
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

9620 108 シュメール語（初級） 語学 2 4 通年 金1 森　若葉 西南アジア史学108 言語学108 大学院共通科目１

9624 109 スワヒリ語（初級） 語学 2 2 前期 火3 井戸根　綾子 言語学109
◎アジア・アフリカ地
域研究研究科

大学院共通科目２

9625 110 スワヒリ語（中級） 語学 2 2 後期 火3 井戸根　綾子 言語学110
アジア・アフリカ地域
研究研究科

大学院共通科目３

9616 123 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コース） 語学 2 4 通年 水3 置田　清和
インド古典学123
仏教学123

西南アジア史学123 大学院共通科目４

9617 124 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コース） 語学 4 8 通年 月5木5 ＶＡＳＵＤＥＶＡ， Ｓｏｍｄｅｖ・未定 インド古典学124 仏教学124 大学院共通科目５

9639 125 ヘブライ語（初級） 語学 2 2 前期 火3 手島　勲矢 キリスト教学125 西南アジア史学125 大学院共通科目６

9640 126 ヘブライ語（中級） 語学 2 2 後期 火3 手島　勲矢 キリスト教学126 西南アジア史学126 大学院共通科目７

9608 127 イラン語（初級） 語学 2 4 通年 火5 竹原　新 西南アジア史学127 大学院共通科目８

9628 128 チベット語（初級） 語学 2 2 前期 月1 高橋　慶治 仏教学128 大学院共通科目９

9629 129 チベット語（初級） 語学 2 2 後期 月1 高橋　慶治 仏教学129 大学院共通科目１０

9630 130 チベット語（中級） 語学 2 2 前期 月1 宮崎　泉 仏教学130 大学院共通科目１１

9630 131 チベット語（中級） 語学 2 2 後期 月1 宮崎　泉 仏教学131 大学院共通科目１２

9604 132 アラブ語（初級） 語学 2 4 通年 木2 西尾　哲夫 西南アジア史学132 大学院共通科目１３

9641 133 ポーランド語（初級Ｉ） 語学 2 4 通年 木4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ
スラブ語学スラブ文学
133

大学院共通科目１４

9642 134 ポーランド語（中級II） 語学 2 2 前期 水4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ
スラブ語学スラブ文学
134

大学院共通科目１５

9642 135 ポーランド語（中級II） 語学 2 2 後期 水4 Ｂｏｇｎａ　Ｓａｓａｋｉ
スラブ語学スラブ文学
135

大学院共通科目１６

9652 138 満州語（初級） 語学 2 2 前期 火5 岸田　文隆 言語学138 大学院共通科目１７

9653 139 満州語（中級） 語学 2 2 後期 火5 岸田　文隆 言語学139 大学院共通科目１８

9633 140 ヒンディー語（初級） 語学 2 4 通年 金5 小松　久恵
インド古典学140
西南アジア史学140

アジア・アフリカ地域
研究研究科

大学院共通科目１９

9634 141 ヒンディー語（中級） 語学 2 4 通年 火3 西岡　美樹 インド古典学141
◎アジア・アフリカ地
域研究研究科

大学院共通科目２０

9612 142 オランダ語（初級） 語学 2 2 前期 火3 河﨑　靖 言語学142 大学院共通科目２１

9613 143 オランダ語（中級） 語学 2 2 後期 火3 河﨑　靖 言語学143 大学院共通科目２２

9626 144 タイ語I(初級） 語学 2 2 前期 木5 弓庭　育子
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目２３

9627 145 タイ語II(初級） 語学 2 2 後期 木5 弓庭　育子
◎アジア・アフリカ地域
研究科

大学院共通科目２４

9610 146 インドネシア語I（初級） 語学 2 2 前期 木5 柏村　彰夫
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目２５

9611 147 インドネシア語II（初級） 語学 2 2 後期 木5 柏村　彰夫
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目２６

9637 148 ベトナム語I(初級） 語学 2 2 前期 金4 清水　政明
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目２７

9638 149 ベトナム語II(初級） 語学 2 2 後期 金4 清水　政明
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目２８

9600 159 アラビア語I(初級) 語学 2 2 前期 木3 竹田　敏之
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目２９

9601 160 アラビア語II(初級) 語学 2 2 後期 木3 竹田　敏之
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目３０

9602 161 アラビア語I(中級) 語学 2 2 前期 木4 竹田　敏之
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目３１

9603 162 アラビア語ＩＩ(中級) 語学 2 2 後期 木4 竹田　敏之
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目３２

9631 163 ビルマ（ミャンマー）語I（初級） 語学 2 2 前期 木3 本行　沙織
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目３３

9632 164 ビルマ（ミャンマー）語II（初級） 語学 2 2 後期 木3 本行　沙織
◎アジア・アフリカ地
域研究科

大学院共通科目３４

9822 028 アジア研究(タイ研修) 特殊講義 30 2 前期 集中 安里　和晃・稲垣　和也 社会学018 大学院共通科目３５

9822 029 アジア研究(ベトナム研修) 特殊講義 30 2 前期 集中 安里　和晃・稲垣　和也 社会学019 大学院共通科目３６

9822 030 アジア研究(フィリピン研修) 特殊講義 2 2 前期 火3 安里　和晃 社会学020 大学院共通科目３７

9822 031 アジア研究(戦争と植民地の歴史認識) 特殊講義 2 2 後期 木2 髙嶋　航・小山　哲 社会学017 大学院共通科目３８

9822 032 アジア研究(東南アジア研究概論) 特殊講義 2 2 前期 水2 玉田　芳史 社会学021 大学院共通科目３９

9822 033 アジア研究(経営組織の社会学) 特殊講義 2 2 前期 火2 HIEM, Stephane ◎社会学022 大学院共通科目４０

9822 035 アジア研究(東アジアワークショップ)特殊講義 2 2 前期 月4 安里　和晃・落合　恵美子 社会学023 大学院共通科目４１

9822 036 アジア研究(国際移動) 特殊講義 2 2 前期 火4 安里　和晃 社会学024 大学院共通科目４２

9822 037 アジア研究(インドネシア研修) 特殊講義 30 2 後期 集中 安里　和晃・稲垣　和也 社会学025 大学院共通科目４３

9822 038 アジア研究(分析アジア哲学入門Ⅰ) 特殊講義 30 2 前期 不定 八木沢　敬 ◎哲学002 大学院共通科目４４

9823 039 アジア研究(分析アジア哲学入門II) 特殊講義 15 1 後期 不定 八木沢　敬 ◎哲学003 大学院共通科目４５

9822 040 アジア研究(分析アジア哲学入門III) 特殊講義 30 2 前期 不定 Mark Siderits・犬飼　由美子 ◎哲学004 大学院共通科目４６

9823 042
アジア研究(アジアの文化的多様性と
流動性) 特殊講義 4 1 前期 不定 Melani Budianta ◎社会学035

横断型教育科目(Aタ
イプ)

大学院共通科目４７

9822 043 アジア研究(現代アジアメディア学) 特殊講義 4 2 前期 不定 Mitsuyo Wada-Marciano
◎中国語学中国文学
017

二十世紀学027 大学院共通科目４８

9823 044 アジア研究（多言語主義） 特殊講義 15 1 前期 集中 Johan van der Auwera
◎英語学英文学023
アメリカ文学022

英語学英米文学019 大学院共通科目４９

9823 045
アジア研究(帝国内部における移住と
その後) 特殊講義 4 1 前期 不定 Steve Ivings ◎社会学036

横断型教育科目(Aタ
イプ)

大学院共通科目５０

9823 046 アジア研究(ｱｼﾞｱにおけるｾｸｼｭｱﾘﾃｨ) 特殊講義 4 1 前期 不定 Travis S.K. Kong ◎社会学046
横断型教育科目(Aタ
イプ)

大学院共通科目５１

9823 047 アジア研究(家族・労働・介護) 特殊講義 4 1 後期 不定 Hirvonen, Helena Marjatta ◎社会学038
横断型教育科目(Aタ
イプ)

大学院共通科目５２

シラバス番号
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9822 048 Contemporary Philosophy in Japan I 特殊講義 2 2 後期 水5 海田　大輔 大学院共通科目５３

9822 049 The History and Culture of Kyoto 特殊講義 2 2 後期 水2 Niels van Steenpaal 大学院共通科目５４

9822 050 What is "modern", "Japanese", "literature"? 特殊講義 2 2 後期 月3 Irina Holca 大学院共通科目５５

9822 051 Cross-boarder Migration 特殊講義 2 2 後期 火4 安里　和晃 大学院共通科目５６

9822 052 Japanese Contemporary Popular Culture 特殊講義 2 2 後期 水4 Bjorn-Ole　Kamm 大学院共通科目５７

9822 053 Japan at Play 特殊講義 2 2 後期 火5 Bjorn-Ole　Kamm 大学院共通科目５８

9822 054 Gender in Japan 特殊講義 2 2 後期 木2 伊藤　公雄・Jenifer Coates 大学院共通科目５９

9822 055 Contemporary Philosophy in Japan II 特殊講義 2 2 前期 月5 海田　大輔 大学院共通科目６０

9822 057 Autobiographical prose in modern Japan 特殊講義 2 2 前期 水3 Irina Holca 大学院共通科目６１

9822 058 Gender in Japan 特殊講義 2 2 前期 木2 伊藤　公雄・Jenifer Coates 大学院共通科目６２

9822 059
Debating Otaku in Contemporary
Japan: The Labelling Approach 特殊講義 2 2 前期 水4 Bjorn-Ole　Kamm 大学院共通科目６３

9822 060 Introduction to Transcultural Studies 特殊講義 2 2 前期 木4 Kamm・置田・安里 大学院共通科目６４

9825 061
Introduction to Transcultural Studies
(Discussion session) 演習 2 2 前期 火4 山田　真寛 大学院共通科目６５

9825 062
Book Reading and Discussion on
Japanese Thoughts and Culture 演習 2 2 前期 木5 早瀬　篤 大学院共通科目６６

9825 063
Book Reading and Discussion on
Japanese Thoughts and Culture 演習 2 2 後期 木5 早瀬　篤 大学院共通科目６７

9825 064
Advanced English Skills for
Humatinies Research 演習 2 2 前期 水5 Irina Holca 大学院共通科目６８

9822 065
ｱｼﾞｱ研究(次世代グローバルワーク
ショップ) 特殊講義 30 2 後期 集中 安里　和晃・落合　恵美子 社会学002 大学院共通科目６９

9823 066
Spatial thinking in the social sciences:
on local-global and rural-urban
dualities

