　意思決定 
11　感情と文化的知識 
12　応用認知心理学 
13　コネクショニストモデル 
14  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]
授業への参加（出席・課題・発表など）４０％,　筆記テスト６０％　

 [教科書]
使用しない

心理学(講義Kb)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義Kb)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
楠見　孝（編） 『思考と言語：現代の認知心理学３』（北大路書房）ISBN:9784762827198
日本認知心理学会(編）  『認知心理学ハンドブック (有斐閣ブックス)』（有斐閣）ISBN:
9784641184169
子安増生・楠見孝・齊藤智・野村理朗(編)　 『教育認知心理学の展望』（ナカニシヤ出版）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/cogpsy/personal/Kusumi/

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習すべきこと 
・あらかじめ指定した文献を読んで，問いをたてる． 
復習すべきこと 
・自らの問いが，授業によって解決できたかを確認し，さらなる問いをたて,探究する．  

（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7

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義Kc)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 心理学（確認用）
准教授 教育学研究科 野村　理朗

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
認知心理学は、人間の認知機能のしくみについて、実験、調査、観察等のアプローチにより実証的
に解明する学問である。本授業では、認知心理学の主要な理論や構成概念を概説するとともに、そ
れらとシステム神経科学、遺伝学等の知見との関連について、来たる認知心理学の将来像をイメー
ジできるよう領域横断的に講義する。このように本講義は、人間の認知の基本特性についての基礎
知識を学ぶとともに、それらを融合した新しい着想、新しい研究の手がかりを教授することも目標
としている。  

 [到達目標]
人間の認知機能について、実験、調査、観察等のアプローチにより、何がどのように明らかとされ
ており、将来に向けてどのような課題が残っているのかを、近隣領域の基礎知識もふまえて、考察
できるようになる。  

 [授業計画と内容]
以下のテーマで講義を行う予定である。ただし、テーマとその順序は、受講者の理解度に応じて変
更される可能性がある。 

１． 序論 
２． 認知心理学の研究史 
３． 知覚と記憶　 
４． 感情I　 
５． 感情II 
６． 認知と脳　 
７． 認知と遺伝子　 
８． 中間テスト 
９． 特論I 
１０． 認知と心身疾患　 
１１． 実行機能　 
１２． 特論II 
１３． 認知と社会　 
１４． 認知と文化　 
１５． まとめ　

 [履修要件]
心理学の入門的な授業を履修していることを前提に授業を進める。  

心理学(講義Kc)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義Kc)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加　（発言・発表、小レポート等）５０％とテスト（中間テスト、期末の形式は授業中
に指示）５０％の合計点で評価する。 なお、授業内で募集する心理学実験への参加などが評価に加
味されることがある。

 [教科書]
子安増生・楠見孝・齊藤智・野村理朗（編） 『教育認知心理学の展望』（ナカニシヤ出版）
その他は、授業中に紹介する．

 [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]
授業中に紹介された参考図書・論文、配布資料等を用いて復習する。 

（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8

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 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人格心理学概論Ｉ

 [授業の概要・目的]
人格心理学(パーソナリティ心理学)は、心理学の多様な分野が関わり成立している。この講義では、
人格に関するさまざまな理論を概説するとともに、主に精神力動的な人格理論、心理療法論などに
フォーカス当てて論じていきたい。

 [到達目標]
1．それぞれの人格理論の発想法、人間理解の観点について理解する 
2．力動的な人格理論と心理療法論について、将来心理臨床を行う上で必要とされる知識や心構え
を得る。 

 [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.人格概念について 
2.類型論，特性論，力動論 
3.状況と人格： 人-状況論争，サリヴァンの人格理論 
4.催眠とフロイト前夜 
5.フロイトの人格理論 
6.ユングの人格理論 
7.ラカンの人格理論

 [履修要件]
高校で履修する程度の世界史の知識(とりわけ，近代ヨーロッパ史の知識)が受講生にあることを前
提として講義します。

 [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）
大山泰宏 『改訂新版・人格心理学』（放送大学教育振興会）ISBN:978-4-595-30902-1（指定教科書
とはしませんが，あると授業内容を理解し確認するのに便利です。）
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指定教科書とはしませんが，授業内容を理解し確認するのに便利です。 

 [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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
教授 教育学研究科 岡野　憲一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
精神医学的な見地から見た臨床心理学について概説する。精神医学と心理学との関係、両者の臨床
活動の違いについて詳しく説明する。

 [到達目標]
受講者は精神医学と臨床心理学の違い、特徴などについての概ねの理解を得ることを目的とする。

 [授業計画と内容]
●　精神医学と心理学
●精神科臨床と心理臨床の違いないしは両者の連携
●自傷行為、自殺企図、犯罪等のいくつかのトピックについて論じる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況と授業への参加の態度に鑑みて成績を付ける。

 [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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
非常勤講師 Gert van Tonder

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Visual Perception and Aesthetics   

 [授業の概要・目的]
The course will review the history and different theories currently predominant in the scientific study of 
visual aesthetics. Course material will also provide an introduction to the visual effects used by artists and 
designers to enhance the perception of shape and space. 

 [到達目標]
Students will understand why scientists are interested in the analysis of aesthetics. Students will expand their 
ability to express opinions on this topic, and equip them with sufficient insight to decide if this is a relevant 
topic for their future research. Class material and practical sessions are intended to make students more 
sensitive to the experiential consequences between aesthetics and perception.   

 [授業計画と内容]
The course will review historical developments in thinking about visual aesthetics, from Aristotle, Fechner, 
proponents of the Gestalt School of Psychology, evolutionary origins of aesthetic perception, and others. 
Some of the main current interpretations of the relevance of aesthetics in perception will be reviewed, namely 
empathy theory, neural fluency, natural scene statistics, adaptations to fractal patterning, behavioral 
preference, and so forth. The course may include two practical sessions - one will be a classical Japanese 
painting (日本画)　workshop, the other will be a classical Japanese garden design workshop.

1. Introduction and course orientation
2. Perceptual structure of a classical Japanese dry rock garden
3. Historical overview of visual aesthetics
4. Perceptual fluency theory of aesthetics
5. Aesthetics as an artistic response to natural image statistics
6. Fractals and aesthetics
7. Aesthetics as behavioural preference
8. Empathy theory; Aesthetics and reward.
9. Evolutionary perspective on aesthetics
10. Aesthetics of Hildebrand, Leonardo, classical Japanese garden design
11. Visual analysis of Op Art
12. Gestalt approach to aesthetics. Koffka’s humanistic theory of the psychology of art.
13. Neuroaesthetics: Zeki, Ramachandran, Biedermann, Livingstone, Chatterjee.
14. Practicum 1: Techniques and materials in classical Japanese painting (日本画).
15. Practicum 2: Visual design effects in classical Japanese garden construction.
16. Final class discussion.
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 [履修要件]
Attendance of practical sessions is not compulsory, but highly recommended. It should expand understanding 
of practical complexity in using visual artistic effects.  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Assessment will be based on lecture attendance and one final report.

 [教科書]
授業中に指示する
Necessary notes and materials will be distributed during lectures.  

 [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]
No special preparations will be required before or after classes. Students will be expected to revise material 
discussed in class.  

（その他（オフィスアワー等））
By appointment. My email address is gvtonder@yahoo.co.uk. Please use the course title in the subject line.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
麻布大学　獣医学部 教授 菊水　健史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  行動神経内分泌学

 [授業の概要・目的]
社会行動の多くは相手との相互的な情報交換によって成り立ち、社会経験依存的に確立する。特に
社会行動とホルモンの関係は、個体内における複雑なフィードバックシステムを用いて精巧に制御
されているだけでなく、ホルモン自体も社会的環境によって大きく変動する。本講では、ホルモン
と社会行動の関連を科学的に解説し、比較哺乳類学的な見地も取り入れることで、現在まで多くが
謎とされてきた社会行動とホルモンの関係を学ぶ。  

 [到達目標]
・ヒト社会が進化の過程で経てきた神経行動学の背景を学習し、それを元に社会学を捉えることが
できるようになる。 
・生物としてヒトを捉えることで、社会におけるヒト性の問題を捉える事ができるようになる。 
・社会行動におけるホルモンの効果を知ることで、社会的的役割の生物学的視点を得ることができ
る。  

 [授業計画と内容]
1. ホルモンによるこころと行動の変化 
2.　性の決定　オスとメスの脳 
3.　オスとテストステロン 
4.　メスとエストロゲンとプロゲステロン 
5.　恋愛の中枢機構 
6.　絆形成とオキシトシン 
7.　養育とオキシトシン、テストステロン 
8.　コルチゾールとストレス　不安 
9.　攻撃とテストステロン、コルチゾール 
10.　共感、公平性 
11.　老化 
12　周期性（生殖、年間） 
13.　人生のモード変換とホルモン分泌（総括）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加（50点）、レポート（50点）により評価する。

 [教科書]
未定
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 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
高校生物を復習しておくことが望まれる。

（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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学(特殊講義)

 [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、自身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↓↓↓
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 [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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
同志社大学社会学部　教授 池田　謙一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  社会認知論

 [授業の概要・目的]
講読演習という形を取り、社会生活の一部である政治について語ることがどのような帰結をもたら
すかを点検する。この語りには、社会全体を鳥瞰しつつ、利害を調整し、異なる立場の相手を理解
し許容し、なおかつ自らも社会に関わるという側面がある。これらを研究することは、社会過程に
参加すること、熟議すること、寛容性を持つこと、他者を信頼すること、といった政治を越えた普
遍的な価値へ、人がいかにコミットできるか、どんな心理メカニズムがそこで作用しているか、を
学ぶことでもある。
　授業では、全体を通覧するような熟議研究、政治的議論とソーシャルネットワーク研究のレビュ
ーと論文を講読演習した後、最近数年の関連研究を代表的なコミュニケーション研究・政治行動研
究の専門誌であるCommunication Research, Human Communication Research, Political Behaviorを中心と
して、講師が選定した論文を検討していく。選定した論文のリストは下記に指示しておくので、講
義が始まるまでに通読しておく必要がある。集中講義の形を取るので、連続して連日数本の論文を
議論することになる。
　講読演習の形式であるが、授業の準備として当該論文を予め読むばかりでなく、毎回代表者がレ
ジュメを作成・提出し、参加者全員に予めコメントを提出してもらう。実際の授業では、レジュメ
で当該論文の解説をしてもらった後、議論に入る。その際にレジュメ発表者の論点提出と参加者の
コメント提出に基づいた議論をしつつ、講師の方でそれらをまとめ、当該論文の位置づけと意義な
どを議論して討議に資する。

 [到達目標]
熟議・ソーシャルネットワーク・信頼・参加・寛容性に関する政治的コミュニケーション研究の全
貌についての理解を深め、最新の知見を知り、それを参加者自身の専門の研究にも応用できるよう
な見通しを得てもらいたい。

 [授業計画と内容]
１－３回
Wolf,Michael R., Morales, Laura and Ikeda, Ken'ichi (Eds.)(2010) Political Discussion in Modern 
Democracies: A comparative perspective. Abingdon, UK: Routledgeから次の２論文：
Andre Bachtiger and Seraina Pedrini "Dissecting Deliberative Democracy: A Review of Theoretical 
Concepts and Empirical Findings"
Ken'ichi Ikeda and Robert Huckfeldt "The consequences of discussion and deliberation within networks: an 
introduction"
また、Ikeda, Ken'ichi (2012) Differential effect of multiple social networks on public participation in Japan, 
(In) Amrita Daniere and Hy Van Luong (Eds.) The Dynamics of Social Capital and Civic Engagement in 
Asia: Vibrant Societies. London: Routledge, Chapter 4, pp.54-80
を読み、全体の展望を得る

４－１４回　下記の論文を検討していく
①熟議・熟考の研究関連
Eveland, Jr., William P., Morey Alyssa C., & Jutchens, Myiah J. 2011
Beyond deliberation: New directions for the study of informal political conversation from a communication 

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

perspective, Journal of Communication, 61, 1082-1103.

Wojcieszak, Magdalena E., & Price, Vincent 2012
Perceived versus actual disagreement: Which influences deliberative experiences? Journal of Communication,
 62, 418-436.

Zhang, Weiyu 2015
Perceived Procedural Fairness in Deliberation: Predictors and Effects, Communication Research, 42, 345-364,

②市民参加・政治参加と社会関係資本：信頼・効力感・ネットワーク関連
Rojas, Hernando, Shah, Dhavan V., & Friedland, Lewis A. 2011
A communicatie approach to social capital. Journal of Communication, 61, 689-712.

Lee, Hoon, Kwak, Nojin, and Campbell W. 2015
Hearing the Other Side Revisited: The Joint Workings of Cross-Cutting Discussion and Strong Tie 
Homogeneity in Facilitating Deliberative and Participatory Democracy, Communication Research, 42, 569-
596.

Bloom, Pazit Ben-Nun, & Bagno-Moldavsky, Olena 2015
The Conditional Effect of Network Diversity and Values on Tolerance. Political Behavior, 37, 623-651

Lee, Jae Kook, Choi, Jihyang, Kim, Cheonsoo, and Kim, Yonghwan 2014
Social Media, Network Heterogeneity, and Opinion Polarization, Journal of Communication, 64, 702-722.

Gil de Zuniga, Homero, Molyneux, Logan, and Zheng, Pei 2014
Social Media, Political Expression, and Political Participation: Panel Analysis of Lagged and Concurrent 
Relationships, Journal of Communication, 64, 612-634.

Campbell, Scott W., & Kwak, Nojin 2011
Political involvement in "mobilized" society: The interactive relationships among mobile communication, 
network characteristics, and political participation. Journal of Communication, 61, 1005-1024.