特殊講義 15 1 後期 集中 Joost Jongerden・久野　秀二 ◎経済学研究科 大学院共通科目７０

9822 067 Comparative Industry Policy Studies 特殊講義 4 2 後期 不定 黒澤　隆文・久野　秀二 ◎経済学研究科 大学院共通科目７１

9822 068 Comparative Development Studies 特殊講義 30 2 後期 集中 Raymond Jussaume Jr・久野　秀二 ◎経済学研究科 大学院共通科目７２

9822 069 Introduction to East Asian Economies 特殊講義 2 2 後期 金3 矢野・大西・中野 ◎経済学研究科 大学院共通科目７３

9822 070
SocSci Research Methods in
Education 特殊講義 2 2 後期 金4 河合　淳子 大学院共通科目７４



大学院共通科目１

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

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  1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]
使用しない
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
授業時に資料およびテキストのコピーを配布する．

 [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、授業中に配布す
る資料に事前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。



大学院共通科目２

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（初級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  1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、授業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

 [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。



大学院共通科目３

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（中級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  1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

 [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。



大学院共通科目４

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（２時間コース）(語学)
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 置田　清和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジアにおいて発生した文化、哲学、宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー
教等）を理解する為に欠かせない言語である。また、インド・ヨーロッパ語族の一部として重要な
位置を占めるサンスクリット語を学ぶことは、西洋古典、言語学を学ぶ者にとっても有益である。 

 [到達目標]
このコースでは古典サンスクリット語の初級文法を習得し、基本的な文法事項と語彙を身につける
ことによって、平易なサンスクリット文章を読解する運用力を養成することをめざす。 

 [授業計画と内容]
文法事項の解説と練習問題による読解演習とを平行して授業を進める。扱う主な文法事項は： 

前期
サンスクリット語概論、音論・連声(第1-3週) 
名詞・形容詞曲用(母音語幹:第4-9週、子音語幹:第10-14週) 
複合語、代名詞、数詞(第15週) 

後期 
動詞現在活用(第1種活用:第16-18週、第2種活用:第19-22週) 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞(第22-28週) 
試験(第29週) 
フィードバック(第30週) 

*授業の進行は学習の理解度に応じて調整する場合がある。

 [履修要件]
予備知識は必要ない。幅広い専攻からの受講を歓迎する。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平素の成績(毎週の小テスト50点)と年度末筆記試験(50点)による。

 [教科書]
J.ゴンダ（鎧淳訳） 『サンスクリット語初等文法』（春秋社）ISBN:4393101081 

 [参考書等]
  （参考書）
上村 勝彦 『サンスクリット語・その形と心』（三省堂）ISBN:4385364656

サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習:毎週授業で行う小テスト、読解練習問題に準備してくること。 
復習:授業で説明した文法事項を復習、暗記すること。 

（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。



大学院共通科目５

授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（４時間コース）(語学)
Sanskrit(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定外国語担当教授 文学研究科 VASUDEVA，Somdev
 未定

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  Sanskrit Grammar 

 [授業の概要・目的]
An introduction to the Sanskrit language for beginners. This class aims to cover the basics of Sanskrit 
Grammar in two terms. Instruction will be in English.

 [到達目標]
The aim is to learn the basic skills of reading and interpreting elementary prose and verse in classical Sanskrit.
 This involves learning basic grammatical analysis.  

 [授業計画と内容]
We will focus on covering the material taught in E.D. Perry's "A Sanskrit Primer", reading all of the exercises 
and also practising basic translation into Sanskrit. Supplementary materials and exercises will be provided as 
necessary. 
Week 1: Introductory, alphabet and sounds 
Week 2-14: lessons 2-10 of Perry 
Week 15-16: revision 

Week 1-14: lessons 11-18 of Perry 
Week 15-16: revision

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance, participation, quizzes.

 [教科書]
E.D. Perry 『A Sanskrit Primer』（Nabu Press 2011）ISBN:178794733 

 [参考書等]
  （参考書）
Arthur A. MacDonell 『A Sanskrit Grammar for Students』（OUP, 1971）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Homework involves preparing translations from Sanskrit into English and translations from English into 
Sanskrit. Weekly review of grammatical categories and memorization of vocabulary. The expected 
preparation time is approximately two to three hours per week.  

（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。



大学院共通科目６

授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

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3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（初級） 

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、テキスト伝統などの歴史的概要に加えて、文法の基礎（母音記号、名詞、人称
代名詞、形容詞、前置詞、語根、動詞／分詞ほか）の導入。授業では、イスラエルの幼児向け絵本
や聖書テキスト・ラビ・ユダヤ教テキストの例文を用いて、動詞の完了・未完了を伴わないヘブラ
イ語文の特徴的構造に慣れてもらう。その中で文法情報とテキスト解釈との関係について、またヘ
ブライ語文法の哲学的意義・思想的特徴についても授業では言及する。

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して声に出して読めること書けること。名詞と形容詞の変化、
人称代名詞と前置詞の人称変化が認識できること。動詞のシステム、分詞の活用、さらに名詞・形
容詞・分詞などからなるヘブライ語文章構造の特徴を理解し、和訳できること。またヘブライ語作
文できること、辞書を利用できること。 

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（聖書へブライ語と賢者のヘブライ語ほか）、２．母音記号と文字、３．形
容詞と名詞（男性形と女性形他）、４．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、５．人称代名詞と指
示代名詞、６．数詞と前置詞、７．語根と動詞、８．７つの動詞（分詞のみ）、９．名詞文、１０．
存在の名詞ほか。＊１課題あたり１～２回を当てる。内容や順番は授業の進捗状況で多少変化する
こともある。

 [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・・・・出席と授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [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]
授業の中で、なすべき宿題、予習、復習については指示をする。

（その他（オフィスアワー等））
授業では、文字や母音記号を覚えるための実践的練習、また文法の意義を確認する解説の中で聖書
テキストやラビ文献他も紹介する。初級は動詞の完了形・未完了形・命令形を扱わない。それらは
中級において導入する。初級と中級をあわせての履修が好ましい。最終的には、辞書を使って独力
で様々な時代の文章を読めるようにすることを目標とするため、現代ヘブライ語辞典の購入を勧め
る。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目７

授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

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  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
中級では、ヘブライ語動詞の基礎（完了形・未完了形・命令形の活用など）を身に付ける。聖書ヘ
ブライ語と賢者のヘブライ語の差異を紹介する。動詞の活用の一般的な導入をしたのち、やさしい
論文の抜粋ほかのテキストを用いて、それを声に出して読み、さらに辞書を引きながら和訳して読
む中で、動詞の諸形態が意味として認識できるように練習を繰り返す。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了の変化に習熟すること。不規則変化を語根パターンにおいて認識できること。
完了・未完了の動詞を含むヘブライ語文章を理解し翻訳できるようになること。聖書ヘブライ語の
基本的な特徴を理解すること。徐々に母音記号をへらしながら、母音記号なしのテキストが読める
ことをめざす。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語動詞パラダイムの諸問題、２．完了形（基本）、３．未完了形（基本）、４．不規
則変化（III-h/y）、５．不規則変化（II-w/y、I-y）、６．不規則変化（I-n、II&III-Geminated)、７．
不規則変化（喉音文字を含む語根）、８．人称接尾辞と不定詞と命令形、９．時制の問題、１０．
聖書へブライ語と賢者のヘブライ語、１１．まとめ。１課題あたり１～２回の授業を要する。進捗
状況をみながら内容や順番は多少変化する。

 [履修要件]
ヘブライ語（初級）を履修済であること。もしくは同程度のヘブライ語知識があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席・授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [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]
授業時に、なすべき宿題、予習、復習については指示をする。  

（その他（オフィスアワー等））
中級でのテキストは思想・哲学・言語に関するやさしい論文の抜粋、また聖書、ミシュナー・タル
ムード他から抜き出したものを考えている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目８

授業科目名
　<英訳>

イラン語（初級）(語学)
Iranian

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 竹原　新

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語  イラン語

題目  イラン語（初級） 

 [授業の概要・目的]
イランの公用語であるペルシア語の初級を学ぶ。基本文法、基礎単語を修得し、初級レベルの総合
的なペルシア語力を養うことを目的とする。  

 [到達目標]
平易なペルシア語の文章であれば辞書を使用しつつ読むことができ、基本的な文法規則を間違えず
に表現できるようになることを目指す。  

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２～２９回　基礎語学力の修得
文字の読み方や書き方を練習しつつ、基本的な文法や単語を学ぶ。徐々に難易度を上げ、後半には
簡単な物語等が読める段階まで語学力を高める。原則として、毎回、復習テストを行う。
第３０回　授業の総括

 [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]
授業中にプリントを配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
黒柳恒男『現代ペルシア語辞典』(大学書林)  

 [授業外学習（予習・復習）等]
文字の書き方、基本文法、基礎単語の修得が中心となる前半においては十分な復習が必要となるが、
簡単な物語等を読み進める後半においてはこれに予習が加わる。   

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目９

授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

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1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(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]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（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。



大学院共通科目１０

授業科目名
　<英訳>

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 愛知県立大学　外国語学部　教授 高橋　慶治

 

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1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語初級

 [授業の概要・目的]
この授業では、とくに現代チベット文語の資料をもとにチベット語の初級文法
を学ぶ。これによって、現代口語を理解することができるとともに、古典文法
への橋渡しともなる。

チベット語は日本語と類似した特徴もあり、日本人にとっては学びやすい言語
であると言える。しかし、文字体系は複雑であり、また、動詞の屈折や助動詞
の使い方には学習に困難な面もある。

1年間の授業で簡単な読み物が読める程度の文法知識を身につけることを目標と
する。

 [到達目標]
前期はチベット文字およびその読み方を習得し、チベット語の名詞の構造、文
での使い方を理解する。

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

 [授業計画と内容]
「概要・目的」欄に書いたように、日本語話者にとってチベット語はとくに難
しい言語ではない。授業は、文字の習得から始め、日本語と異なる特徴を示す
点についてはできる限り丁寧に説明を加えながら、段階的に文法の複雑なレベ
ルに進む。

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績は、学期末に行う試験（100%）によって決定する。
チベット語の文法事項を十分に理解していることが期待される。

 [教科書]
プリントを配布する。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（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]
語学の授業であるので、受講生は予習・復習を行わなければ授業についていけ
なくなる。とくに、前期ではチベット文字、後期では動詞の屈折について何度
も繰り返し復習する必要がある。

（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。



大学院共通科目１１

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

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1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、時代によるチベット語自体の違いや、翻訳文献の中でも経典や注釈といったスタイ
ルの違いも網羅するために、以下のような文献を順に取り上げる予定である。

1. 古チベット語を含むチベット撰述仏教文献
2. サンスクリット経典からの翻訳文献
3. サンスクリット注釈からの翻訳文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 後期のチベット語（中級）をあわせて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [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]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