③政治的議論における感情の役割関連
Gonzalez-Bailon, Sandra, Banchs, Rafael E., & Kaltenbrunner, Andreas 2012
Emotions, public opinion, and U.S. Presidential approval rates: A 5-year analysis of online political 
discussions. Human Communication Research, 38, 121-143.

Choi, Sujin 2014
Flow, Diversity, Form, and Influence of Political Talk in Social-Media-Based Public Forums, Human 
Communication Research, 40, 209-237.

 [履修要件]
リストした全ての論文を読んでくること。
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席と発表、発言により採点する。

 [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]
リストした全ての論文を読み、論文紹介担当者はレジュメを用意し、授業時に人数分配布すること。
またそれ以外の受講者は予め当該授業に用いる論文についてコメントを寄せること。

（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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 杉万　俊夫

未更新

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

（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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 杉万　俊夫

未更新

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学Ⅰ

 [授業の概要・目的]
認知心理学は知覚、記憶、思考、意思決定などを含む広い分野であるが、本講義は、視覚による認
識過程を主たる題材として、認知心理学の基本的な考え方、研究の方法論などを理解することを目
指す。視覚認識に関する基礎的な知識を土台として、視覚認識における記憶、注意の役割に焦点を
当てて解説する。

 [到達目標]
視覚に関する科学的研究を主な題材として、主観現象の科学である認知心理学の背後にある基本的
な考え方を理解する。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、を理解する。

 [授業計画と内容]
以下のトピックを取り上げる。各トピックにつき２－３回の講義を割り当てる。

第1回　イントロダクション
第2－4回　視覚システムの基礎
第5－6回　３次元構造の知覚
第7－8回　物体認識
第9－10回　視覚認知における記憶の機能
第11－12回　視覚認知における注意の機能
第13－14回　認知における特徴の統合

 [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

 [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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学Ⅱ

 [授業の概要・目的]
認知心理学は知覚、記憶、思考、意思決定、運動制御などを含む広い分野であるが、本講義では、
視覚による認識過程を主たる題材として、認知心理学の基本的な考え方、研究の方法論などを理解
することを目指す。視覚認識に関する基礎的な知識を土台として、探索行動を題材に取り上げ、知
覚、意思決定、眼球運動の機能に焦点を当てて解説する。

 [到達目標]
視覚に関する科学的研究を主な題材として、主観現象の科学である認知心理学の背後にある基本的
な考え方を理解する。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、を理解する。

 [授業計画と内容]
以下のトピックを取り上げる。各トピックにつき２－３回の講義を割り当てる。

第1回　イントロダクション
第2－4回　視覚システムの基礎
第5－6回　明るさの知覚
第7－8回　シーンの認知
第9－10回　視覚探索における知覚の機能
第11－12回　視覚探索における意思決定
第13－14回　視覚探索と眼球運動

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
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。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  月1

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，試験（100点）によって評価する．ただし，平常点（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．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 文学研究科 心理学（確認用）
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

  2016・
   後期 曜時限  月1

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，試験（100点）によって評価する．ただし，平常点（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．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

心理学研究法入門
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 心理学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 齋木　潤
准教授 人間・環境学研究科 月浦　崇
准教授 人間・環境学研究科 船曳　康子
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 藤田　和生
特定助教 こころの未来研究センター 畑中　千紘

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学研究法入門

 [授業の概要・目的]
心理学を初めて学ぶ大学1回生、他の回生を対象として、心理学固有の方法論とその歴史的背景を
幅広く学ぶとともに、それらの方法を使うための基本的なスキルの習得を目指す。観察法、面接法、
質問紙法、実験法などの代表的な研究法を取り上げ、古典的な研究例のデモンストレーションを行
うとともに、研究法の歴史などにも触れる。 

 [到達目標]
心理学の講義では、主として、心理学的な現象や事実を学ぶが、この授業では、それらの現象や事
実を発見するために心理学が発展させてきた方法論の基礎を学ぶことを目指す。心理学を知識とし
て学ぶだけでなく、将来自身で心理学の研究を目指す学生にとっては必須の科目である。 

 [授業計画と内容]
2コマを1単元として、基本的な研究法を実習やデモンストレーションを用いながら紹介する。 

第1回　イントロダクション　齋木（総人） 
第2－3回　観察法　板倉（文） 
第4－5回　面接法　船曳（総人） 
第6－7回　質問紙法・テスト法　畑中（こころ） 
第8－9回　実験1（学習）　藤田（文） 
第10－11回　実験2（認知）齋木 
第12－13回　実験3（生理）月浦 
第14回　まとめ　全員 

各単元では、古典的な研究例のデモンストレーションを行うとともに、研究法の歴史などにも触れ
る。 
各単元ごとにレポートを提出

 [履修要件]
特になし

心理学研究法入門(2)へ続く↓↓↓



心理学研究法入門(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各単元ごとに提出するレポートによって評価する。レポートは、各単元の内容の理解、レポート課
題の出来、期日までに提出しているかなどを総合的に評価する。６単元のレポートの評点の平均点
を最終評価とする（未提出のレポートは０点と換算）。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は特に必要ないが、レポートを作成するための作業が必要。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは担当教員ごとに、KULASIS及び授業内でアナウンスする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

心理学研究法発展
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 心理学（確認用）
准教授 人間・環境学研究科 大倉　得史
准教授 人間・環境学研究科 永田　素彦
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
助教 文学研究科 矢追　健
特定准教授 こころの未来研究センター 内田　由紀子
特定助教 こころの未来研究センター 上田　祥行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目   心理学研究法発展

 [授業の概要・目的]
心理学の研究に必要な基本的な研究法を、実習を通して学ぶ。あわせて基礎的な推測統計の技法を
学ぶ。 

 [到達目標]
心理学の研究法として、質的研究法、社会心理実験、質問紙法、知覚実験のデータ収集法、分析法
を習得する。推測統計の基礎を理解する。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　板倉（文） 
第2－4回　フィールド研究（質的研究法）　大倉（総人） 
第5－7回　社会心理実験（social interactionなど）　永田（総人） 
第8－10回　質問紙法　内田・上田（こころ） 
第11－13回　知覚実験　蘆田・矢追（文） 
第14回　まとめ 

各単元の中で実際にデータを収集し、基礎的な分析を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各単元ごとのレポート

 [教科書]
使用しない

心理学研究法発展(2)へ続く↓↓↓



心理学研究法発展(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]
データ入力や分析は授業外に行うことになる。また、各単元で用いる分析手法について、十分予習
・復習をすること。  

（その他（オフィスアワー等））
履修要件は設けませんが、内容的には心理学研究法入門の履修が前提となるので、なるべく前期に
履修してください。 
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください 。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦
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

  2016・
   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　－－言語学の研究対象の紹介、音声学、音韻論、歴史比較言語学を中心に

 [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。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．音韻論４
９．歴史比較言語学１
10. 歴史比較言語学２
11. 歴史比較言語学３
12. 歴史比較言語学４
13. 歴史比較言語学５
14．まとめ
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]
言語学の基本的な方法を習得するために、世界諸言語の言語データを分析する。提出を求めない場
合でも、授業時以外に言語データに向かい合う必要がある。

（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。
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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 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦
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

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目
言語学概論II　－－形態論、統語論、談話文法、意味論、言語類型論、社会言語学を中
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、形態論、統語論、談
話文法、意味論、言語類型論、社会言語学を対象にする。

1．　形態論１　　　　　　　　　　
2．　形態論２
3．　形態論３　
4．　構造主義の統語論。
5．　生成文法の統語論１
6．　生成文法の統語論２　
7.　 生成文法の統語論３
8.　 機能主義的統語論
9.　 談話文法
10． 意味論
11． 言語類型論　　　　　　　　　
12． 社会言語学　　　
13.　TBA
14.　まとめ
15.　試験

言語学(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



言語学(講義Ｉ)(2)

 [履修要件]
前期の言語学講義I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]
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）
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、世界諸言語の言語データを分析する。提出を求めない場合でも、
授業時以外に言語データに向かい合う必要がある。

（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。
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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 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦
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

  2016・
   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。
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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 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦
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

  2016・
   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を深め
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。
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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 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヒッタイト語研究I

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、古代アナトリアにおいて紀元前２千年紀に用いられ、100年ほど前に解読され
たヒッタイト語の文法を学ぶことにある。

 [到達目標]
ヒッタイト語文法の基礎を、記述言語学的および歴史言語学的に習得し、アルファベット転写テキ
ストが読める能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
古代アナトリアの歴史的状況、ヒッタイト語解読の歴史、他の印欧諸言語との系統的関係などにつ
いて述べる。

第２～１３回　教科書を使いながら、文法の基本事項を学ぶ。

第１４回　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]
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]
Harry Hoffner and Craig Melchert 『A Grammar of the Hittite Language II』（Eisenbrauns）ISBN:978-1-
57506-119-1

 [参考書等]
  （参考書）
Harry Hoffner and Craig Melchert 『A Grammar of the Hittite Language I』（Eisenbrauns）ISBN:978-1-
57506-119-1

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書に含まれている基本的な文法事項についての予習と復習が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーについては、メールでアポイントメントを取ること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヒッタイト語研究II

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、古代アナトリアにおいて紀元前２千年紀に用いられ、100年ほど前に解読され
たヒッタイト語の文法を学ぶことにある。さらに、近年のヒッタイト語文献学の成果、ならびに印
欧語比較言語学におけるヒッタイト語の重要な役割について理解を深める。

 [到達目標]
ヒッタイト語文法を、記述言語学的および歴史言語学的に習得し、アルファベット転写テキストお
よび楔形文字テキストが読める能力を養う。 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
粘土板に刻まれているヒッタイト楔形文字について解説する。

第２～１３回　歴史文書、法律文書、祭式、神話などのさまざまなジャンルの資料を、楔形文字テ
キストおよびアルファベット転写テキストで読みながら、記述文法および歴史文法の諸問題を考え
る。 

第１４回　まとめ　

 [履修要件]
前期のヒッタイト語研究Iを履修しておくことが望ましい。

 [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]
授業中に指示する
必要な資料・文献は授業時に配布、もしくは指示する。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ヒッタイト語テキストの予習が求められる。  

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーについては、メールでアポイントメントを取ること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 言語学（確認用）
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イマス語文法

 [授業の概要・目的]
イマス語の音韻、形態、統語にわたる參照文法をテキストとして言語の記述研究についてまなぶ。

 [到達目標]
言語はさまざまな側面をもち、それらが複雜に關係しあつてゐる。我々にとつて馴染みのない言語
についての記述を讀み進めることで、オールラウンドな言語研究を行なふ力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
前期は以下の順に音韻論、語類、名詞と名詞句について講義する。

1. はじめに
2. 言語の概要
3-6. 音韻論
7-8. 語類
9-11. 名詞クラス
12-14. 名詞と名詞句

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な參加(30%)、レポート(70%)の合計による。

 [教科書]
Foley, William A. 『The Yimas Language of New Guinea』（Stanford UP）

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを讀んでから授業に臨むこと。復習として少なくとももう一度テキストに目を通すこと。

（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。
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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 言語学（確認用）
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イマス語文法

 [授業の概要・目的]
イマス語の音韻、形態、統語にわたる參照文法をテキストとして言語の記述研究についてまなぶ。

 [到達目標]
言語はさまざまな側面をもち、それらが複雜に關係しあつてゐる。我々にとつて馴染みのない言語
についての記述を讀み進めることで、オールラウンドな言語研究を行なふ力を身に付ける。

 [授業計画と内容]
後期は以下の順に動詞を中心とした形態・統語法、節連接について講義する。

1. はじめに
2-4. 基本的な動詞形態法
5-6. イマス語の複統合性と動詞stemの派生
7-8. 動詞themeの派生
9. イマス語の動詞形態法と節構造
10-12. 非定形の名詞化
12-13. 定形の名詞化
14. 節連鎖と等位接續
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]
討論への積極的な參加(30%)、レポート(70%)の合計による。

 [教科書]
Foley, William A. 『The Yimas Language of New Guinea』（Stanford UP）

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストを讀んでから授業に臨むこと。復習として少なくとももう一度テキストに目を通すこと。

（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 。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 言語学（確認用）
助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  言語フィールド調査の手法

 [授業の概要・目的]
日本語や英語は、話者数が多く、いわゆる「大言語」の部類に入る。世界には、話者数が千人未満
の言語や、大言語の影響下にあって過小評価を受けている言語も数多い。本講義では、このような
いわゆる「少数言語」について、その母語話者と協同し、予備知識がほぼゼロの状態から言語を分
析していく手法を学ぶ。

 [到達目標]
フィールド調査による言語の記録／記述について、全体像を理解し、その手法を身につける。調査
の計画立案、予備知識の収集、言語のアーカイブ、言語の初歩的分析ができるようになる。

 [授業計画と内容]
１．フィールド調査の準備（２週）
２．語彙調査（４週）
３．文法調査（４週）
４．テキスト調査（４週）
５．フィードバック

 [履修要件]
言語学講義Ⅰ、言語学講義Ⅱを受けるなどし、言語学の基礎知識を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーション（60点）、討論への積極的参加（20点）、レポート（20点）に基づいて評価す
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]
プレゼンテーションの準備・修正、レポート準備を毎回おこなう。専門用語や問題点等について、
学術文献を参照するなどして整理する。

（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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  音韻論研究

 [授業の概要・目的]
音韻論・音声学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]
時間の制約上、いくつかのトピックを取り上げ、言語現象を観察し、そこに潜む問題点を発見し、
そこにどのような法則性が見いだせるかを考え、先行研究を含む代案に比べて、自分の仮説のどこ
が優れているかを議論する。具体的なトピックとしては、日本語の音素配列、弁別素性理論、素性
の不完全指定、素性の階層性、幼児の音韻獲得、成人の外国語訛り等を予定している。

 [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。授業中の議論への積極的な参加等
の平常点と、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
ハンドアウトを配布する。

 [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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  統語論と意味論における「項」

 [授業の概要・目的]
「項」(argument) という概念は、統語論においても、意味論においても重要である。
項は統語的には動詞主要部の周辺にあらわれ、意味的には、述語の内容を補完する。

本講義では、この概念を統語論と意味論の両方の観点から論じ、それぞれの分野の交互関係をあき
らかにすることを目的とする。特に、意味役割や事象構造と項構造との関わりを論じ、統語構造と
の関係も明らかにする。特に、統語構造がどのようにして意味的関係に結びつくかという linking 
の問題を詳しく扱う。

形式意味論的には、語彙的意味論より構成的意味論に重点を置き、文の統語構造に即して意味論を
組み立てていく。

 [到達目標]
(1) 統語論における「項」(argument) という概念を理解する。
(2) 意味論における述語と項との関係を理解する。
(3) 英語の主な項構造に関わる現象を統語的および意味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12
章以降の章は時間に余裕があれば入る。）

Introduction (8 pages)

Part I: Background
1. Syntax (12 pages)
2. Semantics (22 pages)

Part II: Kinds of arguments
3. Arguments in Syntax (30 pages)
4. Arguments in Semantics (17 pages)
5. Implicit arguments (25 pages)

Part III: Analysis of argument relations
6. Thematic relations (20 pages)
7. Agent and Patient (22 pages)
8. Role iteration (21 pages)
9. Separation (28 pages)
10. Event structure (21 pages)

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

11. Linking and framing (38 pages)

Part IV: Case studies
12. Passives (34 pages)
13. Resultatives (28 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、意味論で使用する、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、第2章に基礎的な説明があるので、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]
Alexander Williams 『Arguments in Syntax and Semantics』（Cambridge University Press (2015)）ISBN:
978-0-521-15172-6（（ペーパーバック; ハードカバーは 978-0-521-19096-1））

 [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。
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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 言語学（確認用）
札幌学院大学　経営学部 教授 佐々木　冠

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  日本語方言の分析を通して学ぶ言語学

 [授業の概要・目的]
　日本語の方言の文法や音韻の分析を通して自然言語に関する理解を深めるのがこの講義の目的で
す。日本語の方言は文法構造においても音韻構造においても多様です。この講義を通して身近に存
在する言語の多様性を知ってください。日本語の方言の多様性は、標準語で書かれることの多い言
語芸術をも豊かにしています。主な関心が標準語にある学生にも受講していただければ幸いです。

 [到達目標]
　どのような言語現象にも複数の分析が存在します。したがって、よりよい分析は何かという問題
を考える必要があります。この講義を通して分析の妥当性を検証する姿勢を身につけていただきた
いと思います。

 [授業計画と内容]
　次の四つのテーマについて話します。原則的に1日1テーマで集中講義を行う予定です。 
テーマ1：未然形は存在するか 
　扱う現象：否定のラ行五段化の東西差、サ入れ現象のもう一つのとらえ方、北海道・北東北方言
の自発述語形式のゆれ、方言における否定推量表現、など 
テーマ2：音韻プロセスの相互作用を如何に分析するか 
　扱う現象：zaptoN（座布団）とsewatski（世話好き）の音韻論、サ抜き現象とOCP、サ行イ音便の
例外など 
テーマ3：日本語方言の格をどのように分析するか 
　扱う現象：経験者格か能格か（関東のガニ）、斜格主語構文に関するInversion分析の（非）普遍
性、逆使役＝再帰分析の（非）普遍性、関東地方の与格助詞の起源など 
テーマ4：ツンデレ表現は役割語と言えるか 
　扱う現象：内緒 
＊）受講者との交渉で内容を変更する場合があります。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義で扱った現象について自分なりの分析を示してもらいます。レポートを課す予定です。講師と
は異なる分析を高く評価します。討論への積極的な参加（20点）、レポート（80点）。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
佐々木冠・渋谷勝己・工藤真由美・井上優・日高水穂 『シリーズ方言学2 方言の文法』（岩波書店）
ISBN:4000271180（日本語方言の文法研究上のトピックを幅広く紹介した本です。予習にお勧めで
す。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
「授業計画と内容」の欄に含まれるキーワードを検索語彙としてCiNiiの各種サービスを使ってどの
ような研究があるか調べておいてください。

（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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  スピーチアクトの記述方法

 [授業の概要・目的]
この講義の目的はスピーチアクト（ひいてはコミュニケーション行動全般）の研究枠組みについて
基礎的な理解を深めることにある。特に卑近な日常のコミュニケーションを主たる題材として、現
代日本語共通語のコミュニケーションに最適なスピーチアクトの目録を得るための方向性を考察す
る。

 [到達目標]
言語学と語用論、コミュニケーション論をつなぐスピーチアクトについてさまざまな研究をふまえ
て実証的な考察ができるようになる。

 [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、【　】で指
示した週数を充てる予定。各項目の講義の順序は固定したものではなく、受講者の背景や理解の状
況に応じて調整する。
１．スピーチアクトとイーミックなカテゴリ【１週】
２．スピーチアクトの単位（階層・モード・チャネル・発話ピース）の認定【４週】
３．スピーチアクトとスキル（流暢性）の関係【３週】
４．スピーチアクトとexpressivenessの関係【２～３週】
５．スピーチアクトの目録【４～５週】
　必要に応じて他言語の例も挙げるが、基本的には現代日本語の自然会話に見られる現象をとりあ
げる予定。たとえば「えーと」「あのー」「さー」のようなためらいことば（フィラー）、「さ、
坂本さんですか」のようなつっかえ、「これ１個で百万円」と言われて「はあー」と感心してみせ
るようなりきんだ声、「なにとぞよろしくお願いいたします、スー」のような空気すすりといった、
さまざまな「話しことば」的な現象である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　レポートを考えているが受講者の数や理解度（授業中に適宜、理解度や授業の進め方について意
向を問う調査をおこなう予定）によっては試験に切り替える可能性がある。授業への貢献はもちろ
ん考慮する。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [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）
定延利之 『ささやく恋人、りきむレポーター：口の中の文化』（岩波書店）ISBN:4000068369（音
声コミュニケーションに関して参考になると思います。）
定延利之 『煩悩の文法』（筑摩書房）ISBN:4480064389（話しことばの意味（体験の文法）に関し
て参考になると思います。）
定延利之 『日本語社会 のぞきキャラくり：顔つき・カラダつき・ことばつき』（三省堂）ISBN:
4385365253（目的論の功罪とキャラクタに関して参考になると思います。）

  （関連ＵＲＬ）
http://dictionary.sanseido-publ.co.jp/wp/author/sadanobu/(上記の参考書３点目に関連する三省堂ホーム
ページ上の連載です。)

 [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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   後期 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4回
文字と言語
漢字のしくみとその特徴

２　漢字より派生した文字：第5回～第9回
漢字系文字のひろがり
万葉仮名
チューノム
疑似漢字

３　文献資料の研究方法：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％）

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [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]
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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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)フィールドワークの
手法について概説する。

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）、フィールド言語学
・マダガスカルの言語（言語類型論的考察）、フィールド言語学
・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。授業は前半、後半に分けオーストロネシア語圏の、言語と文化の両方を取り扱う。

 [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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  歴史言語学研究

 [授業の概要・目的]
言語の変化についての研究は，言語研究の分野の中でも最も長い歴史を有しており，その過程で確
立された研究方法や手法および概念・術語は多い．そしてその研究は現在もアクティヴに行われて
いる．本演習では定評あるCambridge Textbooks in Linguisticsのシリーズで2015年に出版された一冊
を使って，歴史言語学のなかのいくつかのテーマについての最近の研究動向に関する理解を深めて
いく．
授業では各回，学部の学生と大学院の学生がペアになって担当し，割り当てられた部分に関して，
ハンドアウトを使って内容を解説するとともに，問題点について討議する．

 [到達目標]
歴史言語学は言語学の中でも最もよく確立された分野であり，この授業を受講することにより，そ
こで確立された研究方法や研究テーマ，術語についての深い知識を得ることができる．その知識は
学生各自が専門とする言語の歴史を研究する上で大いに役に立つだけでなく，将来，語学や言語学
を教える立場になったときにも利用できる．

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション　教材の紹介と授業の進め方，参考図書，工具書の説明．教材の冒頭
部分を解説し，教材と授業の内容について具体的なイメージを与える．
第2回：言語変化についての概観
第3回～第5回：音の変化について（１）
第6回～第8回：音の変化について（２）
第9回～第10回：音の変化と文法の変化の関係
第11回～第12回：類推変化
第13回～第14回：文法化のプロセスとメカニズム
第15回：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]
成績評価では，以下の3点を考慮する：（１）授業での担当（30点）；（２）討論への積極的な参
加（10点）；（３）期末レポート（60点）
期末レポートでは，比較言語学および言語変化ついてのレポートを課すが，そのさい，独自の視点
に基づく研究史のまとめや，独自のデータ収集に基づく研究には高い評価を与える．

 [教科書]
J. Bybee 『Language change, Cambridge, 2015』（Cambridge University Press）ISBN:978-1-107-65582-9

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
R. M. Millar 『Trask’s Historical Linguistics, 3rd edition, 2015』（Routledge）ISBN:978-1-315-72805-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
割り当てられて担当する部分以外も，事前に目を通して疑問点を確認し，授業中の討議や質問を通
じて解決することが望まれる．

（その他（オフィスアワー等））
研究室でも質問や相談を受け付けます．事前に連絡して時間の調整を行ってください．

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

  2016・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  歴史言語学研究

 [授業の概要・目的]
言語の変化についての研究は，言語研究の分野の中でも最も長い歴史を有しており，その過程で確
立された研究方法や手法および概念・術語は多い．そしてその研究は現在もアクティヴに行われて
いる．本演習では定評あるCambridge Textbooks in Linguisticsのシリーズで2015年に出版された一冊
を使って，歴史言語学のなかのいくつかのテーマについての最近の研究動向に関する理解を深めて
いく．
授業では各回，学部の学生と大学院の学生がペアになって担当し，割り当てられた部分に関して，
ハンドアウトを使って内容を解説するとともに，問題点について討議する．

 [到達目標]
歴史言語学は言語学の中でも最もよく確立された分野であり，この授業を受講することにより，そ
こで確立された研究方法や研究テーマ，術語についての深い知識を得ることができる．その知識は
学生各自が専門とする言語の歴史を研究する上で大いに役に立つだけでなく，将来，語学や言語学
を教える立場になったときにも利用できる．

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション　後期から受講する学生のための前期の授業のまとめ．
第2回～第4回：文法化と頻出する文法化のパターン
第5回～第7回：統語論の変化（construction「構文」の観点から）
第8回～第9回：語彙の変化（語彙の獲得と意味の変化）
第10回～第12回：比較と再建，類型論の応用
第13回～第14回：言語変化の原因（内的な要因と外的な影響による変化）
第15回：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]
成績評価では，以下の3点を考慮する：（１）授業での担当（30点）；（２）討論への積極的な参
加（10点）；（３）期末レポート（60点）
期末レポートでは，比較言語学および言語変化ついてのレポートを課すが，そのさい，独自の視点
に基づく研究史のまとめや，独自のデータ収集に基づく研究には高い評価を与える．

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [教科書]
J. Bybee 『Language change, Cambridge, 2015』（Cambridge University Press）ISBN:978-1-107-65582-9

 [参考書等]
  （参考書）
R. M. Miller 『Trask’s Historical Linguistics, 3rd edition, London and New York 2015』（Routledge）
ISBN:978-1-315-72805-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
割り当てられて担当する部分以外も，事前に目を通して疑問点を確認し，授業中の討議や質問を通
じて解決することが望まれる．

（その他（オフィスアワー等））
研究室でも質問や相談を受け付けます．事前に連絡して時間の調整を行ってください．

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

  2016・
   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]
今年度はソグド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44

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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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，ソグド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。
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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 言語学（確認用）
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

  2016・
   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の発音を身につける。
・音声を発する際に、音声器官のどこで何が起きているのか内省できるようになる。
・IPAを用いて音声表記ができるようになる。
・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]
●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。
第１回　イントロダクション、音声器官のしくみ 
第２回　気流と発声
第３回　破裂音
第４回　鼻音、ふるえ音、はじき音 
第５回　摩擦音①
第６回　摩擦音②
第７回　接近音、その他の子音
第８回　非肺気流による子音①
第９回　非肺気流による子音②
第10回　子音のまとめ、表記練習　【小テスト①】
第11回　基本母音①
第12回　基本母音②
第13回　その他の母音
第14回　母音のまとめ、表記練習　【小テスト②】
第15回　【期末テスト】
第16回　フィードバック

 [履修要件]
特に要件は設けないが、言語学概論等の授業で音声学の基礎を学んでいることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計で評価する。
・平常点（20点）
・小テスト（２回の聞き取りテスト、20点、10点）、

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

・レポート（10点）
・期末テスト（発音テスト、40点）
やむを得ない理由で小テストを欠席した場合はすみやかに連絡し、期末テスト後に追試を受けるこ
と。

 [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]
授業で学んだ音の発音・表記を確認しておくこと。
授業中にできるようにならなかった発音については各自で練習し、必要ならば次回以降の授業時（
授業の前後）に担当者に確認すること。