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



大学院共通科目１２

授業科目名
　<英訳>

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 宮崎　泉

 

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1

授業
形態  語学

使用
言語 チベット語

題目  チベット語（中級）

 [授業の概要・目的]
この授業は、チベット語初級を学んだ学生がチベット語文献を読解しながら、チベット語文法に対
する理解をさらに深め、チベット語文献の読解能力を高めることを目的とする。本年度は仏教文献
を取り上げるが、仏教文献の中で使われるチベット語も多様であるため、なるべく多くの分野の仏
教文献を取り上げることで、広い分野の仏教文献に対処できる基礎的な能力を身につけることを目
指す。

 [到達目標]
チベット語文法に対する理解を深め、多様なチベット語文献を読解する能力を習得することを目的
とする。

 [授業計画と内容]
この授業では、独立した論書と他の論書に対する注釈といった翻訳文献中のスタイルの違いや、翻
訳文献とチベット撰述文献の相違に対する理解を深めるため、以下のような文献を順に取り上げる
予定である。

1. サンスクリット論書からの翻訳文献
2. サンスクリット注釈からの翻訳文献
3. チベット撰述古典チベット語文献

それぞれの文献の読解にあたり、そこに現れるチベット語の特徴を解説し、読解に必要な内容の説
明を行う。その後各文献を三から四週程度かけて輪読する。

 [履修要件]
チベット語初級文法を終えていること。読解に必要な仏教の知識は授業の中で説明するので、仏教
に関する知識は前提としない。 前期のチベット語（中級）を受講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。出席と授業中の発表の内容により評価する。

 [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]
それぞれのチベット語文献の性格に注意しながら予習し、問題点を整理しておくことが求められる。

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



大学院共通科目１３

授業科目名
　<英訳>

アラブ語（初級）(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

国立民族学博物館　　
民族社会研究部 教授 西尾　哲夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  語学

使用
言語  アラブ語

題目  アラビア語の初級

 [授業の概要・目的]
アラビア語は、西はモロッコから東はイラクまでの中東・北アフリカ諸国で使われており、およそ
一億五千万人の母語となっている。またイスラム教（イスラーム）の聖典『コーラン（クルアーン）
』はアラビア語で書かれているため、南アジア・東南アジア・中国などのムスリム（イスラム教徒）
もアラビア語の知識をもっている。 
この授業では、アラビア語の文字の書き方からはじめ、初級程度の文法事項をおしえる。 

 [到達目標]
アラビア文字が読めて書けるようになる。また基本的単語については、弱子音を語根に含む単語に
ついてアラビア語の辞書が引けるようになる。基本的な文章表現について読む・書く・話すができ
るようになる。  
 

 [授業計画と内容]
（１）アラビア語についての概説（第１回目の授業） 
（２）アラビア語学習法の概説（第１回目の授業） 
（３）アラビア文字（第２回目から第８回目の授業） 
（４）初級程度のアラビア語文法（第２回目から最後の授業） 
（５）アラビア語辞書の引き方（第９回目以降の授業毎）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。出席を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
西尾哲夫 『言葉から文化を読む―アラビアンナイトの言語世界』（臨川書店）（とくに現代アラブ
世界の言語状況についてふれた第１章 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業毎に指示する。

（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。



大学院共通科目１４

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、一年間の学習を終えてから、辞書を使って簡単な文章が読め
るように、この言葉の構造や基本的な文法を身につけていきます。 

 [授業計画と内容]
前期 
１．ポーランド語の基礎知識（文字、アクセント、語尾変化、発音など）【１週】 
２．基本的な動詞（byc,miec）の変化、格の基礎知識、代名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語
彙【２週】 
３．名詞と形容詞の単数主格、名詞と形容詞の性の見分け、動詞の第１変化（-m,-sz型）、「これ
は○○である」「○○が△△をする」のような基本的な文型、日常生活に関する語彙【３週】 
４．名詞と形容詞の単数複数造格、日本語の「～である」に相当する主格と造格の使い分け、動詞
の第２変化（-e,-isz型）、国名や職業名に関する語彙【３週】 
５．名詞と形容詞の単数対格、所有代名詞の単数主格、人称代名詞の対格、家族や趣味に関する語
彙、年齢を表すなどの数詞の使い方【３週】 
６．ここまでの総復習、主格、造格、対格の使い分けや基本的な文型の確認、語彙の復習【２週】 
７．前期小テストとフィードバック【１週】 

後期 
１．moc, musiec, lubicなどの助動詞の使い方、-owacで終わる動詞、動詞の第３変化（-e,-esz）、動
詞活用のまとめ、頻度を表す語彙、様々な活動を表す語彙【２週】 
２．名詞と形容詞の単数生格、否定生格の用法、isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、人称代名詞の造
格、時間、曜日の表し方、znac, wiedziec, umiecの使い分け、do＋場所とna＋目的の使い分け【２週
】 
３．名詞と形容詞の複数生格、malo,duzo等＋生格の用法、形容詞の比較級と最上級、nosic,zakladac
の用法、podoba mi sieなど人称の与格を使う用法、食料品や買い物に関する語彙【２週】 
４．動詞の過去形、月の名前の前置格、過去の出来事の述べ方、時間帯を表す表現【２週】 
５．動詞の未来形、現在形、過去形と未来形のまとめ、予定の表し方、希望の述べ方【２週】 
６．名詞と形容詞の単数複数前置格、特定の場所への行きかたに関する表現、方角や観光に関する
表現、前置詞の使い方のまとめ【２週】 
７．前後期の総復習、名詞と形容詞の格変化の補足と使い方の確認、基本文型の復習【２週】 
８．期末テスト【１週】 
９．フィードバック【１週】

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級Ｉ）(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]
出席状況（15％）と学年末に行う試験（85％）の両方で評価する。

 [教科書]
石井哲士朗・三井レナータ著 『ニューエクスプレス　ポーランド語』（白水社）ISBN:978-4-560-
06794-9
授業中にプリントも配布します

 [参考書等]
  （参考書）
木村彰一・工藤幸雄・吉上昭三・小原雅俊・塚本桂子・石井哲士朗・関口時正［編］  『ポーラン
ド語辞典』（白水社）ISBN:978-4-560-00095-3 

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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



大学院共通科目１５

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

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  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】 
７．フィードバック【1週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に前期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。



大学院共通科目１６

授業科目名
　<英訳>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

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  語学

使用
言語 ポーランド語

題目  ポーランド語中級Ⅱ

 [授業の概要・目的]
初級レベルよりやや高度な文法を学びつつ、語彙力を伸ばします。

 [到達目標]
この授業を通して、より複雑な文章構造を理解する力、自分の意見などをある程度伝え表現する力
を身につけていきます。

 [授業計画と内容]
受講生の興味や要求を聞き、詳しい授業形態を決めます。特に希望がなければ受講生のレベルに応
じたテキストを読み、翻訳や文章構造の説明、文法的な解説などを行いたいと思います。 
テキストの詳細については出席者と相談のうえで決めます。ポーランドの文化に関連した、易しい
文章を使う予定です。 

授業計画： 
１．ポーランド語の知識の確認、教材の相談、短い記事の解説【１週】 
２．テキストIー翻訳と解説【３週間】 
３．テキストII－翻訳と解説【３週間】 
４．テキストIII－翻訳と解説【３週間】 
５．テキストIV－翻訳と解説【３週間】 
６．総復習とまとめ【２週】 
７．フィードバック【1週】

 [履修要件]
ポーランド語の文法の基礎知識、１年間以上の学習歴が要求されます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に後期末課題（80％）での評価となります。出席状況（10％）や授業での積極的な態度（10
％）も考慮します。

 [教科書]
授業中に資料を配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。



大学院共通科目１７

授業科目名
　<英訳>

満州語（初級）(語学)
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  1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。



大学院共通科目１８

授業科目名
　<英訳>

満州語（中級）(語学)
Manchu

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 岸田　文隆

 

配当
学年  1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。



大学院共通科目１９

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（初級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語(初級）

 [授業の概要・目的]
21世紀の世界において重要な役割を果たすと予想される巨大国家インドの公用語ヒンディー語の初
等文法と簡単な会話を学ぶ。また映像・画像などのビジュアルを通して、急激に変化を遂げる現代
インド社会に触れる。インド古典文学の専攻者だけでなく、将来商社マン・外交官あるいは技術者
として南アジア地域での活動を希望する諸君にも是非受講してもらいたい。  

 [到達目標]
インドでは英語が通じると言われるが、実際には、英語を不自由なくしゃべることのできる話者数
は全人口の5パーセントにも満たない。インド人と深い意思疎通をするためには現地語を知ること
が不可欠となる。インドの公用語であるヒンディー語を通して異文化世界としての北インドについ
て学び、世界認識の幅を広げる。ヒンディー文字を習得し、ヒンディー語の初級文法と簡単な会話
を理解する。  

 [授業計画と内容]
教科書を毎回一課の速度で進んでいき、1年で文法を一通り終えて読み物を読んだり、簡単な会話
ができるようになることを目標とする。また適宜、映画を用いて音声でのヒンディー語のみならず
インドの社会風俗にも触れる。 

前期 
１．導入 
２．文字と発音【４週】 
３．文法と会話【9週】 
４．中間試験【１週】 
 　　 
 後期 
５. 中間試験のフィードバック【１週】 
６．文法と会話【７～8週】 
７．文法と絵本講読【４～５週】 
８．期末試験【１週】

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）と筆記試験（期末３０、年度末40）によって評価する。

 [教科書]
町田和彦 『ニューエクスプレス、ヒンディー語』（白水）ISBN:978-4-560-06791-8 （CDエクスプレ
ス、ヒンディー」とは別の本なので、間違えないこと ）

ヒンディー語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の前日までに前回の講義内容を見直し、特に前回の練習問題を復習しておく。インド関係の情
報に関心を持つこと。  
 

（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。



大学院共通科目２０

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語（中級） 

 [授業の概要・目的]
この授業では、研究に必要なテキストを正確に理解できるよう、ヒンディー語の中級および上級文
法を導入し、読解力の向上を目指す。また、必要に応じ、映像・音声メディアも利用し読解力と相
関関係にある聴解力の向上も図る。

 [到達目標]
・長い文章を読んで理解し、内容を把握できるようになる。 
・簡単な説明文を聞いて理解することができる。 
・単文および簡単な複文使って、日常会話レベルより少し高度な自己表現ができるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。 

第 1 ～ 5週目：(アクバルとビールバル、パンチャタントラ、小話など) 
第 6 ～ 10週目：(短編：インド神話、新聞記事など) 
第12 ～ 15週目：(TVドラマのシナリオ、会話集など) 
第16 ～ 20週目：(新聞記事、小話など) 
第21 ～ 25週目：(TVドラマのシナリオ、会話集など) 
第26 ～ 30週目：(現代小説、概説書など） 

第16週目の後期からは、前期で使用した教材より内容的に高度なものを扱う予定である。なお、進
度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
・ヒンディー語初級文法を修了していること。 
・語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・授業への積極的な参加（40%） 
・期末試験（60%）

 [教科書]
授業中にコピーを配布

ヒンディー語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）(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]
・テキストに出てくる新しい単語については、授業前に辞書引いて意味を調べ、内容把握をきちん
としておくこと。 
・聴覚の訓練については、インターネットの動画や音声放送、DVD化された映画やドラマ等を利用
し、各自で常に自習をすること。

（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。



大学院共通科目２１

授業科目名
　<英訳>

オランダ語（初級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1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）
授業中に紹介する

 [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。



大学院共通科目２２

授業科目名
　<英訳>

オランダ語（中級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1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）
授業中に紹介する

 [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。



大学院共通科目２３

授業科目名
　<英訳>

タイ語I(初級）(語学)
Thai

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 弓庭　育子

 

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5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  初めてタイ語にふれる人のためのタイ語学習 

 [授業の概要・目的]
臨地研究に備えて、暮らしの中で交わされる基本的なタイ語会話の知識を身につける。

 [到達目標]
発音と声調の基礎が身についている。約100語の生活語彙と約20項目の基本文法が身についている。
生活場面や話題に応じたタイ語表現を用いて意思疎通を図れる。

 [授業計画と内容]
【学習方法】
講義形式による文法解説、単語、例文の口頭練習、文法事項の反復練習、ロールプレイ活動を行う。

【学習内容：会話】
１．オリエンテーション　学習内容、方法、テキスト、評価方法の確認
２．発音練習　母音、声調、子音
３．第１課１．１～１．３　挨拶、国籍を紹介する、尋ねる
４．第１課１けたの数字、
５．第２課２．１～２．３　挨拶、名前を紹介する、尋ねる
６．第２課２．４～３けたの数字　挨拶、否定の表現
７．第３課３．１～３．３　職業を紹介する、尋ねる
８．第３課３．４～３．６　完了、予定の表現
９．第３課数字に関する表現
１０．第４課４．１～４．３　継続の表現
１１．第４課職業の表現
１２．第５課５．１～５．２　品詞と語順
１３．第５課５．３～親族名称　可能の表現
１４．総復習

 [履修要件]
効果的に語学を習得するため、履修期間中は①全講義に出席し、②テキスト付録のCDを用いてタ
イ人の発音をまねること、を学習習慣にすること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義中の小テスト（３００点前後）、学期末テスト（１００点満点）を合計し、１００点満点に換
算して評価する。

 [教科書]
宮本マラシー・村上忠良 『大阪大学外国語学部　世界の言語シリーズ９　タイ語』（大阪大学出版
会）ISBN:978-4-87259-333-4 C3087

タイ語I(初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



タイ語I(初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
中島マリン著　赤木攻監修 『挫折しないタイ文字レッスン』（めこん）ISBN:4-8396-0197-6 C0387
（タイ文字の個人学習に関心のある学生に勧める）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：テキスト付録のCDを活用してタイ語の発音に親しむこと。
復習：既習内容はテキストを用いて見直し、CDで繰り返し発音を真似て再現を試みること。

（その他（オフィスアワー等））
上述と異なる学習レベルや学習内容を希望する場合には、第1回目授業日のオリエンテーションに
て申し出ること。可能であれば対応する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目２４

授業科目名
　<英訳>

タイ語II(初級）(語学)
Thai

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 弓庭　育子

 

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  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  タイ語II(初級）

 [授業の概要・目的]
臨地研究に備えて、暮らしの中で交わされる基本的なタイ語会話の知識を身につける。

 [到達目標]
発音と声調の基礎が身についている。約200語の生活語彙と約38項目の基本文法が身についている。
生活場面や話題に応じたタイ語表現を用いて意思疎通を図れる。

 [授業計画と内容]
【学習方法】 
講義形式による文法解説、単語、例文の口頭練習、文法事項の反復練習、ロールプレイ活動を行う。
 

【学習内容：会話】 
１．オリエンテーション　学習内容、方法、テキスト、評価方法の確認 
２．第６課６．１～６．２　指示代名詞 
３．第６課６．３～６．４　程度の表現 
４．第６課味覚表現 
５．第７課７．１～７．２　希望、要求の表現 
６．第７課７．３～７．５　許可の表現 
７．第７課交通機関の名称 
８．第８課８．１～８．２　指示形容詞 
９．第８課８．３～８．４　義務の表現 
１０．第８課時刻の表現 
１１．第９課９．１～９．２　順序の表現 
１２．第９課９．３～方向、方角の表現 
１３．第１０課１０．１～１０．２　目的の表現 
１４．総復習

 [履修要件]
タイ語I(初級)を履修していることが望ましい。 
効果的に語学を習得するため、履修期間中は①全講義に出席し、②テキスト付録のCDを用いてタ
イ人の発音をまねること、を学習習慣にすること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義中の小テスト（３００点前後）、学期末テスト（１００点満点）を合計し、１００点満点に換
算して評価する。

 [教科書]
宮本マラシー・村上忠良 『大阪大学外国語学部　世界の言語シリーズ９　タイ語』（大阪大学出版
会）ISBN:ISBN:978-4-87259-333-4 C3087 

タイ語II(初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



タイ語II(初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
中島マリン著　赤木攻監修 『挫折しないタイ文字レッスン』（めこん）ISBN:4-8396-0197-6 C0387
（タイ文字の個人学習に関心のある学生に勧める）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：テキスト付録のCDを活用してタイ語の発音に親しむこと。 
復習：既習内容はテキストを用いて見直し、CDで繰り返し発音を真似て再現を試みること。

（その他（オフィスアワー等））
上上述と異なる学習レベルや学習内容を希望する場合には第1回目授業日のオリエンテーションに
て申し出ること。可能であれば対応する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目２５

授業科目名
　<英訳>

インドネシア語I（初級）(語学)
Indonesian

  担当者所属・
  職名・氏名 京都外国語専門学校　専任講師 柏村　彰夫

 

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5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  インドネシア語Ⅰ(初級） 

 [授業の概要・目的]
基本的には、インドネシア語の学習歴の無い者を対象とする。 
インドネシア語の基本的な運用能力の養成を目的とする。  
 

 [到達目標]
日常会話での慣用表現の発話・聞き取りができるようになる。また、基本的な文の創出ができるよ
うになることを目指す。

 [授業計画と内容]
基本的には教科書に則り、以下の項目について学習する。 

1.名詞文 
2.数詞、音声 
3.人称代名詞 
4.基語動詞、ber-動詞 
5.meN動詞 
6.アスペクト、助数詞 
7.形容詞 
8.疑問文 
9.疑問詞 
10.受動 
11.時間表現 
12.接尾辞 -an, 接頭辞 pe-, peN-

 [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。語学の授業という性格上、出席状況を重視する。

 [教科書]
森山幹弘・柏村彰夫 『教科書インドネシア語』（めこん）ISBN:4-8396-0159-3

インドネシア語I（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



インドネシア語I（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
初歩段階では語彙数を増やすことが最も重要である。従って初出単語の暗記を中心とする復習が必
要。

（その他（オフィスアワー等））
第一回目の授業では、学習上必要な文献などの紹介を行う予定であるので、教科書や辞書を用意す
る必要は無い。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目２６

授業科目名
　<英訳>

インドネシア語II（初級）(語学)
Indonesian

  担当者所属・
  職名・氏名 京都外国語専門学校　専任講師 柏村　彰夫

 

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  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  インドネシア語Ⅱ（初級） 

 [授業の概要・目的]
インドネシア語Iでの学習内容を踏まえ、インドネシア語の運用能力の養成を目的とする。

 [到達目標]
日常会話レベルの基本的表現の創出能力を習得する。

 [授業計画と内容]
基本的には教科書に則り、以下の項目について学習する。 

1. 程度の副詞、接頭辞 se- 
2. 比較級、最上級 
3. 接頭辞 ter- 
4. 接続詞 
5. 関係詞 yang 
6. 接辞 peN-an, per-an 
7. 相関構文、複合語 
8. 接辞 ke-an 
9. 命令文 
10. meN-kan動詞 
11. meN-i 動詞 
12. memeper 動詞

 [履修要件]
インドネシア語Iの履修または同程度のインドネシア語能力を前提とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点、特に出席状況を重視する。

 [教科書]
森山幹弘・柏村彰夫 『教科書インドネシア語』（めこん）ISBN:4-8396-0159-3 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
語彙習得が重要であり、既出単語を身につけるための復習が重要となる。

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



大学院共通科目２７

授業科目名
　<英訳>

ベトナム語I(初級）(語学)
Vietnamese

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学世界言語研究センター
准教授　　　　　　　　　　　 清水　政明

 

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  語学

使用
言語   日本語 

題目  ベトナム語I(初級）

 [授業の概要・目的]
フィールドワークに耐え得る基礎レベルのベトナム語運用能力を習得することを目指す。

 [到達目標]
人称詞の多様性を考慮しつつ、基本的な会話が可能となるレベルのベトナム語を習得する。

 [授業計画と内容]
テキストに沿ってハノイ方言を基礎に学習する。フィールドで方言を必要とする場合も、方言習得
の基礎となるので、ベトナムでフィールドワークを行う者は必ず履修しして下さい。 

場面シラバスに基づく全26課からなる会話テキストの前半を発音・語彙・文法の順に学習する。 

必要に応じ方言（特に南部方言）に関する解説を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
普段の授業参加状況による。

 [教科書]
清水政明 『世界の言語シリーズ4　ベトナム語 『大阪大学出版会』（大阪大学出版会）ISBN:978-4-
87259-328-0 

 [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]
復習のみ必要。教科書付属のＣＤ音声（自然なスピード）を携帯端末等に落とし、毎日30分程度聞
く。既習部分のみでよい。

（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。



大学院共通科目２８

授業科目名
　<英訳>

ベトナム語II(初級）(語学)
Vietnamese

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学世界言語研究センター
准教授　　　　　　　　　　　 清水　政明

 

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  語学

使用
言語   日本語 

題目  ベトナム語Ⅱ（初級）

 [授業の概要・目的]
フィールドワークに耐え得る基礎レベルのベトナム語運用能力を習得することを目指す。

 [到達目標]
人称詞の多様性を考慮しつつ、基本的な会話が可能となるレベルのベトナム語を習得する。

 [授業計画と内容]
ベトナム語Iに引き続き、テキストに沿ってハノイ方言を基礎に学習する。 

場面シラバスに基づく26課からなる会話テキストの後半を発音・語彙・文法の順に学習し、会話練
習により知識の定着を図る。 

必要に応じ方言（特に南部方言）に関する解説を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
普段の授業参加状況による。