（その他（オフィスアワー等））
実習であるので、休まないこと。
休んだ回の内容については、書籍、CDやネット上の音声などを活用して確認しておくこと。
授業中は他の受講生の発音にもよく耳を傾けること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 言語学（確認用）
教授 国際高等教育院 パリハワダナ　ルチラ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  「魅力的な日本語」・「難しい日本語」を題材とした日本語学・日本語教育的探究  

 [授業の概要・目的]
本授業は文学部・文学研究科の学生並びに本学で学ぶ日本語・日本文化研修留学生（以下、日研生）
を対象とした合同授業科目として開講する。 
世界の中・上級日本語学習者が魅力を感じる日本語の学習項目並びに習得に困難を感じる学習項目
を選定し、それらを日研生の母語と対照しつつ、多角的に分析する。日本人学生・日研生を含む混
在グループで、誤用分析、用法分析、日本語教科書分析を行うことを通して、日本語の特徴や誤用
を生み出す要因を追究する。更に、それらを題材とした、日本語教育の実践的体験を試みる。

 [到達目標]
本授業の到達目標は、 
　(1) 日本語に対する客観的且つ相対的な見方を形成しつつ、その背景にある社会文化的な諸要素
に対する理解力を育成すること 
　(2) 日本語教育の基礎を学びつつ、対象とする学習項目・用法を基にその基礎的実践力を習得す
る 
ことである。

 [授業計画と内容]
以下の通りに進めていく予定であるが、履修者の興味や背景に応じて変更する場合もある。 
第1回　日本語教育の現状、初級日本語学習者の疑似体験 
第2回　様々な教授法 
第3回～第5回　「日本語を学ぶきっかけ」となる学習項目（擬音語・擬態語、漢字、位相、日本語
の音声など）を対象とした分析 
第6回～第7回　同上を対象とした教科書分析、教授法案作成 
第8回　グループ別中間発表 
第9回～第11回　学習困難な日本語（「は」と「が」の使い分け、主語の省略、配慮表現など）を
対象とした誤用分析、用法分析 
第12回～第13回　同上を対象とした教科書分析、教授法案作成 
第14回　グループ別期末発表 
第15回　日本語教師に求められるもの

 [履修要件]
特になし

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]
以下の通りに評価する。 
　授業活動への参加度合：30％ 
　中間・期末発表：各20％ 
　期末レポート：30％ 
なお、演習科目であるため出席も重視する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
白川博之監修 『中上級を教える人のための日本語文法ハンドブック』（スリーエーネットワーク）
ISBN:ISBN:ISBN4-88319-201-6
川口義一・横溝紳一郎 『成長する教師のための日本語教育ガイドブック（上）』（ひつじ書房）
ISBN:ISBN:ISBN4-89476-251-X
川口義一・横溝紳一郎 『成長する教師のための日本語教育ガイドブック（下）』（ひつじ書房）
ISBN: ISBN:ISBN4-89476-252-8
その他適宜授業中に提示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
グループ活動を遂行する上で、事前準備・授業外の共同学習が必要となる。

（その他（オフィスアワー等））
木曜日４限（14:30～16:15）をオフィスアワーとする。 
研究室：国際交流センター105号室 
研究室電話番号：075-753-2555 
E-mailアドレス：palihawadana.ruchira.8n@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。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 言語学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代教会スラブ語入門 

 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラブ研究の基礎となる、古代教会スラブ語の基礎を学ぶ。

 [到達目標]
　古代教会スラブ語の成り立ち、その文法につき理解する。

 [授業計画と内容]
　イントロダクションに続き、教科書に沿って、毎回、７項目くらいの内容を学ぶ。 
　全部で８６項目が含まれる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
木村彰一  『古代教会スラブ語入門』（白水社）ISBN:4560006148

 [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]
　入念な予習と復習が求められる。  

（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。
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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 言語学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古代教会スラブ語のテクストを読む   

 [授業の概要・目的]
　古代教会スラブ語の基本的なテクストを精読する。

 [到達目標]
　古代教会スラブ語の基本的なテクストの成り立ちについて理解する。

 [授業計画と内容]
　１回～２回のイントロダクションに続いて、 

（１）標準化正書法によるテクスト 
（２）グラゴール文字の写本 
（３）キリール文字の写本 

　と読み進める。それぞれ、４回くらいの予定である。

 [履修要件]
　前期からの継続履修が望ましいが、受講学生本人が熱意をもって努力するのならば、初心者でも
可とする。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
木村彰一 『古代教会スラブ語入門』（白水社）ISBN:4560006148

 [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]
　入念な予習と復習が求められる。

（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。
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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

教授 文学研究科 言語学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  金3

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に、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。前期は意味と言語形式との關係を考察する論文を取り上げる。

テーマは以下の通り
1. 通言語的に見た品詞、品詞の下位類
2. 條件と主題
3. 有標性

 [到達目標]
意味と言語形式との關係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。テーマ
別に囘數を示す。

1. 通言語的に見た品詞、品詞の下位類
  a. 品詞の下位類: 1週
  b. 品詞 -- 形容詞を中心に: 6週
2. 條件と主題: 3週
3. 有標性: 4週

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]
討論への積極的な參加(40%)、レポート(30%)、發表(30%)の合計による。

言語学(基礎演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習)(2)

 [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。
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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

教授 文学研究科 言語学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  言語の変化についての研究入門

 [授業の概要・目的]
言語の研究のなかでも言語の変化を扱う歴史言語学に関する演習である．英語で書かれた入門書を
使って，言語の変化を研究するための基本的な考え方や，これまでの研究によって確立された方法
論や術語について学ぶ．言語学一般についての知識もあわせて習得する．今後言語学の分野で研究
を進めていくためには，英語で書かれた研究文献の利用は必須であり，卒業論文を作成するための
準備ともなる．
出席者は割り当てられた部分に関してその内容をハンドアウトを使って説明するが，その際，関連
する論文や文献を見つけて補足説明を行うことが望ましい．

 [到達目標]
言語学に関して英語で書かれた専門書を読むための基礎的な読解力を身につける．
言語変化に関するこれまでの研究成果を理解することによって，研究方法や研究の進め方について
具体的なイメージを持つことができるようになる．

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション：教材と授業の進め方を説明する．言語史研究の概要を解説し，教材
となる本の全体像を把握する．言語学や歴史言語学に関する参考図書や工具書を説明する．
第2回：言語変化とは
第3回～第4回：言語変化を研究するためのデータ；言語の比較による祖語の再建とその前提；内的
な再建とは
第5回～第6回：語彙の変化
第7回～第8回：文法の変化（形態論と統語論）
第9回～第10回：音の変化
第11回～第12回：言語接触
第13回～第14：言語変化の原因
第15週：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]
授業での担当（30点）；討論への積極的な参加（10点）；レポート（60点）
レポートは，言語変化の研究についてのレポートを課すが，そのさい独自のデータ収集に基づく研
究には高い評価を与える．

 [教科書]
H. Schendl 『Historical linguistics』（Oxford University Press）ISBN:0194372383（Oxford Introductions 
to Language Studyのなかの1冊である）

言語学(基礎演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習)(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]
受講に際しては，事前に教材を読み，理解が難しい点を確認しておくこと．また，入門書や工具書
などを利用して自分でも調べてみることが望まれる．

（その他（オフィスアワー等））
研究室で質問や相談を受け付けます．その場合には，事前に連絡して時間を調整するようにしてく
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。
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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 社会学（確認用）
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

  2016・
   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  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  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 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 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]
伊藤公雄他編 『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。
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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 社会学（確認用）
追手門学院大学　社会学部　教授 三上　剛史

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  個人化する社会のリスクと連帯

 [授業の概要・目的]
現代社会を特徴づける「リスク」と「監視」と「個人化」について解説し、併せて、「社会的なも
の」とは何か、「個人」とは何かという問いについて検討する。
現代独特の「新しいリスク」と、それに並行して進行する「個人化」が、これまでとは異なった種
類の「監視社会」を生んでいる。このメカニズムを把握するとともに、この問題を入り口として、
そもそも「社会」とは何か、「個人」とは何か、そして、社会と個人の「と」は何を意味するのか、
といった問題を考える。

 [到達目標]
・現代の個人化したリスク社会が、19世紀や20世紀の社会とどのように異なるのか、それを説明す
るための社会学用語を理解している。
・現代独特の「新しいリスク」とは何かという問いに対して、幾つかのポイントを挙げて説明する
ことができる。
・リスク社会化と個人化、そして監視社会化が、「連帯」の喪失というテーマとどのように関わる
のかについて、社会学的なコメントができる。
・社会と個人は、いかなる意味で「と」という言葉で結ばれるのかという問題に対して、社会学の
理論史を踏まえた上で、自分なりの回答を与えることができる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講義する。各項目は、受講生の理解度を確認しながら、【　】で指示した週
数を充てる。各項目の講義順序はほぼこの流れで実施するが、講義の方針と、受講生の関心・理解
度に応じて、適宜変更することもある。

前期
１．本講義全体の内容説明と導入【１週】
２．社会と個人、社会の“終焉”【３～４週】
３．個人化する社会【４～５週】
４．リスク社会と“連帯”【４～５週】

後期
５．監視社会と「生権力」【４～５週】
６．個人の意識と社会のシステム【４～５週】
７．社会「と」個人【３～４週】
８．期末試験【１週】
　＊フィードバックの方法は授業中に説明します。

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]
期末試験（後期1回、論述式）と、授業中（ほぼ毎回、15分程度）に記述を求めるリアクション・
ペーパーによって評価する。評価の割合は、期末試験60％、リアクション・ペーパー40％である。

 [教科書]
三上剛史 『社会の思考』（学文社）ISBN:9784762020612（教科書に沿って講義するので、教科書を
所持して出席のこと。）

 [参考書等]
  （参考書）
三上剛史 『社会学的ディアボリズム』（学文社）ISBN:9784762023538（参照の仕方は、授業中に説
明する。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書に沿って講義するので、次回の講義予定部分に目を通して授業に臨むことが求められる。次
週までに予習しておくべき箇所は、毎回の授業終了時に指示する。

毎回の講義が終了した後に、教科書を再読してノートと対照し、各回の授業のまとめを整理してお
くと、次回の授業が理解しやすい。

（その他（オフィスアワー等））
各回の授業が緊密に連続しているので、続けて欠席すると授業についてゆけなくなる可能性がある。

授業で配布するプリントがあるが、欠席した際に配布済みのプリントを再配布することはできない
ので、各自で他の受講生からコピーを入手してもらいたい。

※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53

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   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]
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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代社会・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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代ドイツの社会変動

 [授業の概要・目的]
　現代ドイツの社会構造に関するドイツ語の概説書から総論に当たる「社会変動(Sozialer Wandel)」
の章を精読する。テキストでは現代社会における社会変動の一般的趨勢について、(1)フォーディズ
ムからポスト・フォーディズムへの資本主義の変容、(2)生活態度の個人化、(3)グローバル化の３
つの側面から、特にドイツ連邦共和国を念頭に置いて（かつ主としてドイツの社会学者の著作に依
拠しながら）概説されている。授業ではテキストを正確に訳出するだけでなく、テキストに登場す
る社会学用語やその理論的・歴史的背景などについても必要に応じて適宜解説する。

 [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とともに、現代社会論についても
基本的な概念やアプローチを学習する。

 [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　Uwe Schimank, "Sozialer Wandel" (Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde, Kapitel 2)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（できれば中級）の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。ただし受講生の人数が多い場合は試験を実施する可能性もある。

 [教科書]
Stefan Hradil (Hrsg.) 『Deutsche Verhältnisse: Eine Sozialkunde』（Campus Verlag）ISBN:978-3-593-
39860-0（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   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。そのためにパソコンを使っ
た初歩的なプログラミングをできるようになる。

 [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。また、ワ
ープロや表計算ソフトを使った経験があり、電子メールやウェッブブラウザを使えること。

 [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57

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査入門　（社会調査士科目A)

 [授業の概要・目的]
本講義では、社会学的実証研究すなわち社会調査の意義と限界、さまざまな方法、およびそれらに
関する基本的事項を学ぶ。質的調査と量的調査の両方を含む。

 [到達目標]
社会調査の基本的考え方、および質的調査と量的調査の代表的な方法について理解する。

 [授業計画と内容]
1.社会調査とは何か
2.社会調査と調査倫理
3.質的調査と量的調査
4.インタビュー調査とその事例(1)　
5. インタビュー調査とその事例(2)　
6.図像・映像分析による調査とその事例(1) 　
7.図像・映像分析による調査とその事例(2)
8.歴史史料分析による調査とその事例(1) 　
9.歴史史料分析による調査とその事例(2)　
10.既存統計の利用法とその事例(1)　
11.既存統計の利用法とその事例(2)　
12.質問紙調査とその事例(1)　
13.質問紙調査とその事例(2)
14.社会調査の設計(1)　
15.社会調査の設計(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,提出物(論文・レポートなど)

 [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）
授業中に紹介する

 [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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   前期 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、次の本を講読する。 

Nicolas Offenstadt, L'historiographie, 《Que sais-je?》, PUF, 2011. 