 [教科書]
清水政明 『世界の言語シリーズ4　ベトナム語』（大阪大学出版会）ISBN:978-4-87259-328-0

 [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]
復習のみ必要。教科書付属のＣＤ音声（自然なスピード）を携帯端末等に落とし、毎日30分程度聞
く。既習部分のみでよい。

（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。



大学院共通科目２９

授業科目名
　<英訳>

アラビア語I(初級)(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

アジア・アフリカ地域研究研究科
研究員　　　　　　　　　　　　 竹田　敏之

 

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3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語Ⅰ(初級) 

 [授業の概要・目的]
イスラーム世界の共通語であり、中東・北アフリカの主要言語である現代アラビア語の基礎文法の
習得を目指します。

 [到達目標]
アラビア語の単語や文をしっかりと形態的・文法的に解析できるレベルを目標とする。

 [授業計画と内容]
アラビア語の基礎文法について次の事項を中心に学びます。
（１）アラビア語の概説
（２）文字と発音
（３）品詞分類
（４）名詞の性・数・格変化（イウラーブ）
（５）人称代名詞・指示代名詞
（６）名詞文
（７）名詞の修飾関係
（８）属格連結（イダーファ）
（９）関係形容詞（ニスバ）
（10）語根の概念と動詞の原型
（11）動詞の類型
（12）動詞の活用（完了形）
（13）派生語
（14）行為者名詞・受身名詞
（15）動詞の活用（未完了形）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および授業中に出される課題）

アラビア語I(初級)(語学)(2)へ続く↓↓↓



アラビア語I(初級)(語学)(2)

 [教科書]
小杉泰・岡本多平・竹田敏之 『京大式 アラビア語実践マニュアル』（京都大学アジア・アフリカ
地域研究研究科 グローバル地域研究専攻・附属イスラーム地域研究センター（KIAS）・若手研究
者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）、2011 ）

 [参考書等]
  （参考書）
小杉泰・岡本多平・竹田敏之 『京大式 実践基礎単語1300』（京都大学アジア・アフリカ地域研究
研究科 グローバル地域研究専攻・附属イスラーム地域研究センター（KIAS）・若手研究者インタ
ーナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）、2012.）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各課の練習問題と読解について十分な予習を行ってくること。

（その他（オフィスアワー等））
教科書については、初回の授業で説明します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目３０

授業科目名
　<英訳>

アラビア語II(初級)(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

アジア・アフリカ地域研究研究科
研究員　　　　　　　　　　　　 竹田　敏之

 

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  木3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語Ⅱ(初級)

 [授業の概要・目的]
イスラーム世界の共通語であり、中東・北アフリカの主要言語である現代アラビア語の文法理解を
さらに深め、読解力の向上を目指します。 

 [到達目標]
アラビア語の単語や文をしっかりと形態的・文法的に解析できるレベルを目標とする。

 [授業計画と内容]
文法については次の事項を中心に学びます。
（１）受動態
（２）動詞文
（３）動詞の用法（接続法・要求法）
（４）命令形
（５）助詞の用法
（６）比較級・最上級
（７）対格の特殊用法
（８）完全動詞と不完全動詞
（９）カーナの用法と動詞の時制
（10）派生型
（11）正動詞と弱動詞
（12）インナとその姉妹語
（13）関係代名詞
（14）条件文
（15）数詞の用法

 [履修要件]
アラビア語Ⅰを履修済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および授業中に出される課題）

アラビア語II(初級)(語学)(2)へ続く↓↓↓



アラビア語II(初級)(語学)(2)

 [教科書]
小杉泰・岡本多平・竹田敏之 『京大式 アラビア語実践マニュアル』（京都大学アジア・アフリカ
地域研究研究科 グローバル地域研究専攻・京都大学イスラーム地域研究センター（KIAS）・若手
研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）、2011.）

 [参考書等]
  （参考書）
小杉泰・岡本多平・竹田敏之 『京大式 実践基礎単語1300』（京都大学アジア・アフリカ地域研究
研究科 グローバル地域研究専攻・附属イスラーム地域研究センター（KIAS）・若手研究者インタ
ーナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）、2012.）
竹田敏之 『アラビア語表現 とことんトレーニング』（(白水社、2013）

 [授業外学習（予習・復習）等]
各課の練習問題と読解について十分な予習を行ってくること。

（その他（オフィスアワー等））
教科書については、初回の授業で説明します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目３１

授業科目名
　<英訳>

アラビア語I(中級)(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

アジア・アフリカ地域研究研究科
研究員　　　　　　　　　　　　 竹田　敏之

 

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4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語III(中級）

 [授業の概要・目的]
多様なアラビア語文献を読みつつ、プラクティカルな読解力を養うことを目的とする。アラビア語
を読むコツのようなものをできるだけ多く紹介したい。 

 [到達目標]
原文の統語的な分析と、正確な訳出ができるレベルを目標とする。

 [授業計画と内容]
授業で読む文献は受講者と相談の上、決定する。なるべく、受講者が研究上、読む必要のあるもの
を採用したい。原則として、3～4回ごとに文献を変えていく。毎回の授業では、受講者がそれぞれ
の担当箇所を音読し、その翻訳案を提示する。

 [履修要件]
アラビア語の基礎文法を一通り学習していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および授業中のパフォーマンス）。

 [教科書]
Yusuf Ibish and Yasushi Kosugi, eds., 『Turath al-Fikr al-Siyasi al-Islami』（Turath, Bayrut, 2005.）

 [参考書等]
  （参考書）
小杉泰・岡本多平・竹田敏之 『京大式 アラビア語実践マニュアル』（京都大学アジア・アフリカ
地域研究研究科 グローバル地域研究専攻・京都大学イスラーム地域研究センター（KIAS）・若手
研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）、2011.）
竹田敏之 『アラビア語表現 とことんトレーニング』（白水社、2013）
その他の参考文献は、授業中に適宜紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
講読する箇所について十分な予習を行ってくること。   

（その他（オフィスアワー等））
教科書については、初回の授業で説明します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目３２

授業科目名
　<英訳>

アラビア語ＩＩ(中級)(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

アジア・アフリカ地域研究研究科
研究員　　　　　　　　　　　　 竹田　敏之

 

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  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語IV(中級) 

 [授業の概要・目的]
アラビア語IIIに引き続き、多様なアラビア語文献を読みつつ、プラクティカルな読解力を養うこと
を目的とする。アラビア語を読むコツのようなものをできるだけ多く紹介したい。

 [到達目標]
原文の統語的な分析と、正確な訳出ができるレベルを目標とする。

 [授業計画と内容]
授業で読む文献は受講者と相談の上、決定する。なるべく、受講者が研究上、読む必要のあるもの
を採用したい。原則として、3～4回ごとに文献を変えていく。毎回の授業では、受講者がそれぞれ
の担当箇所を音読し、その翻訳案を提示する。

 [履修要件]
アラビア語の基礎文法を一通り学習していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および授業中のパフォーマンス）。

 [教科書]
Yusuf Ibish and Yasushi Kosugi, eds., 『Turath al-Fikr al-Siyasi al-Islami』（Turath, Bayrut, 2005.）

 [参考書等]
  （参考書）
小杉泰・岡本多平・竹田敏之 『京大式 アラビア語実践マニュアル』（京都大学アジア・アフリカ
地域研究研究科 グローバル地域研究専攻・京都大学イスラーム地域研究センター（KIAS）・若手
研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）、2011）
竹田敏之 『アラビア語表現 とことんトレーニング』（白水社、2013）
その他の参考文献は、授業中に適宜紹介する。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
講読する箇所について十分な予習を行ってくること。

（その他（オフィスアワー等））
教科書については、初回の授業で説明します。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目３３

授業科目名
　<英訳>

ビルマ（ミャンマー）語I（初級）(語学)
Burmese

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 本行　沙織

 

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3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ビルマ語入門

 [授業の概要・目的]
・ビルマ語の発音と文字、文の成り立ちを理解する。
・基礎的な語彙を覚え、文型を身に付け、簡単な会話を繰り返し練習する。
・特に正確な発音の習得に重点を置き、母語話者に“通じる”ビルマ語を目指す。

 [到達目標]
ビルマ語を正確に発音するとともに、基本的な読み書き、簡単な日常会話ができるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　オリエンテーション
　　　　ミャンマーについて、ビルマ語の特徴、発音 
第２回　文字１（基本字母、複合文字、母音記号、末子音を伴う音節の表し方、有音化と綴り字） 
第３回　文字２（軽音音節の綴り、重ね文字、特殊な文字、不規則な読み方や不規則な綴り字、句
読点、ビルマ数字、記号を書く順序） 
第４回　第１課　それはココヤシの実です 
第５回　第２課　元気です 
第６回　練習問題１、第３課　私は豚肉のおかずが好きではありません 
第７回　第３課　私は豚肉のおかずが好きではありません、第４課　ご飯食べましたか？ 
第８回　第４課　ご飯食べましたか？、練習問題２ 
第９回　第５課　マンダレーに行きます 
第10回　第６課　何の仕事をしているんですか？ 
第11回　練習問題３、第７課　十冊くらいあります 
第12回　第７課　十冊くらいあります、第８課　シュエダゴン・パゴダに行きたいです 
第13回　第８課　シュエダゴン・パゴダに行きたいです、練習問題４ 
第14回　第９課　電気製品を売っている店はありますか？ 
第15回　期末試験

 [履修要件]
・すべての授業に出席すること。
・授業時間外でも教科書に付属しているCDを積極的に聞き、ビルマ語の音に親しむこと。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業で行う小テスト(50点)、期末試験（50点）

ビルマ（ミャンマー）語I（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ビルマ（ミャンマー）語I（初級）(語学)(2)

 [教科書]
加藤昌彦 『ニューエクスプレス　ビルマ語』（白水社）ISBN:ISBN978-4-560-08699-5

 [参考書等]
  （参考書）
岡野賢二 『現代ビルマ（ミャンマー）語文法』（国際語学社）ISBN:978-4-87731-384-5

 [授業外学習（予習・復習）等]
定着を促すため、毎授業時に小テストを行います。
この小テストでは、授業で習った語彙や文法事項の確認に加えて、正しい発音が身に付いているか
もチェックします。
家での復習を必ず行うようにしてください。

（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。



大学院共通科目３４

授業科目名
　<英訳>

ビルマ（ミャンマー）語II（初級）(語学)
Burmese

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 本行　沙織

 