本書は、歴史学の基本的な考え方や研究の潮流について解説した入門書である。 
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。 

   
 
 

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]
・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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   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-II, 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事典である。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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
准教授 文学研究科 Ｓｔｅｐｈａｎｅ　Ｈｅｉｍ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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中の、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」を代表するのは「企業」と言えます。このことは人々が社会
で生活するために必要な「モノ」と「サービス」の供給の大部分を「企業」と言う「経営組織」が
担っていることからも明らかです。 
　社会とそれを構成する人々の「意識」は変化していきます。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。社会の変化に適応できないとき、その経営組織は存続することができな
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。 
　経営組織の変化の方向は大きく言えば、「経営組織を取り巻く多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」といえます。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との関係は、個々の点では利害が対立することがしばしばありますが、相互
依存の関係から考えれば共存共栄の関係がなければなりません。これらの利害関係者間の調整を行
い、「良好な関係」を継続的に構築していくには「対話」という相互作用の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者の立場から、企業が社会の変化や人
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われて来たの
かを考え、今後はどのような方向に進むべきかを考察する。 

 [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]
ダイワハウス元専務西川修己、オムロン元副社長平井紀夫を中心にゲスト講師を予定している。
第１回　その後「企業を取り巻く環境の変化」を、「経済社会の成熟化」、「国際化の進展」、「
情報技術革命」、「少子高齢化」、「社会意識の変化」の諸側面から近年の統計データを参考にし
て考える。

第２回　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　　「京つけもの　西利」の平井達雄副会長をお招きして、西利の企業理念がどんなもので、
その理念が企業経営の中でどんな役割を果たしてきたのかを、実践を交えて講義する。
第４回　「顧客満足」の視点から企業と顧客との関係を考える。
第５回　　国際化の進展とともに日本企業の海外活動の現状。講師は、田畑
　芳彦元クボタ常務。
第６回　コーポレートガバナンス（企業統治）という側面から企
　業経営と株主との関係を考える。
第７回　企業という経営組織の中で現実に企業活動を支える従業員との関係を考える。
第８回　企業統治構造改革の実例。講師オムロン株式会社の鈴木吉宣副社長
第９回　ＥＵ単一市場の形成と企業組織・統治の進化
第１０回　フランスにおける雇用制度・賃金制度・労使関係について

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

第１１回　人財の多様化（ダイバーシティー）講師（株）クレディセゾン社の武田雅子取締役
第１２回　企業と社会との関係を社会的責任経営（ＣＳＲ経営）の観点から考える。
第１３回　企業の社会的責任経営の実例。講師　京都ＣＳＲ推進協議会会長の明致親吾（オムロン
株式会社元副社長）
第１４回　文化的基盤の異なる外国人から見た経営組織の違いや人事管理の違い等のちがいについ
て。講師　レスリーウエッブ（元オムロン株式会社）

 [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]
講義で使用する説明資料は、原則として前の週の講義終了時に配布いたします。
資料の事前学習をする。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
准教授 附属病院 加藤　源太

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  医療社会学

 [授業の概要・目的]
医療社会学では、医療という営みの枠内で生起する現象を扱う潮流（医療における社会学：
sociology in medicine）と、医療という営みを相対化した議論を行う潮流（医療を対象とする社会学
：sociology of medicine）が各々展開されてきた。一方、人口動態の変化等を背景に、日本はじめ各
国で保健医療の財政負担に対する圧縮要請や適切な医療提供の在り方に関する議論が盛んになって
おり、従来の枠組みを超えて医療社会学の対象課題は広がりを見せている。当講義では医療社会学
のトピック全般への理解を深めるとともに、今の日本における様々な医療政策を対象に、社会学の
視点から実践的な議論を行っていく予定である。

 [到達目標]
・医療社会学全般について、概要を理解する。
・幾つかの具体的な医療政策を対象とした議論を通じ、医療政策の背景について、社会学的視点か
ら読み解く能力を養う。

 [授業計画と内容]
講義の前半数回で、医療社会学の概論について説明し、中間レポートの提出を求める。中間レポー
ト終了後、概論の講義を経て得た医療社会学の知見をもとに、今の日本でしばしば議論となってい
る医療政策を幾つか取り上げ、社会学の視点を踏まえた討議を行い、最終レポート提出とする。

【医療社会学概論】
（医療を成り立たせている仕組みについて）
・医学／医療について
・国家と医療
・社会と医療
・医療化論
（医療に関わる人、組織について）
・医療従事者
・専門職論
・患者
など

〈中間レポート〉

【医療政策に関する議論】
１． 医療の提供体制に関する政策について 
２． 日本における保険医療政策や価格決定について
など

〈最終レポート〉

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]
・中間レポート（40%）、最終レポート（40%）、および平常点（20%）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
中川輝彦・黒田浩一郎編 『〔新版〕現代医療の社会学－日本の現状と課題』（世界思想社）

 [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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
大阪市立大学　文学部 教授 伊地知　紀子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  海女の生活世界とグローバル化

 [授業の概要・目的]
韓国・済州島の漁村は、19世紀末からの日本による植民地支配、解放後の冷戦構造をへて、グロー
バル化のただなかにある。こうしたローカル・コミュニティが経験してきたマクロな変化の諸相を、
海女の生活世界から考察する。

 [到達目標]
グローバル化とローカルな生活世界のせめぎあいの様相について、その社会のコンテクストにそっ
て考察し、再編されるローカリティの可能性と課題を検討することによって、現在進行中の危機に
関する深い洞察を身につけるようになる。

 [授業計画と内容]
１．ローカルな生活世界に学ぶ【１週】
２．漁村の暮らし―陸の畑と海の畑【１週】
３．帝国日本と朝鮮の海【２週】
４．海女の出稼ぎ史と植民地支配【２週】
５．東アジアにおける生活世界の変容【１週】
６．国境を越える生活圏の形成【３週】
７．観光化と世界遺産化【２週】
８．海の環境問題と潜水漁【１週】
９．海女の世界と共同体の可能性【１週】
１０．期末試験【１週】
＊フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ミニレポート（２回、各２０点）
期末レポート（８０点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
伊地知紀子 『生活世界の創造と実践ー韓国・済州島の生活誌から』（御茶の水書房）ISBN:4-275-
01845-1

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

Noriko Ijichi, Atsufumi Kato, Ryoko Sakurada(eds) 『Rethinking Representations of Asian Women: 
Changes, Continuity, and Everyday Life』（Palgrave Macmillan）ISBN:978-1-137-53151-3

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内容に関連する文献を自ら探し受講の際に活かすこと。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
桃山学院大学　社会学部 准教授 村上　あかね

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火1

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]
　この授業の目的は、資料の整理やデータの分析を学ぶことである。変化の激しい現代社会では日
々新たな課題が生じているため、人々の行動や意識を知り、その背後にある社会構造を理解するこ
とが求められている。課題解決のための有力な手段のひとつがデータ分析である。 
　この授業では、公的統計の報告書や論文を読んだり、教科書の練習問題を解いたりしながら、公
的統計や簡単な調査報告・フィールドワーク論文が読める知識と能力を身につけることを目指す。 
　社会調査の役割、調査倫理や個人情報の保護、適切でわかりやすい成果のまとめ方についても触
れる。 

 [到達目標]
・度数分布、代表値、クロス集計、相関係数などの記述統計データの読み方やグラフの読み方、ま
た、それらの計算や作成ができるようになることを目指す。 
・因果関係と相関関係の違い、擬似相関の概念などを理解する。 
・統計学の基本的な考え方を理解し、説明できるようになる。 
・自分たちの問題関心を明らかにするにはどのような手法が適切かを判断できるようになる。 
・学んだ内容と社会との関連について理解する。 
・課題（レポート）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]
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。 

1．イントロダクション 
2．社会調査の基礎とデータ分析の役割 
3．度数分布表の作成 
4．度数分布の記述と代表値 
5．官庁統計の読み方 
6．クロス集計表の読み方 
7. クロス集計表の作成 
8. クロス集計表の分析：離散変数間の関連の測定 
9. 相関係数：連続変数間の関係の推定 
10. グラフの読み方と作成 
11. エラボレーション①：疑似相関と交互作用 
12. エラボレーション②：偏相関係数と付加効果 
13. 質的データの読み方 
14. 質的データのまとめ方 
15. まとめ：データ分析の意義と注意点

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]
・レポート　100％ 
・レポートについては、複数回出題する予定である。模範解答を例示・解説して学生の自習を支援
する。

 [教科書]
片瀬一男ほか 『社会統計学ベイシック』（ミネルヴァ書房）ISBN:978-4-623-07403-7 

 [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]
授業で学んだデータ分析の手法を復習する。詳細は授業にて指示する。 

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
関西学院大学　社会学部　教授 阿部　潔

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メガイベントとセキュリティの社会学

 [授業の概要・目的]
オリンピックやサッカー・ワールドカッブなどスポーツ・メガイベントは、現代社会におけるメデ
ィア化されたリアリティの位相を典型的に示している。それと同時に、大規模なメディア・イベン
トの開催は、その準備・実施の過程ならびにイベント開催後における社会のあり方を大きな影響を
与えている。本講義では、こうした「メガイベント」と現代社会との関係について、セキュリティ
という視点を補助線として論じていく。メガイベントに魅了され、その開催・表象・消費を追い求
める現代社会とは、そもそもどのような「社会」なのだろうか。それらメガイベントの開催を通し
て、私たちが生きる日常世界はどのような変貌を遂げていくのだろうか。講義全体を通して「2020
東京オリンピック」を念頭に置きつつ、メガイベントとセキュリティの現在について問い直すこと
を目指す。

 [到達目標]
これまでメディア研究等において「メガイベント」がどのように論じられてきたのかを学んだうえ
で、単なるスポーツ・イベントにとどまらない現代のメガイベントの社会学的な位置と意義につい
て理解するための知識と技法を身につけることが、本講義の到達目標である。その際に、日々自分
たちが暮らす日常世界との関連で現代社会に生じている変化を感じ取る／考える能力を習得するこ
とを重視する。

 [授業計画と内容]
以下の項目について講義する。基本的な講義の進め方として（）で示した回数週を充てるが、各回
ごとに受講生の理解度と興味関心のあり方を確認しつつ、前回講義に関するフィードバックを盛り
込みながら適宜授業全体の進行を検討する。

1.　メガイベントの現在（第1週～2週）
　・メガイベントとはなにか
　・スポーツにおけるメガイベントの魅力
　・イベント化する現代

2.　メガイベントを取り巻く政治・経済・社会（第3週～5週）
　・イベント招致と政治戦略
　・イベント開催と経済効果
　・イベント受容と社会変化

3.　空間と移動をめぐるポリティクス（第6週～8週）
　・カネ／モノ／ヒトの配置と流通
　・空間の編成と移動の制御
　・イベント前・中・後の空間／移動の変化

4.　セキュリティという至上命令（第9週～11週）
　・メガイベントに向けたセキュリティ対策

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

　・都市のジェントリフィケーション
　・セキュリティを介した包摂と排除

5.　2020東京オリンピックの「意味する」もの（第12週～14週）
　・オリンピック開催という「夢」
　・招致決定以降の社会動向
　・「ポスト2020」の不安と憂鬱

6.　 期末試験（最終週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最後の授業時間中に期末試験を実施する。

 [教科書]
授業単元ごとにレジュメを配付して講義を進める。

 [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]
近年のメガイベントとメディアとの関係性等について、日頃の日常生活場面を通して常に意識して
おくことが、授業履修に際して求められる。

（その他（オフィスアワー等））
質問等についてはメールで対応します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
熊本大学　文学部 准教授 松浦　雄介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  記憶の社会学－炭鉱から産業遺産へー

 [授業の概要・目的]
この講義では、炭鉱を事例とし、記憶の社会学の基本的な考え方を提示する。講義の前半では、研
究に必要な理論枠組みについて提示する。後半では、実証研究の例として炭鉱の産業遺産化につい
て論じる。 

 [到達目標]
記憶をテーマとする社会学的研究を行ううえで必要な理論や概念を理解すること、およびそれらの
理論や概念を用いつつ具体的な事例に即して研究を展開するための基本的な論理構成や手立てを習
得すること。 

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション：本講義の問いと講義の流れ（第1回） 
２．記憶の社会学の理論的視座（第2回～第4回） 
３．炭鉱社会の過去と現在（第5回～第7回）　 
４．産業遺産とは何か（第8回～第9回） 
５．炭鉱の産業遺産化の諸事例（第10回～第13回） 
６．本講義のまとめ（第14回） 
７．試験（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]
授業への積極的な参加（２０点）、授業時の数度の小テスト（２０点）、最後の授業時の試験（６
０点）によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
荻野昌弘 『 文化遺産の社会学』（新曜社）
木村至聖 『産業遺産の記憶と表象』（京都大学学術出版会）
山本理佳 『「近代化遺産」にみる国家と地域の関係性』（古今書院）

 [授業外学習（予習・復習）等]
本講義では炭鉱の事例を中心的に取り上げる。産業としての炭鉱、炭鉱における労働と生活、産炭
地の歴史などについて、授業の前後に調べて理解を深めるのが望ましい。かつて産炭地だった場所
を実際に訪れるのも効果的である。 

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
天理大学　文学部 教授 安井　眞奈美

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  怪異と身体の民俗学  

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、民俗学の考え方と知識を、さまざまな事例に基づき提示することにある。本年
は「怪異と身体」というテーマを設定し、論を進めていく。また、民俗学が記録してきた日常生活
の知恵を現代社会に積極的に活かすべく、その一事例として、現代の出産・産後のあり方について
も言及したい。

 [到達目標]
日常生活の身近な事例から問いを発見し、文献を調べ、フールドワークにでかけ、自ら問いの解明
に取り組んでいく姿勢を養う。 

 [授業計画と内容]
第１回　民俗学のものの見方――柳田国男と宮本常一 
第２回　『遠野物語』を読む――伝説か、怪談か？ 
第３回　出産の習俗と怪異のフォークロア――「胎児分離埋葬」習俗とウブメ 
第４回　図像から探る産死者の妖怪――ウブメの変遷 
第５回　胞衣の近代――異界に戻す身体部位から穢れた汚物へ 
第６回　抜けた乳歯の行方――身体観と異界観の変容 
第７回　妖怪・怪異に狙われやすい身体部位――民俗学が収集した資料を基に 
第８回　身体と痛みの文化史――陣痛、肩こり、腰痛を中心に 
第９回　妖怪を創ってみよう！――妖怪の身体はいかに表現され得るか 
第10回　水子供養の現代――祟る水子から守護霊へ 
第11回　異文化から日本の出産・身体を考える――ミクロネシア・パラオと日本の比較 
第12回　ポスト・モダンの出産――出産の近現代を支えてきた産婆・助産婦・助産師 
第13回　民俗学の知恵を現代に活かす――「産後ケア」への注目 
第14回　総括 
第15回　試験 
第16回　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]
評価方法は、授業への出席（20点）、授業時の小レポート（20点）、学期末の試験（60点）による。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業時に配布するプリントを使用。 

 [参考書等]
  （参考書）
安井眞奈美 『怪異と身体の民俗学ーー異界から出産と子育てを問い直す』（せりか書房）ISBN:
978-4-7967-0337-6
安井眞奈美 『出産環境の民俗学ーー＜第三次お産革命＞にむけて』（昭和堂）ISBN:978-4-8122-
1339-1
安井眞奈美編 『出産の民俗学・文化人類学』（勉誠出版）ISBN:978-4-585-23026-7
天理大学考古学・民俗学研究室編 『モノと図像から探る妖怪・怪異の世界』』（勉誠出版）ISBN:
978-4-585-23033-5
必要に応じて授業時に随時、紹介。 

  （関連ＵＲＬ）
http://www.tenri-u.ac.jp/teachers/dv457k0000001zrj.html (天理大学文学部教員情報 )
http://research.nichibun.ac.jp/ja/researcher/staff/s382/index.html (国際日本文化研究センター客員教員情
報)

 [授業外学習（予習・復習）等]
時間を見つけて、祭礼、年中行事などを可能な限り、積極的に見学する。 
民俗学の研究分野の中で、興味関心のあるものについて文献を読む。 

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
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

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ブルデュー社会学の基礎概念

 [授業の概要・目的]
　現代フランスの代表的社会学者ピエール・ブルデューのコレージュ・ド・フランス講義録から「
ハビトゥス(habitus)」と「界(champ)」を中心とする彼の基礎概念を解説した箇所を取り上げて精読
する。

 [到達目標]
　社会学のフランス語文献を自力で正確に読解する能力を習得する。またブルデュー社会学のアプ
ローチの基本的特徴をその基礎概念とともに理解する。

 [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　Pierre Bourdieu, Sociologie générale, volume 1 (Cours du 12 octobre 1982)講読 
　テキストを毎回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（できれば中級）のフランス語を履修しているか同程度のフランス語
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。ただし受講生の人数が多い場合は試験を実施する可能性もある。

 [教科書]
Pierre Bourdieu 『Sociologie générale, volume 1』（Seuil）ISBN:978-2-02-127978-8（コピーを配布する。
）

 [参考書等]
  （参考書）
ブルデュー 『実践理性』（藤原書店）ISBN:978-4-89434-595-9
ブルデュー／ヴァカン 『リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待』（藤原書店）ISBN:978-4-89434-
557-7
加藤晴久 『ブルデュー：闘う知識人』（講談社）ISBN:978-4-06-258609-2

 [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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会投資型福祉国家の理論・実績・課題

 [授業の概要・目的]
新自由主義の時代に格差が拡大した事実を重く見て、ヨーロッパでは1990年代末から社会投資型の
福祉国家再建が目指されてきた。人的資本に投資することで経済成長を可能にし、さまざまな社会
的リスクに対処するというアプローチである。ワークライフバランス政策による女性の活用、乳幼
児教育とケア、積極的労働市場政策等々を内容とする。日本でも女性活用が政策課題とされるよう
になったものの、社会投資型政策の根拠や効果についての十分な理解が、政治家・行政担当者・メ
ディア関係者も含め、広く共有されているとは言い難い。この授業では ”The first book that gives 
us a balanced and sophisticated analysis of what social investment policies entail and how they have been 
implemented across the advanced world.”とエスピン‐アンデルセンにも絶賛された書物のいくつかの
章を共に精読して、社会投資型政策の歴史・理念・実施した諸国の状況を知り、その視点から日本
およびアジア諸国のとるべき方向性について考えたい。

 [到達目標]
①社会政策の歴史・理念の変遷について学び、その中で社会投資型政策の位置づけを理解する。　
②主要国における社会投資型政策実施の状況、その効果についての概括的知識を得る。
③日本およびアジア諸国の政策的現状を社会投資アプローチから評価できるようになる。
④経済、国家、家族等の親密圏、コミュニティなどの社会セクターが相互作用しながら変容してゆ
くとう社会変動の見方を身につける。

 [授業計画と内容]
（１）導入として、福祉レジーム論、「第1の近代」と「第2の近代」、人口学的変動などの背景的
知識について、授業担当者が講義する。（2－3回）
（２）教科書のいくつかの章を各自が読んできて、指定された発表者が整理した論点に沿って、疑
問点や異なる見方について話し合う。授業担当者が適宜解説を加える。（9－10回）
（３）日本およびアジア諸国の政策的現状について授業担当者が講義し、意見を交換する。（2－3
回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表、発言　40％
毎回の授業で回収するフィードバックシート　20％
期末レポート　　　　40％

 [教科書]
Edited by Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme 『Towards a Social Investment Welfare States?: 
Ideas, Policies and Challenges 』（Policy Press ）

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）
エスピン‐アンデルセン 『平等と効率の福祉革命』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書を読んでくる。発表者に選ばれた者は論点を整理して授業で発表する準備を行う。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
インドネシア大学
社会学部 教授　 Melanita Pranaja BUDIANTA

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限 6～7月実施

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Cultural Diversity and Inter-Asia Transcultural Flow

 [授業の概要・目的]
Class Schedules:30 June, 7 July, 14 July, 21 July

The lecture will discuss aspects of cultural diversity and the Inter-Asian connections in Southeast Asia (with 
the focus of Indonesia). Contextualizing it within the recent democratization movements and Asian 
globalization, the lecture will cover aspects of the State policy, and transborder flow in work migration, 
popular culture and daily lives.

 [到達目標]
最近の民主化運動とアジアにおけるグローバル化の現状を知る。

 [授業計画と内容]
*First week will cover basic concepts of cultural identity, diversity and hybridity in the context of 
globalization and regionalism in the region. Key concept: cultural identity (Stuart Hall)
*Second week will discuss the State policy of multiculturalism and the actual expression of cross-cultural 
diversity in society. It will discuss democratization movements in the region and its cultural expressions. 
Readings on Multiculturalism in East Asia
*Third week will discuss work migration and diaspora as a rising phenomenon in the new regionalism. 
Gender aspects will be highlighted. Key concept: migration, diaspora
*Fourth week will discuss trans-cultural popular culture, digital network and lifestyle. Key concept is 
cosmopolitanism and its alternatives (grounded, precarious)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class participation / Research paper

 [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]
None

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
ハイデルベルク大学クラスター
准教授　　　　　　　　　　　 Steven Edward IVINGS

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  4月実施

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Migration in Empire & Aftermath

 [授業の概要・目的]
Class Schedules:14,21,28 April

This seminar explores the social and economic impact of migration and its role in processes of nation and 
empire building, as well as the impact of decolonization, with specific reference to the British and Japanese 
cases.

 [到達目標]
帝国における移民とその後を理解する。

 [授業計画と内容]
Seminar 1 - Part 1 - Historical Studies of Migration: Problems & Prospects; Part 2 - Migration in National & 
Imperial Contexts

Seminar 2 - Migration in the British Empire

Seminar 3 - Migration in the Japanese Empire

Seminar 4 - "When Empire Comes Home": the human aspects of decolonization - Part 1: Japan - Part 2: 
Britain

 [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]
Class participation / Research paper

 [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]
None

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
香港大学　社会学部 准教授 Travis S.K. KONG

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  5月実施

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Gender and Sexuality in East Asia: Case Studies in Hong Kong and China  

 [授業の概要・目的]
Class Schedule:19,26 May

Over the past few decades, there has been a burgeoning of literature on sexuality in East Asia. This course 
provides a few case studies on sexuality in Hong Kong and China: older gay men in Hong Kong, money boys 
in China, and male clients of the Chinese sex industry. Through these case studies, students will be able to 
appreciate the changing meanings of sexuality in East Asia and understand the link between sexuality and 
social transformation, modernization and globalization. 

 [到達目標]
Through these case studies, students will be able to appreciate the changing meanings of sexuality in East 
Asia and understand the link between sexuality and social transformation, modernization and globalization.

 [授業計画と内容]
Over the past few decades, there has been a burgeoning of literature on sexuality in East Asia. This course 
provides a few case studies on sexuality in Hong Kong and China: older gay men in Hong Kong, money boys 
in China, and male clients of the Chinese sex industry. Through these case studies, students will be able to 
appreciate the changing meanings of sexuality in East Asia and understand the link between sexuality and 
social transformation, modernization and globalization. 

Kong, T.S.K, Lau, S.H.L., and Li, E. C.Y. (2015) ‘The fourth wave? A critical reflection on the tongzhi 
movement in Hong Kong’, in M. McLelland and V. Mackie (eds.) The Routledge Handbook of Sexuality 
Studies in East Asia, London: Routledge, pp. 188-201. 
Kong, T.S.K. (2011) Chinese Male Homosexualities: Memba, Tongzhi and Golden Boy, London: Routledge, 
Ch. 1. 

Lecture 2 Older Gay Men in Hong Kong 
There is an acute research gap in understanding ageing sexuality. This lecture discusses older gay men (60+) 
in Hong Kong and examines how the complexity of their lives is interwoven with Hong Kong history as well 
as examining the difficulties and hardships they have encountered, especially due to their sexual orientation, 
from colonial to contemporary times. 

Kong, T.S.K. (2012) ‘A Fading queer heterotopia: Hong Kong older gay men’s queer use of spaces’, 
Sexualities 15 (8): 896-916. 
Pain R, Mowl G and Talbot C (2000) ‘Difference and the negotiation of “old age”’, Environment and 
Planning D: Society and Space 18(3): 377#8211393. 
Plummer K (2010) ‘Generational sexualities, subterranean traditions, and the hauntings of the sexual world: 
Some preliminary remarks’, Symbolic Interaction 33(2): 163#8211190. 

Lecture 3 Money Boys in China 
China’s reconfiguration of the state and the market in its reform era has created new spaces and 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

opportunities that have attracted millions of rural migrants to urban centres in search of freedom, wealth and 
new identities. This lecture discusses one such group of this migrant population, namely male sex workers, or 
‘money boys’ in the local parlance, and examines the ways how they become money boys and how they 
manage three stigmatised identities #8211 rural-to-urban migrant, men who sell sex and men who have sex 
with men #8211 in big cities. 

Kong, T.S.K. (2012) ‘Reinventing the self under socialism: The case of migrant male sex workers in China
’, Critical Asian Studies 44(3): 283-309. 
Kong, T.S.K. (2014) ‘Male Sex Work in China’, in V. Minichiello and J. Scott (eds.) Male Sex Work and 
Society, New York: Harrington Press, pp. 314-341. 
Minichiello, V. and J. Scott (eds.) (2014) Male Sex Work and Society, New York: Harrington Press, 
Introduction. 

Lecture 4 Male Clients of the Chinese Sex Industry 
There is a sizable but hidden male population who buy sex in Hong Kong and China. This lecture discusses 
men who buy sex, commonly known as male clients, in the Chinese sex industry. It identifies a few types of 
client masculinity, examines how these men seek to satisfy their sexual and affective needs through 
commercial sexual relationships, and how they balance risk and pleasure by negotiating the boundary 
between order and chaos. 

Kong, T.S.K. (2015) ‘Buying sex as edgework: Hong Kong male clients in commercial sex’, British 
Journal of Criminology, published online: 25 May 2015. 
Kong, T.S.K. (2015) ‘Romancing the boundary: Client masculinities in the Chinese sex industry’, Culture, 
Health and Sexuality, published online: 20 February 2015. 
Peng, Y. W. (2007), ‘Buying sex: Domination and difference in the discourses of Taiwanese piao-ke’, 
Men and Masculinities 9: 315#821136. 
Shen, H. H. (2008), ‘The purchase of transnational intimacy: Women’s bodies, transnational masculine 
privileges in Chinese economic zones’, Asia+A23n Studies Review 32: 57#821175. 

Lecture 5 Critical Dialogue 
This final lecture invites students to give a critical reflection of what they have learnt from previous lectures 
by giving a 5 minute presentation.

 [履修要件]
This lecture will be delivered in English. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class participation / Research paper

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(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]
授業中に指示

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 社会学（確認用）
非常勤講師 HIRVONEN，Helena Marjatta

 

配当
学年  2回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  後期不定 曜時限 10月木3・4 実施

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Family, work and care

 [授業の概要・目的]
Class Schedules;6,13,20,27 October

Students learn about welfare service systems, with focus on the Nordic Model. They will understand the 
consequences that the division of responsibility between family and state has for well-being and social 
inequality of citizens, gender equality, intergenerational relations and labour market. 

 [到達目標]
They will understand the consequences that the division of responsibility between family and state has for 
well-being and social inequality of citizens, gender equality, intergenerational relations and labour market.