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  木3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ビルマ語初級

 [授業の概要・目的]
・既にビルマ語の発音と文字を習得し、文の成り立ちを理解している受講者を対象とした授業であ
る。
・さらに語彙を増やし、新たな文型を学び、基本的な日常会話ができるよう会話を繰り返し練習す
る。
・特に発音に重点を置き、母語話者に“通じる”ビルマ語習得を目指す。 

 [到達目標]
・基本的な読み書きができるようになる。
・ビルマ語母語話者に通じる発音を身に付け、日常会話がスムーズにできるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　復習テスト、第10課　ブーディーは揚げて食べるとおいしい
第２回　練習問題５、第11課　お腹が痛いので行かない
第３回　第11課　お腹が痛いので行かない、第12課　これはこれより良い
第４回　第12課　これはこれより良い、練習問題６
第５回　第13課　日本語が話せます
第６回　第14課　竪琴が好きです
第７回　練習問題７、第15課　犬にかまれた
第８回　第15課　犬にかまれた、第16課　ビルマ語を勉強しに来たのです
第９回　第16課　ビルマ語を勉強しに来たのです、練習問題８
第10回　第17課　このロンジ―はいくらですか？
第11回　第18課　傘を持たずに出てきてしまった
第12回　練習問題９、第19課　車がこわれてしまったようだ
第13回　第19課　車がこわれてしまったようだ、第20課　まだ帰りたくない
第14回　第20課　まだ帰りたくない、練習問題１０
第15回　期末試験

 [履修要件]
・毎回の授業に出席すること
・授業時間外でも教科書付属のCDを積極的に聞き、ビルマ語の音に親しむこと

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の授業で行う小テスト(50点)、期末試験（50点）

ビルマ（ミャンマー）語II（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ビルマ（ミャンマー）語II（初級）(語学)(2)

 [教科書]
加藤昌彦 『ニューエクスプレス　ビルマ語』（白水社）ISBN:ISBN978-4-560-08699-5

 [参考書等]
  （参考書）
岡野賢二  『現代ビルマ（ミャンマー）語文法』（国際語学社）ISBN:978-4-87731-384-5

 [授業外学習（予習・復習）等]
定着を促すため、毎授業時に小テストを行います。
この小テストでは、授業で習った語彙や文法事項の確認に加えて、正しい発音が身に付いているか
もチェックします。
家での復習を必ず行うようにしてください。

（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。



大学院共通科目３５

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(タイ研修)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

未更新

配当
学年  1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  タイ研修  

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

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

 [授業計画と内容]
9月実施予定。 
研修の詳細については京都大学国際交流センターのHPで確認してください。 
単位の登録はこちらですが、研修の申し込みはセンターとなります。
こちらからは連絡しませんのでご注意ください。 
http://www.ryugaku.kyoto-u.ac.jp/

 [履修要件]
タイ語初学者も歓迎するが、「日本語・日本文化演習」や、「タイ語Ⅰ（初級）」等の関連科目の
受講が望ましい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
事前学習への参加状況、現地での評価および帰国後の報告会等による。詳細は国際交流センターの
オリエンテーション時に説明がある。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
タイに関する文献を読むこと。

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



大学院共通科目３６

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(ベトナム研修)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

未更新

配当
学年  1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  ベトナム語とベトナム文化をまなぶ。

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

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

 [授業計画と内容]
9月実施予定。
詳細については京都大学国際交流センターのHPで確認してください。
単位の登録はこちらですが、研修の申し込みはセンターとなります。
http://www.ryugaku.kyoto-u.ac.jp/

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
現地での評価および帰国後の報告会等による。詳細は国際交流センターのオリエンテーション時に
説明がある。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ベトナムに関する文献を読むこと。

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



大学院共通科目３７

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(フィリピン研修)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

未更新

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  小中学校生徒に対する学習支援とフィリピン研修

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

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

 [授業計画と内容]
人の国際移動、多文化社会、社会統合政策、フィリピン社会などについて講義を実施し、学習支援
について情報を共有します。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業40%、レポート60%により評価する。フィリピン研修は履修が前提であり、選考の上、参加を
決定する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



大学院共通科目３８

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(戦争と植民地の歴史認識)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 高嶋　航
教授 文学研究科 小山　哲

 

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  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦争と植民地をめぐる歴史認識問題

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

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

 [授業計画と内容]
文学研究科，人文科学研究所，人間・環境学研究科，教育学研究科の教員を中心に，現在日本，中
国，韓国，北朝鮮などの東北アジア諸国の間で国際的な問題となっている，過去の戦争と植民地支
配にかかわる「歴史認識問題」について講義します。また，これらの問題について学外の専門家を
ゲストに招いて話を聞きます。また，東北アジア以外の地域における「歴史認識問題」についても
取扱います。
講義担当者は以下のとおりです。日程については後日掲示します。
小山　哲(文学研究科)：ポーランド・ドイツ・ウクライナ――国境を越えて歴史認識を議論するに
は
高嶋　航(文学研究科)：歴史認識をめぐる中朝韓の論争から考える
永原陽子(文学研究科)：『ダーバン会議』と植民地をめぐる歴史認識
平田昌司(文学研究科)：近現代中国における日本観
吉井秀夫(文学研究科)：朝鮮総督府古蹟調査事業の評価をめぐって
中村唯史(文学研究科)：ロシア文学におけるコーカサスのイメージ
松田素二(文学研究科)：朝鮮人被爆者と戦後補償問題
谷川　穣(文学研究科)：靖国神社について
駒込　武(教育学研究科)：台湾近現代史における日本の植民地支配問題
江田憲治(人間・環境学研究科)：＜民族協和の理想国＞か？＜帝国日本の植民地＞か？――「満洲
国」をめぐる歴史認識
岡　真理（人間・環境学研究科）：歴史的鏡像としてのパレスチナ／イスラエル
石川禎浩(人文科学研究所)：日中国交回復時（1972年）の歴史認識 　
池内　敏(名古屋大学)：竹島・独島問題をめぐって

 [履修要件]
特になし

アジア研究(戦争と植民地の歴史認識)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(戦争と植民地の歴史認識)(2)

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目３９

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(東南アジア研究概論)
Asian Studies (Special Lectures)

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  東南アジア研究概論

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席と期末レポートに基づいて評価します。10名の講師は授業時にレポートの課題を示しますので、
期末に所定の字数や本数のレポートを提出してもらいます。

 [教科書]
使用しない

アジア研究(東南アジア研究概論)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(東南アジア研究概論)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
  受講前に、東南アジアの地図を眺めてどこにどの国があるのかを確認しておいてください。宗教
や民族の分布、気候図や植生図も確認しておくと理解が容易になります。また、東南アジアを土台
にして執筆されたベネディクト・アンダースン『想像の共同体』を可能ならば読んでおいてくださ
い。  

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



大学院共通科目４０

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(経営組織の社会学)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 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 

アジア研究(経営組織の社会学)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(経営組織の社会学)(2)

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 
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。



大学院共通科目４１

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(東アジアワークショップ)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
教授 文学研究科 落合　恵美子

未更新

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　東アジアワークショップ

 [授業の概要・目的]
京都大学、国立台湾大学、ソウル大学の社会学科・社会学専修が共同で実施する授業である。今年
度は京都大学側が主催となりワークショップとフィールドとトリップを実施する。東アジア社会に
ついての相互理解を深めると共に、参加者を対象にしたフィールドトリップを企画し、日本や京都
の社会・文化などを伝える。さらにワークショップでは、各自の関心にしたがって英語での研究発
表を行う。

 [到達目標]
台湾や韓国に関する文献を読むことで理解を深める。フィールドトリップと企画・調整し、英語で
日本や京都の社会や文化を伝える。英語のプレゼンテーションを実施し、質問の受け答えができる
ようになる。

 [授業計画と内容]
ワークショップは、参加３大学教員による講義（英語）とフィールドワーク、および大学学生によ
る研究発表（英語）からなる。今年度は京都大学がホスト校である。

 [履修要件]
英語での受講と研究発表に充分な学力をそなえていることが求められる。社会学専修以外の学生も
履修できる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業へのコミットメント、フィールドトリップの企画と実施、英語でのプレゼンテーションにより
評価する。詳細は授業でお伝えします。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
東アジアに関する主に社会学の文献を読むこと。 

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



大学院共通科目４２

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(国際移動)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

未更新

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アジアにおける人の国際移動

 [授業の概要・目的]
この講義では統合が進むアジアにおける経済、社会、政治、人口について概観し、特に人の移動に
着目した上で、アジアの再編について検討する。取り上げるのはシンガポール、香港、台湾、 韓国
などの新興工業経済地域、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどアセアン諸国、そ して、
中国と日本である。アジアに対する理解を深めると同時に、日本の位置づけについても考える。

 [到達目標]
人の国際移動に関する現状と理論について理解する。

 [授業計画と内容]
１．アジアの経済成長とその要因Economic development in Asia ２．人口構成の変化 Demographic 
change ３．多様な政治体制 Diversity of political system ４．開発と移住労働 development and 
migration ５．女性の労働力化と移住労働 feminization of labor and migration ６．高齢化と移住労働 
ageing and migration ７．人口政策と結婚移民 population policy and marriage migration ８．多文化共生
・社会統合政策 social integration policy ９．人権の論理 logic of human rights １０．送り出し国の論理
 logic of sending countries １１．開発と国際労働市場 international labor market formation １２．国際協
調体制の構築 international collaboration and mutual benefit

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間、期末のレポート(60%),および出席など(40%)。積極的な参加を望みます。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連論文の事前学習。

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



大学院共通科目４３

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(インドネシア研修)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

未更新

配当
学年  1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  インドネシア語とインドネシア文化をまなぶ  

 [授業の概要・目的]
インドネシア大学との協力により実施。ジャカルタに3週間滞在し、インドネシア語の学習とフィ
ールドワークを行う。また、現地の学生の日本語教育、日本研究の支援を行う。 

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

 [授業計画と内容]
研修の詳細については京都大学国際交流センターのHPで確認してください。 
単位の登録はこちらですが、研修の申し込みはセンターとなります。 
http://www.ryugaku.kyoto-u.ac.jp/ 
治安情勢により中止することもありますので、ご注意ください。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
現地での評価および帰国後の報告会等による。詳細は国際交流センターのオリエンテーションで説
明がある。

 [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]
全学共通科目「日本語・日本文化実習」など関連科目を受講することが望ましい。 
インドネシアに関する文献を読むこと。

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



大学院共通科目４４

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(分析アジア哲学入門I)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Analytic Asian Philosophy (前期）

 [授業の概要・目的]
This course will cover core topics in analytic metaphysics, epistemology, and philosophy of language with an 
eye toward helping students acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to 
maximize the quality of their study of analytic Asian philosophy. In 1973 Saul A. Kripke delivered the John 
Locke Lectures at the University of Oxford. They were published as the book, Reference and Existence, from 
Oxford University Press in 2013. We shall examine this work in depth. We shall also read some related works 
by other philosophers. The main topic of Reference and Existence is the metaphysics of fictional objects. 
Some knowledge of Kripke's earlier work, Naming and Necessity, will be desirable but not required.  