 [授業計画と内容]
Week 1: The Nordic welfare state. 1) Brennan, D., Cass, B., et al. (2012) Marketisation of care: Rationales 
and consequences in Nordic and liberal care regimes. Journal of European Social Policy, 22(4) 377-391. 2) 
Kroger, T. (2011) Re-tuning the Nordic Welfare Municipality. International Journal of Sociology and Social 
Policy. 31(3/4), 148-159. 
Week 2: Care of the young. 1) Kroger, T. (2011) Defamilisation, dedomestication and care policy. 
International Journal of Sociology and Social Policy, 31(7/8), 424-440. 2) Ciccia, R. and Bleijenbergh, I. 
(2014) After the Male Breadwinner Model? Childcare Services and the Division of Labor in European 
Countries. Social Politics 21(1), 50-79. 
Week 3: Care of the old. 1) Jolanki, O. (2015) To work or to care? Working women's decision-making- 
Community, Work & Family, 18(3), 268-283. 
2) Yeandle, S; Kroger, T. & Cass, B. (2012) Voice and choice for users and carers? Developments in patterns 
of care for older people in Australia, England and Finland. Journal of European Social Policy, 22(4) 432-445. 
Week 4: Nordic model - a glass half empty or half full? 1) Lister, R. (2009) A Nordic Nirvana? Gender, 
Citizenship, and Social Justice in the Nordic Welfare States. Social Politics: International Studies in Gender, 
State & Society 2009 16(2), 242-278. 2) Husso, M. and Hirvonen, H. (2012) Gendered Agency and Emotions 
in the Field of Care Work. Gener, Work & Organization 19(1), 29-51.

 [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]
Class participation / Research paper

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]
授業中に指示

（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。
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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 社会学（確認用）
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

  2016・
   前期 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、「グローバル化と共生」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。
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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 地理学（確認用）
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

  2016・
   通年 曜時限  火4

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・都市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１～４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。
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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 地理学（確認用）
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

  2016・
   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. わが国の人口地理の概況
２. 地方創生施策の紹介と論評
３. 高齢者の地方圏移動の現状と課題
４. 国際人口移動の政策的誘導
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。
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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 地理学（確認用）
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

  2016・
   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―リヒトホーフェンとヘディンを中心に

 [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、ドイツの地
理学者リヒトフォーフェンとその弟子であるヘディ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標とする。

 [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) リヒトホーフェンの日本滞在記と論考
(4) 博物学・探検と近代科学
(5) ヘディンとアジア
(6) ヘディンの日本滞在記
(7) 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。
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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 地理学（確認用）
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

  2016・
   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。
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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 地理学（確認用）
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  山と森の歴史地理

 [授業の概要・目的]
本講義では，環境の利用・改変・管理の視点から，日本の山村と森林の歴史地理を検討する。日本
の山村は現在，過疎化や限界集落，廃村といった問題を抱えているが，かつては多くの人々が山や
森の動植物に依拠して生活していた。山村における人と環境との関係史を，歴史地理学あるいは環
境歴史学的な観点から捉えるならば，森林を改変しながらも，それを巧みに利用・管理する暮らし
のあり方が浮かび上がってくる。本講義では，地理学・歴史学・民俗学の議論を紹介しながら，山
村と森林の歴史地理をたどることで，人と環境の関係について様々な視点に触れるとともに，現在
の山村や森林のあり方について，理解を深める機会を提供したい。 

 [到達目標]
現在様々な問題を抱える山村地域に関して，その歴史地理的背景を理解するとともに，人間と環境
の関係史を広い視野から動態的に捉える能力を養う。

 [授業計画と内容]
１．山と森の歴史地理
　第１回　人と環境の関係史
　第２回　秋山記行の世界
２．森林に依拠した生業
　第３回　堅果食の系譜
　第４回　狩猟とその周縁化
　第５回　焼畑と森林管理
　第６回　木地師と木工の系譜
３．山をめぐる自然観
　第７回　山の神とは誰か
　第８回　修験道の自然観
４．森林の破壊と改変
　第９回　禿げ山と草原
　第10回　育成林業の登場
５．山と森の近代
　第11回　風景としての山岳
　第12回　登山とナショナリズム
　第13回　近代林学と植生管理
　第14回　内なる異文化
※第15回　小論文試験
※第16回　フィードバック

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]
授業のテーマに関する定期試験（小論文）によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
米家泰作 『中・近世山村の景観と構造』（校倉書房）ISBN:4751733508
宮本真二・野中健一 『自然と人間の環境史』（海青社）ISBN:4860992717
池谷和信・白水智 『山と森の環境史』（文一総合出版）ISBN:4829911999

  （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を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
別の時限で開講する特殊講義「近代日本の植民地と地理的知」とは別個の授業です。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 地理学（確認用）
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代日本の植民地と地理的知

 [授業の概要・目的]
本講義では近代日本の植民地となった朝鮮半島に関して，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能力を養うとともに，様々な歴史
地理的資料に関する基本的事項を理解する。

 [授業計画と内容]
１．地理的知の近代
　第１回　オリエンタリズムと心象地理
　第２回　歴史地理学とオリエンタリズム
　第３回　地理学の帝国
２．朝鮮像の系譜
　第４回　近世日本の朝鮮像
　第５回　明治日本の朝鮮像
３．植民地のマッピングと空間把握
　第６回　朝鮮の測量と地図化
　第７回　森林資源の地図化
４．学知と植民地
　第８回　植民地朝鮮の地理学者
　第９回 「知的征服」とその諸相
　第10回 「火田整理」と焼畑像
５．史蹟とその経験
　第11回　史蹟とコロニアルツーリズム
　第12回　史蹟の保存と経験
　第13回　神話と植民地
　第14回 「近代」概念の空間的含意
※第15回　小論文試験
※第16回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

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]
授業のテーマに関する定期試験（小論文）によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [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
Ｄ・リヴィングストン 『科学の地理学: 場所が問題になるとき』（法政大学出版局）ISBN:
4588371207
 神谷浩夫・轟博志 『現代韓国の地理学』（古今書院）ISBN:4772231315
J. Agnew & D. N. Livingstone 『The SAGE Handbook of Geographical Knowledge』（SAGE Publications）
ISBN:1412910811

  （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を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
別の時限で開講する特殊講義「山と森の歴史地理」とは別個の授業です。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 地理学（確認用）
准教授 防災研究所 松四　雄騎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  自然地理学の応用としての斜面減災論

 [授業の概要・目的]
  本授業では，自然地理学の応用としての自然災害（特に斜面災害）の被害軽減（減災）に関する
方法論を学び，その実現に向けた基礎データを取得するための野外調査法および室内実験法を実習
する．

  山地や丘陵地が国土の大半を占める日本列島では，豪雨や地震によってしばしば斜面から土砂が
流出し，下流域に被害を及ぼす．土砂災害による人的・物的被害は，高度経済成長期以降の砂防・
治山事業の拡充による人工構造物の配備により，それ以前と比べて格段に減少してきたが，近年，
極端な豪雨の頻度増大により，再び増加しつつある．日本人はそもそも，居住域に隣接する傾斜地
（里山）で得られる燃料や湧水といった資源を利用し，その恩恵を受けてきたが，それと同時に斜
面の崩壊や地すべり，土石流といった斜面災害の脅威にもさらされてきた．地域に根差した住民が
斜面と共生していた時代に培われていた減災のための知恵は，傾斜地での道路敷設や宅地開発とい
った自然環境の改変行為を可能にした現代的な土木技術の発達と，それによる山際居住区の拡大と
新規住民の移入とともに，失われつつある．居住域周辺斜面からの土砂流出による被害を軽減する
ためには，空間的に飽和し，コスト的にも限界に達しつつあるハード対策だけでなく，住民自力で
の警戒・避難を促すソフト対策の高度化が不可欠である．そのためには地域の地理環境の成り立ち
を深く理解し，それを土台に世代を超えて持続可能な減災方策を備えた地域社会の形成をめざす必
要がある．これはまさに自然地理学の応用問題であるといえよう．本授業では，斜面災害の地質・
地形的背景（素因）や，降水浸透あるいは地震動といった引き金（誘因）が，なぜ・どのようにし
て土砂流出を引き起こすのかについて，野外実習と室内実験を通して，自ら地盤構成材料に触れ，
その物性を定量的に把握し，データの解析を行うことで体験的に学ぶ．

 [到達目標]
実習形式の授業を通して，斜面をつくる地盤材料の定性的な観察法，およびその水理学・土質力学
的性質の定量化法を学び，斜面減災を実現するための自然地理学的方法論について考察できる力を
養う．

 [授業計画と内容]
夏季休業中の集中講義とし，日程は9月後半の連続した3日間を設定する． 

1日目: 野外巡検
京都近郊の丘陵地を対象に，過去に発生した斜面崩壊跡地を観察し，土層試料の採集を行う． 

2日目: 室内実験 + データ解析
採集した試料を用いて，宇治キャンパスにおいて水理・力学的な試験を行う． 

3日目: 室内実験 + データ解析 + ゼミ
宇治キャンパスにおいて引き続き実験を行うとともに，得られたデータを用いて，雨の浸透や斜面
の安定に関する計算を行い，斜面ハザード評価の方法論について討論する． 

授業を通じて，フィールドノートの記載方法，実験ノートの記載方法とデータの整理方法，レポー

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

トの記述方法等のアカデミックライティングについて具体的に指導する．

 [履修要件]
学生教育研究災害傷害保険等の傷害保険に加入していること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
全実習日への出席およびレポート提出による．

 [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]
3日間の授業期間中にはデータ解析や討論準備を課題として出すので，ホームワークとしてこなす
こと．

（その他（オフィスアワー等））
第一日目は京都近郊の丘陵地でのフィールドワークとなるため，動きやすい靴と服装，手袋や帽子
といった最低限の個人装備を揃えて参加すること．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 地理学（確認用）
東京学芸大学　教育学部 教授 加賀美　雅弘

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  民族に着目したEU地誌

 [授業の概要・目的]
　ＥＵの拡大とともに変化するヨーロッパの諸地域について検討する。具体的には，ＥＵが目指す
地域統合とその課題を取り上げ，特に民族問題に着目して「民族の記憶」と「経済の地域間格差」
をめぐる東ヨーロッパ地域の実情に関する考察を行なう。最終的には，拡大するＥＵの地域構造と，
ヨーロッパが直面する課題を理解する。

 [到達目標]
　地域統合を進めるＥＵにおける地域的課題について国家と民族に着目して考察し，拡大が進むＥ
Ｕを地誌学的に理解することをめざす。

 [授業計画と内容]
　以下の各項目について講述する。ただし，講義の進み具合，具体的事象への言及などに対応して
特定の項目に重点を置くなどの変更がなされることがある。
１．ヨーロッパ理解の視角：従来のヨーロッパ地誌の視点 
２．ヨーロッパ理解の視角：自然・農業に着目した地域区分 
３．ＥＵによるヨーロッパ統合：そのプロセス 
４．ＥＵによるヨーロッパ統合：その地域的諸課題 
５．記憶としての民族問題：東ヨーロッパの国家成立 
６．記憶としての民族問題：東ヨーロッパの民族移動 
７．記憶としての民族問題：民族迫害とその記憶 
８．記憶としての民族問題：ユーゴスラヴィア紛争 
９．記憶としての民族問題：ドイツ・チェコ国境地域 
10．地域間格差と民族問題：ヨーロッパのロマ問題 
11．地域間格差と民族問題：偏見の対象とされるロマ 
12．地域間格差と民族問題：東ヨーロッパのロマ 
13．地域間格差と民族問題：ロマと地域問題 
14．ヨーロッパの地域構造：ＥＵ拡大のゆくえ 
15．まとめ（試験を含む）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最終日の試験で成績評価を行なう。
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地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子 『ヨーロッパ学への招待―地理・歴史・政治からみたヨーロッパ』
（学文社）ISBN:978-4-7620-2410-8

 [授業外学習（予習・復習）等]
　ヨーロッパの国名とおもな地名について，地図帳を利用して把握しておく。 
新聞やインターネットを利用して，ＥＵに関する最新の情報を収集する態度で授業に臨むこと。  

（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。
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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 地理学（確認用）
関西学院大学商学部　教授 川端　基夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  グローバリゼーションと地域暗黙知

 [授業の概要・目的]
 グローバリゼーションの功罪が議論されて久しいが、グローバリゼーションは多くの領域でますま
す深化しつつあり、とどまるところを知らない。しかし、一方でグローバル化（国境を越えること）
は簡単ではないという現実もクローズアップされてきており、改めてローカリティが有する意味の
大きさにも注目が集まっている。
　本講義では、このような現状を踏まえて、グローバリゼーションと地域やローカリティを巡るせ
めぎあいの問題を、地域ごとに人々が共有する暗黙知（「地域暗黙知」）の観点から捉えなおして
みたい。
　具体的には、近年急速に進展する消費活動のグローバリゼーションに焦点をあて、消費財メーカ
ー、小売業、外食業、サービス業などが世界各地の市場における地域暗黙知とどのようにせめぎ合
っているのかを題材として、この問題を検討していく。

 [到達目標]
グローバリゼーション、地域および国境、地域暗黙知の３つのキー概念を理解し、その適切な捉え
方を習得できるようにする。さらに、現実の世界で生じている具体的な現象をその３つのキー概念
を用いて適切に読み解くことができる力を養う。

 [授業計画と内容]
１回目：授業の問題意識と進め方（学生の分担決定）
２・３回目：グローバリゼーション論の系譜と現状および国境の意味（講義）
４～６回目：暗黙知と地域暗黙知の概念について（講義）
７～14回目：消費活動におけるグローバリゼーションの分析（担当者が指定するグローバル企業の
国際マーケティング活動に関する受講生の報告を基に講義とディスカッションを行う）
15回目：総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小レポート（授業中の報告）３０、議論への参加度３０、最終レポート４０