 [到達目標]
分析アジア哲学の基礎である現代の分析形而上学、認識論、言語哲学、論理哲学についての正確か
つ深い理解を得る。高度の知的ディスカッションが英語でできるようになるための言語・論理能力
を培う。  

 [授業計画と内容]
We shall examine Kripke's views on proper names as they occur in fictional discourse, by reading his John 
Locke Lectures. We shall also discuss the views of other influential philosophers on the nature of fictional 
objects.

 [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50%、レポート50%

 [教科書]
Saul A. Kripke 『Reference and Existence: The John Locke Lectures』（Oxford University Press）
Peter van Inwagen 『"Creatures of Fiction," American Philosophical Quarterly, 14 (1977): 299-308』
Takashi Yagisawa 『“Against Creationism in Fiction”, Philosophical Perspectives, 15: Metaphysics, J.E. 
Tomberlin (ed.), (Cambridge, MA and Oxford: Blackwell, 2001): 153-72』

 [参考書等]
  （参考書）
Stuart Brock 『Review of Reference and Existence, in Notre Dame Philosophical Reviews (online book-
review journal), 2014.09.35: https://ndpr.nd.edu/news/52794-reference-and-existence-the-john-locke-lectures/』

アジア研究(分析アジア哲学入門I)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(分析アジア哲学入門I)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に、その日に扱う文献を必ず読んでくること。Naming and Necessity を読んでない学生は読ん
でおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
授業後に適宜、質問に来ること。電子メールでの質問も受け付ける。オフィスアワーは、適宜アポ
イントメントによる。この授業に関する質問やディスカッションは、教室内外に問わず、すべて英
語でおこなう。間違いを恐れず、積極的に発言する態度を常に持って授業にのぞむこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目４５

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(分析アジア哲学入門II)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

カルフォルニア州立大
学ノースリッジ校　　 八木沢　敬

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  後期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Analytic Asian Philosophy (後期）   

 [授業の概要・目的]
This course will cover core topics in analytic metaphysics, epistemology, and philosophy of language with an 
eye toward helping students acquire solid background in the fundamentals of analytic philosophy to 
maximize the quality of their study of analytic Asian philosophy. In 1973 Saul A. Kripke delivered the John 
Locke Lectures at the University of Oxford. They were published as the book, Reference and Existence, from 
Oxford University Press in 2013. We shall examine this work in depth. We shall also read some related works 
by other philosophers. The main topic of Reference and Existence is the metaphysics of fictional objects. 
Some knowledge of Kripke's earlier work, Naming and Necessity, will be desirable but not required.   

 [到達目標]
 分析アジア哲学の基礎である現代の分析形而上学、認識論、言語哲学、論理哲学についての正確か
つ深い理解を得る。高度の知的ディスカッションが英語でできるようになるための言語・論理能力
を培う。  
授業計画と内容 

 [授業計画と内容]
We shall examine Kripke's views on proper names as they occur in fictional discourse, by reading his John 
Locke Lectures. We shall also discuss the views of other influential philosophers on the nature of fictional 
objects.

 [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50%、レポート50%

 [教科書]
Saul A. Kripke 『Reference and Existence: The John Locke Lectures』（Oxford University Press）
Peter van Inwagen 『"Creatures of Fiction," American Philosophical Quarterly, 14 (1977): 299-308』
Takashi Yagisawa 『“Against Creationism in Fiction”, Philosophical Perspectives, 15: Metaphysics, J.E. 
Tomberlin (ed.), (Cambridge, MA and Oxford: Blackwell, 2001): 153-72』

 [参考書等]
  （参考書）
Stuart Brock 『Review of Reference and Existence, in Notre Dame Philosophical Reviews (online book-
review journal), 2014.09.35: https://ndpr.nd.edu/news/52794-reference-and-existence-the-john-locke-lectures/』
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 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に、その日に扱う文献を必ず読んでくること。Naming and Necessity を読んでない学生は読ん
でおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
授業後に適宜、質問に来ること。電子メールでの質問も受け付ける。オフィスアワーは、適宜アポ
イントメントによる。この授業に関する質問やディスカッションは、教室内外に問わず、すべて英
語でおこなう。間違いを恐れず、積極的に発言する態度を常に持って授業にのぞむこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目４６

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(分析アジア哲学入門III)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Mark Siderits
非常勤講師 犬飼　由美子

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

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。



大学院共通科目４７

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(アジアの文化的多様性と流動性)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

インドネシア大学
社会学部 教授　 Melanita Pranaja BUDIANTA

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  木3,4

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]
The lectures will be delivered in English. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Class participation 30%/ Research paper 70%

 [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。



大学院共通科目４８

授業科目名
　<英訳>

アジア研究（現代アジアメディア学）
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Mitsuyo Wada-Maruciano

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  金4,5

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目   Contemporary Asian Cinema  

 [授業の概要・目的]
This course offers an introduction to the analysis of contemporary Asian cinema. We will examine the 
concepts of “Asia” and “cinema,” then expand our discussion to “national cinemas” (including 
Japanese cinema, Chinese cinema, and South Korean cinema), “transnational cinema” (e.g. Chinese 
language cinema), “global art cinema” (as defined and circulated through international film festivals), and 
“world cinema,” while also drawing links to examples from “world literature” and “world music.” 
Our goal is to unfold the ways in which these categorizations/terminologies have been constructed, both in 
the discipline of Film Studies, and through multimedia platforms, including international film festivals. To 
this end, we will view recent films from Asia and read the new work from emerging scholars. We will ask 
questions such as: What is “Asian cinema”? Is it distinct from other cinemas? How has cinema constructed 
“Asia”? How does Asian cinema relate to the public? How does Asian cinema structure audiences’ 
desires? Together, we will explore different ways that these questions have been answered, contested, and 
deferred.
This class will give students the tools to map the current state of East Asian cinema and to develop their 
original, compelling ideas on those films. All students will strengthen their ability to communicate clearly 
and make persuasive arguments orally and in writing. We will view various films from the PRC, South Korea,
 and Japan every week, and students may also be assigned to see films outside a classroom as well.   

 [到達目標]
By the end of this term, students are expected to be able to:
・ draw on concepts from Film Studies to analyze a film’s narrative and form, not just its content
・ expand knowledge of issues in Asian cinema, and apply critical frameworks, film theories, and 
historiographical approaches
・ make original arguments and support them with evidence and a logical chain of reasoning
・ communicate their ideas clearly in writing, discussions, and oral presentations   

 [授業計画と内容]
June 3
1 week ; Introduction
Screening:
The World (2004, Jia Zhangke, 143 min.)
Reading:
Inuhiko Yomota /四方田犬彦「雑音とアイロニー」『日中映画論』四 方田犬彦/倪震(作品社、2008年
)pp.218-232.
Joe Nieh //倪震「田舎町への永遠の思い」『日中映画論』四方田犬彦 /倪震(作品社、2008年)pp.233-
250.

June 10
2 week ; Korean Film Renaissance
Screening:
JSA (2000, Park Chan-wook, 110 min.)
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Reading:
Jinhee Choi, The South Korean Film Renaissance: Local Hitmakers/Global Provocateurs (Middletown, 
Connecticut: Wesleyan University Press, 2010) pp. 1-59 & 144-192.

June 17
3 week ; National Cinema, Transnational Cinema, Urban Cinema
Screening:
Ai Weiwei: Never Sorry (2012, Alison Klayman, 91 min.)
Reading:
Chris Berry, “Chinese Film Scholarship in English” in A Companion to Chinese Cinema, ed. Yingjin 
Zhang (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012) pp.484-498.
Sheldon H. Lu and Emilie Yueh-yu Yeh, “Introduction: Mapping the Field of Chinese-Language Cinema,” 
in Chinese-Language Film: Historiography, Poetics, Politics, eds. Sheldon H. Lu and Emilie Yueh-yu Yeh 
(Honolulu: University of Hawai’i Press, 2005) pp.1-24.
Yomi Braester, “From Urban Films to Urban Cinema: The Emergence of a Critical Concept,” in in A 
Companion to Chinese Cinema, ed. Yingjin Zhang (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012) pp.348-358.
Zhang Zhen, “Toward a Digital Political Mimesis: Aesthetic of Affect and Activist Video,” in DV-Made 
China: Digital Subjects and Social Transformations After Independent Film, eds. Zhang Zhen and Angela 
Zito (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2015) pp.316-345.

June 24
4 week ; Roles of International Film Festivals
Screening:
A Girl at My Door (2014, July Jung, 119 min.)
Reading:
Soojeong Ahn, The Pusan International Film Festival, South Korean Cinema and Globalization (Hong Kong: 
Hong Kong University Press, 2012) pp.1-29 and 121-152.

July 1
5 week ; Questioning World Cinema
Screening:
Still Life (2006, Jia Zhangke, 111 min.)
Reading:
Pheng Cheah, “World as Picture and Ruination: On Jia Zhanke’s Still Life as World Cinema,” in The 
Oxford Handbook of Chinese Cinemas, eds. Carlos Bojas and Eileen Cheng-Yin Chow (Oxford: Oxford 
University Press, 2013) pp.190-206.
Giorgio Avezzù, “The Rhetoric and Aesthetics of World Cinema: Film Studies as a Place for the ‘
Persistence of Geography’ in Contemporary Cinema.” Cinema & Cie 13 no. 20 (2013): 97-108.
Lúcia Nagib, “Towards a Positive Definition of World Cinema.” In Remapping World Cinema: Identity, 
Culture and Politics in Film, Stephanie Dennison and Song Hwee Lim, eds. Wallflower Press, 2006.

July 8
6 week ; Documenting China: Gender & Sexuality, and the Issues of Nuclear Power
Screening:
The Ditch (2009, 109 min.)
Reading:
http://www.outsideintokyo.jp/j/interview/wangbing/index.html
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Abé Mark Nornes, “Making the Body: The Axiographics of the Visible Hidden Camera,” in DV-Made 
China: Digital Subjects and Social Transformations After Independent Film, eds. Zhang Zhen and Angela 
Zito (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2015) pp.29-56.
*Reading Report Due

July 15
7 week ; Documenting Post 3.11 Japan: The Issues of Nuclear Power
Screening:
『原発と日本』(2014, 河合弘之, 85 min.)
Reading: TBA

July 22
8 week ; In Class Test (60 minutes)

 [履修要件]
You should attend the first week, June 3rd, for the course orientation. Although the screenings will take in 
class every week, I might ask students to view some films outside the class as well. All students are supposed 
to come to class after reading each week’s reading materials.   