 [教科書]
使用しない
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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]
講義中に次回までに調べておくことを指示する。また、授業の後半の回では、受講生が調べて来た
こと（小レポート）を基にコメントとディスカッションを行うので、その心づもりをしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 地理学（確認用）
関西学院大学商学部　教授 川端　基夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  場所のチカラと立地戦略

 [授業の概要・目的]
　工場であれ、商店であれ、公共機関（大学も含む）であれ、空間内のどこに立地させるのかはき
わめて重要な問題となる。その理由は、立地点（場所）がその後の立地主体（企業）の「成長力」
を大きく規定する要素であるからに他ならない。それゆえ、近年では海外も含めたグローバルな視
点から立地を戦略的に捉える必要も生じている。しかし一方で、このような企業や諸施設の立地問
題は、立地を受け入れる地域の側にとっても大きな問題であることを忘れてはならない。その理由
は、それらの立地が地域の成長力を左右する要素となるからである。
　このように近年重要性を増しつつある立地問題ではあるが、それについては古典的な立地論は存
在するものの、現代的な企業活動を踏まえた理論が皆無に等しいのが実態である。そこで本講義で
は、グローバル化、サービス経済化、情報化を踏まえた新しい立地の捉え方(フレーム）を検討・
提示し、それを基にした現代の産業空間・都市空間の読み解き方を論じる。

 [到達目標]
「場所のチカラ」という概念および企業と地域の多様な立地戦略の内容を理解する。また、現実の
多様な風景を立地戦略の視点から読み解けるようになる力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回：立地問題とは何か
第２回：街の風景を読む（序章）
第３回：場所のチカラとは何か（序章）
第４回：立地戦略の３つの方向（１章）
第５回：新しい都市商業地区とまちづくり（１章）
第６回：ホテリングモデルについて（２章）
第７回：ホテリングモデルについて（２章）
第８回：集中化・分散化と立地（３章）
第９回：ネットワークと立地（４章）
第10回：産業集積（５章）
第11回：商業集積（６章）
第12回：立地ウォーズ（１）（７章）
第13回：立地ウォーズ（２）（７章）
第14回：立地ウォーズ（３）（７章）
第15回：総括

 [履修要件]
特になし
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地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の課題（４０）、議論への参加度（２０）、期末レポート（４０）

 [教科書]
川端基夫 『立地ウォーズ』（新評論）ISBN:9784794809339（2013年に出された「改訂版」の方を使
いますので間違えないように。）

 [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]
各章ごとに小課題を出して多少の予習をしてもらう。

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 地理学（確認用）
横浜国立大学　　　　　
教育人間科学部 准教授 池口　明子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  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  湿地漁業の地理学

 [授業の概要・目的]
本講義では，アジア・オセアニアの河川氾濫原，泥炭湿地，干潟など，湿地への人々の適応を，漁
業に焦点を当てて考える．文化生態学や開発論，湿地生態学の動向を踏まえつつ，湿地漁業の変容
を理解するための地理学的な方法について議論してみたい．

 [到達目標]
文化生態学の視点・動向を理解し，フィールドワークの方法を考えることができる．湿地環境の捉
え方を理解し，文化生態学的な研究における意義や課題を考えることができる．

 [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，【 】で指示し
た回数を充てる．各項目の講義の順序は固定したものではなく，担当者の講義方針と受講者の背景
や理解の状況に応じて，講義担当者が適切に決める．

１．本講義の視座と範囲【１回】
２．泥炭湿地への適応と漁業【２回】
ヒトの身体と進化環境，栄養と文化適応，ニューギニアの泥炭湿地と栄養摂取
３．太平洋島嶼の干潟と漁業【３回】
性別分業と自然環境，ジェンダーと在来知識，熱帯島嶼の海洋生態系と干潟，島嶼のマングローブ
と貝類採集，沖縄島の干潟と在来知識
４．コラート平原の湿地と生業複合【２回】
世帯人口と環境利用，コラート平原の湿地環境，天水田集落の環境適応，生業複合と漁業
５．ホンデルタの農漁業と集落【３回】
人口稠密地域論，ホンデルタの湿地環境，露天商と市場，水田養魚と都市空間
６．メコンデルタの農漁業と国際市場【３回】
政治生態学の展開，自然環境のガバナンス，メコンデルタの湿地環境，エコ商品と地域変容
７．試験
８．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]
定期試験（筆記）
評価の対象となる要素、評価基準等：文化生態学の主要な概念や経緯に関する理解度．地図を含む
地理資料の読解・活用力．特定地域の湿地環境と文化適応の関係に関する考察力．

 [教科書]
プリントを配布する．各自地図帳を持参すること．

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）
池口明子・佐藤廉也 『身体と生存の文化生態』（海青社）
野中健一 『ヴィエンチャン平野の暮らし-天水田村の多様な環境利用-』（めこん）
溝口常俊・阿部康久 『歴史と環境―歴史地理学の可能性を探る』（花書院）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ニューギニア島，インドシナ半島の政治史に関する高校世界史程度の知識を前提に講義するため，
予習しておくこと．当該地域の主要な地名と河川を地図帳等で確認しておくこと．

（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。
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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 地理学（確認用）
非常勤講師 水内　俊雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  都市理論と社会保障の地理学の実践：社会的企業・NPO研究と都市の再生

 [授業の概要・目的]
既成の分野的には都市社会地理学的研究分野である。日本社会にまず目をやり、問題の発現の仕方
がもっともクリアに出てくる社会保障の隙間に着目することから、対象地域の問題点や課題にアプ
ローチする。具体的には都市地域における生活困窮問題、住宅貧困問題、ホームレス問題から切り
込んでゆく。どのように対象に接近し、観察し、関係者と接し、問題の改善にあたっての仕組みづ
くり、施策づくりの後方支援に関与することや、国内外のフィールドも紹介しながら、身につけて
ゆくことをめざす。広義のホームレス問題は、アングロフォンの都市問題として強く認識され、地
理学においても都市論のひとつをジェントリフィケーションと絡む形で、構成されてきた。必ずし
もこうした都市論の適用ではない形で、日本的・東アジア的な近未来の都市の構想力を鍛え、もう
一つの都市論の提示も授業で共有する。

 [到達目標]
水内自身が、脱ホームレス支援のNPOの理事として活動しているが、その活動の意味と課題を実感
してもらうような講義をめざしている。そのために、現場の支援者（NPO、社会的企業ほか）にも
講義に登場（映像での登場も含まれる）してもらいながら、受講生の率直な意見をフィードバック
する形で、対話型の授業もめざしたい。脱ホームレス支援は、総合的な生活支援に他ならず、その
守備範囲はまちづくりまで及んでくる。一面この分野におけるNPO、NGO、あるいは社会的企業研
究でもあり、こうした組織が意図的にあるいは意図せざる形での都市再生に関わっているその最前
線に接し、アカデミズムでどのような実践が可能なのかを探究することも目的とする。教科書や一
般書籍ではなかなか得られない事実が満載であるので、みなさんの生き方や就職のありかたを考え
る上でも大いに参考になることを期待している。

 [授業計画と内容]
１：社会保障／セーフティネットの重荷に対してのわれわれが考えるべきこと、なすべきこと
２：セーフティネットのほころび：ホームレス問題とハウスレス問題と都市の遊休資源
３：新しいホームレス、ネットカフェ難民、派遣切り、ワーキングプア、そして生活困窮者問題
４：生活困窮問題への取り組みと都市再生の関連
５：現場考察その1：寄せ場、簡易宿所集中地域における都市再生
６：現場考察その2：中間施設としての無料低額宿泊所の役割とNPOの機能
７：現場考察その3：NPOによる支援付住宅という中間施設を用いた地域の再興
８：現場考察その4：さまざまな寄りそい型支援、アフターケア支援による地域力の賦活
９：現場考察その5：アートを生かした新しいまちづくり現場
10：現場考察その6：社会的不動産業による新しいまちづくり現場
11：社会的企業、NPOによる新しいまちづくりと社会住宅の可能性
12：国際的展開：韓国における地域再生の実践事例
13：国際的展開：香港、台湾における地域再生の実践事例
14：都市論の最先端の国際的な議論からみた社会保障の地理学の位置づけ
15：社会的企業、NPO論と都市論との関係からみた社会保障の地理学の可能性

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
出席回数＝ミニレポート回数による評価なので、7割以上の出席を必須とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業毎のミニレポートを原則として毎回課し、自主参加のフィールドワークのレポートともあわせ
て平常点評価とする。

 [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

  （関連ＵＲＬ）
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/geo/mizuuchi/japanese/achievements.pdf(　左記は水内の文献集webで、ダ
ウンロード可能なものもあり、適宜参照してほしい)

 [授業外学習（予習・復習）等]
時事ネタでもあり、日ごろの社会への関心と、参与のあり方を常に意識しておいてほしい。またミ
ニレポートでの意見表明を次回の授業開始時に紹介し、双方向のダイアログ重視したい。フィール
ドワークも適宜別途時間を設けて、自主参加を原則にするが、ぜひとも積極的に参加していただき
たい。

（その他（オフィスアワー等））
希望者があれば適宜対応する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 地理学（確認用）
非常勤講師 水内　俊雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  都市空間史と都市の政治地理：場所の政治を考える

 [授業の概要・目的]
新しい地政学、政治の地理学、場所の政治が、政治地理学の名のもとにリバイバルしてきた。とか
く欧米の事例を基にした理論研究の視座に依拠しすぎてきたアカデミズムの伝統を、日本国内の都
市政治状況は皮肉にも打破しつつある。大阪市立大学に勤務する教員として、大阪都構想はまさし
く現場にもつきつけられた政治イシューでもあった。都構想を授業のとっかかりとして、都市の政
治の重要性、特に地理学からみた場所の政治の展開について、まずは日本の都市を事例に（特に三
都）学び、後半では、世界の都市論を意識しつつ、都市とテロリズムなども視野に入れつつ、傍観
者ではない、実践者としての都市研究、都市再生の試みの息吹に触れてもらいたい。

 [到達目標]
観察や鳥瞰スタイルが地理学のよきにつけ、悪しきにつけ、伝統であった。総合の額としてアカデ
ミズムでは一定の貢献が可能であるかもしれないが、やはり現場をもち固有のスキルで分析できる
強みを発揮せねば、今後の地理学の見通しは明るくないといえる。そのためにも、どのようなスキ
ルで現場に接し、実践で返していけるか、大阪や東京など、また東アジアの大都市の研究ネットワ
ークを紹介しながら、水内がかかわっている実際の事例などに接してもらう。卒論や大学院での研
究に資する情報やネットワークを紹介していきたい。またそのための自主的フィールドワークも加
味するので、積極的にこうした事例への参加も期待している。

 [授業計画と内容]
１：大阪都構想から都市の政治地理を考える
２：都市国家は果たして必要か、世界都市の覇権と都市論
３：都市政府の系譜：日本の事例から、東京、大阪、京都の三府
４：1930年代の都市政府成長の時代と戦争による都市の破壊
５：戦後日本都市における場所の政治、闇市、スラム、戦災復興
６：マイノリティによる場所の政治とアファーマティブアクション
７：高度成長と都市構造の大きな変容
８：新自由主義とポストケインズ主義時代の都市
９：世界の都市論と都市の構想力に関連する議論の整理
10：報復都市、苛酷な都市とジェントリフィケーション
11：問題の集積するインナーシティ・アウターシティの多様性と寛容性
12：テロリズムや大災害の影響も内包する都市のレジリアンス
13：ラジカル地理学vs.政策支援の地理学
14：同上 プラス 批判地理学との関連
15：新たな都市の構想力の可能性を議論する

 [履修要件]
出席回数＝ミニレポート回数による評価なので、7割以上の出席を必須とする。

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]
毎回の授業時間内のミニレポートを課すとともに、自主参加であるがフィールドワークでのレポー
トを加味した平常点評価とする。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水内俊雄ほか 『モダン都市の系譜』（ナカニシヤ出版）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/geo/mizuuchi/japanese/achievements.pdf(　左記は水内の文献集webで、い
くつかダウンロード可能なので、適宜参照してほしい)

 [授業外学習（予習・復習）等]
都市政治は時事ネタでもあり、政策のあり方について常に注意を払っておいていただきたい。また
毎回の小レポートは、次回授業時に紹介し、授業中での双方向のダイアログも重視する。また自主
参加であるが、都市巡検も行うので、積極的に参加いただきたい。

（その他（オフィスアワー等））
希望者があれば適宜対応する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 文学研究科 言語学（確認用）
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  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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（予習・復習ふくめ）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]
使用しない
こちらで教材を準備する。

 [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））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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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 文学研究科 言語学（確認用）
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  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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

 [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））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

シュメール語（初級）(語学)
Sumer

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
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  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  語学

使用
言語 シュメール語

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）(語学)(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(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％]および学年末レポート（シュメール語文献の翻字・翻
訳）[80％]を予定．

 [教科書]
　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たり、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90

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

教授 文学研究科 言語学（確認用）
非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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]
出席状況および予習・復習状況（30%）、定期試験の結果（70%）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。
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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

教授 文学研究科 言語学（確認用）
非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および予習・復習状況（30%）、定期試験の結果（70%）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

スワヒリ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（中級）(語学)(2)

 [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。
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授業科目名
　<英訳>

満州語（初級）(語学)
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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）
河内良弘 『満洲語辞典』（松香堂書店）ISBN:9784879746801

 [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。
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授業科目名
　<英訳>

満州語（中級）(語学)
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 言語学（確認用）
大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   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）
河内良弘 『満洲語辞典』（松香堂書店）ISBN:9784879746801

 [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。