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
(1) Attendance 20%
(2) Participation 10%
(3) 1 Reading Report 25%
You are asked to write a brief essay (5 to 7 pages double spaced) on one article from the readings. Choose 
one readings from weeks 1-5, and write your reading report.
Your essay must include the following sections:
1. Summary: summarize briefly the argument of the article you chose (approximately 1 to 1.5 page double 
spaced); the summary must be in your own words. You can quote the article, of course, but do not just repeat 
a bunch of passages from the reading. Quotes must be integrated within your own paraphrase of the article. 
Remember, when you quote from an article, you must properly cite your source.
2. Critique: offer a critique of the reading (approximately 2 to 3 pages double spaced); discuss which aspects 
of the reading seem valid and which ones are less convincing and explain why. You can use external sources 
to support your argument. If you do, make sure to cite your sources properly.
Application: apply the theory to a film viewed in class to appraise its usefulness as an interpretative tool 
(approximately 2 to 3 pages double spaced); you may discuss the article in relation to any film viewed in 
class, although generally the reading will be most relevant to the film viewed on the week when the text was 
assigned.
(4) Final Test 45% (in-class test for 60 minutes on July 22nd)

 [教科書]
授業中に指示する
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 [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]
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage. Students may 
speak with me after each class, or make an appointment with me over email.   

（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。



大学院共通科目４９

授業科目名
　<英訳>

アジア研究（多言語主義）
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Johan van der Auwera

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 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   英語 

題目  English as a Germanic Language

 [授業の概要・目的]
The course focusses on the properties that set English apart from its Germanic sister languages, primarily, but 
not exclusively, the West Germanic languages German and Dutch.  More generally, it will illustrate the field 
of contrastive linguistics, its methodology, and its relation to the linguistics of just one language and to 
typology, and it will thus be relevant for the study of other groups of languages too. The focus is synchronic 
but for some aspects of the variation within Germanic a diachronic perspective is essential. The course will 
proceed as a critical reading of sections of a classic in the field of contrastive linguistics, viz. Hawkins, John 
A. (1986) A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. London: Croom Helm. 
This book uses the generative terminology and framework in the mid-eighties, but it is sufficiently descriptive 
and it allows a modern non-generative reader to abstract from the outdated and/or generative details. 
Following the outline of this book, the course deals with nominal morphology, basic word order, syntactic 
and semantic functions, raising and other dislocation structures and the positioning of the verb.

 [到達目標]
The goals of the course are the following:
1. To introduce the student to the field of contrastive linguistics, with special attention to its relation to 
typology and the linguistics of just one language.
2. To illustrate the close relation between synchronic and diachronic linguistics.
3. To gain an insight in what sets English apart from its closest relatives.
3. To offer training in the critical reading of classic texts.

 [授業計画と内容]
The course consists of 8x90-minute sessions, 2 sessions per day over 4 days. The sessions will consist of 
lectures.

Day 1, Session1: Contrastive linguistics
Day 1, Session 2: Nominal morphology
Day 2, Session 3: Word order freedom
Day 2, Session 4: Grammatical relations
Day 3, Session 5: Raising Extraction and Pied-Piping
Day 3, Session 6: Extraposition
Day 4: Session 7: Verb-second and Verb-first structures
Day 4: Session 8: Written exam
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 [履修要件]
The course requires a fairly good command of spoken and written English. It is crucial to stress that the 
command of Germanic languages other than English is not required. All materials from languages other than 
English will be accompanied by glossing and/or a translation.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Students will take responsibility for presenting some of the ideas in Hawkins (1986) in class. This will count 
for 30 % of the grade. The written exam in the last session will count for 70 %.

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Hawkins, John A.  『A Comparative Typology of English and German: Unifying the Contrasts. (1986) 』（
Croom Helm）
König, Ekkehard & Volker Gast 『Understanding English-German Contrasts. (2012)』（Schmidt）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The course will require advance reading of some of the chapters in Hawkins (1986) as well a preparation of 
in-class presentations.

（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。



大学院共通科目５０

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(帝国内部における移住とその後)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

ハイデルベルク大学クラスター
准教授　　　　　　　　　　　 Steven Edward IVINGS

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  木3,4

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 30%/ Research paper 70%

 [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。



大学院共通科目５１

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(アジアにおけるセクシュアリティ)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 香港大学　社会学部 准教授 Travis S.K. KONG

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期不定 曜時限  木3,4

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: 2・9 June(13:00-18:00) & 8 June(14:45-16:15) Special seminar

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 
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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 30%/ Research paper 70%

 [教科書]
使用しない

アジア研究(アジアにおけるセクシュアリティ)(3)へ続く↓↓↓



アジア研究(アジアにおけるセクシュアリティ)(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。



大学院共通科目５２

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(家族・労働・介護)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 HIRVONEN，Helena Marjatta

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

2016・
  後期不定 曜時限  木3,4

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]
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 30%/ Research paper 70%

アジア研究(家族・労働・介護)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(家族・労働・介護)(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。



大学院共通科目５３

授業科目名
　<英訳>

Contemporary Philosophy in Japan I
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 海田　大輔

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Shozo OMORI (1921-97) and His Students 

 [授業の概要・目的]
You probably know of J-POP, Japanese popular music. Musicians in this genre are more or less influenced by 
western music, they sing in Japanese, and their works are popular among ordinary people. I say that there is a 
parallel genre (school) in contemporary philosophy in Japan. It started with Shozo OMORI (1921-97) and has 
been developed by some of his students. Philosophers in this school are more or less influenced by (analytic) 
western philosophy, they think and write in Japanese, and their works are accessible to and widely read by 
people outside academic circles. I call this genre "J-PHIL". In the lectures, I will introduce you to some of the 
notable achievements in J-PHIL, focusing on the works by Shozo OMORI, Hitoshi NAGAI (1951-), Shigeki 
NOYA (1954-), and others.

 [到達目標]
By the end of the term students will gain some basic understanding of contemporary philosophy in Japan.

 [授業計画と内容]
Lecture 1: Introduction: What is "J-PHIL"?

Lectures 2-6: The Philosophy of Shozo OMORI
Four Problems: Perception, Theoretical Entities, Other Minds, and Past
Manifest Monism
Double Look

Lectures 7-8: The Philosophy of Shigeki NOYA
Can we imagine other people's pain?: Perspectivism
The Non-existence of the Future

Lectures 9-13: The Philosophy of Hitoshi NAGAI
The Uniqueness of "I"
Why Isn't Consciousness Real?

Lecture 14: What is the uniqueness of J-PHIL, and where is it going?

Feedback

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a paper. Students' grades will be weighed according to 
the following scheme:
Attendance 20%
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Contemporary Philosophy in Japan I(2)

Active participation in discussion 20%
Term paper 60%

 [教科書]
使用しない
The reading materials will be uploaded on KULASIS.

 [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]
Students will be asked to read the materials for the class in advance and come prepared to discuss them. 
Every student will be expected to raise at least one point that he or she thinks is worth discussing in a class.

（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。



大学院共通科目５４

授業科目名
　<英訳>

The History and Culture of Kyoto
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 VAN STEENPAAL，Niels

未更新

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  The History and Culture of Kyoto 

 [授業の概要・目的]
This course will introduce the student to the history and culture of Kyoto,  the city that functioned as Japan's 
capital for more than one thousand years.Through class discussion based on (research) literature, primary 
sources, presentations, field trips, and movie showings, we will come to examine the city in its various 
aspects; a physical site of distinct geography and climate, a treasure trove of world-renowned architecture and
artifacts, an arena for political intrigue and military prowess, the home of millions of people who lived quite 
ordinary lives, and a cultural 
representation that continues to inform Japanese identity to this day.

 [到達目標]
Upon the successful completion of this course, students will: 
(1) be familiar with the geography, architecture, and history of Kyoto. 
(2) have a general understanding of Japanese history as well thesignificance of Kyoto in it. 
(3) be able to efficiently and effectively distil the essence of (academic) writing, and structure and present one
’s own ideas in a lucid manner. 
(4) be able to pose meaningful historical questions, and conduct independent research (field work)

 [授業計画と内容]
The detailed plan for each class will be determined depending on the number of participants.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Grading will be based on attendance, participation,class reports, term paper and final exam as follows: 
20%    Attendance and Participation 
20%    Class Reports 
40%    Research Paper 
20%    Final Exam
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The History and Culture of Kyoto(2)

 [教科書]
There will be no assigned textbook. We will make use of copies and scanned readings provided by the 
instructor.

 [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]
(1)read the assigned texts (~40 pages) for each class 
(2)prepare questions based on the readings 
(3)prepare a short literature review/in-class report (1-2 times during the semester) 
(4)prepare a presentation on the topic of your term research paper 
(5)write a research paper

（その他（オフィスアワー等））
This course will require the students to pay for their own travel expenses during field trips. The total costs of 
these field trips, however, will not　exceed 3000 yen.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目５５

授業科目名
　<英訳>

What is"modern","Japanese","literature"?
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 人文科学研究所 Irina Holca

 

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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Exploring Japan's modernity through literary discourse

 [授業の概要・目的]
This course will explore developments and trends in modern Japanese literature, society, and culture. 
We will read and analyze literary (and non-literary) discourse dealing with the encounters between Japan and 
the world from the beginning of the Meiji period to the present, as well as works illustrating the way 
modernization redefined human relations (family, friendship, love, etc) during the same period of time. 

 [到達目標]
At the end of this course, students will have sufficient information about the historical, social, and cultural 
background of the literary works read in class, and will be able to put them into perspective, questioning the 
dichotomies “Japan-West”, “modern-traditional”, and looking at “literature” as their locus of 
dialogue. They will have also learned about various literary theories and analytical methodologies, which will 
allow them to engage with the texts in a critical way, in order to produce meaningful discussions, 
presentations, and essays.

 [授業計画と内容]
The course will start with an introduction to the concept of literature and the changes it underwent throughout 
history, in the world and in modern Japan; it will also touch upon the main theoretical schools and 
movements, in order to provide a firm framework for further discussion and analysis. The primary readings, 
focusing on two topics, “East-West encounters” and “Redefining relations”, will include, without being 
limited to, works such as: Higuchi Ichiyo: Growing Up; Mori Ogai: The Dancing Girl; Nagai Kafu: American 
Stories; Tayama Katai: The Quilt; Akutagawa Ryunosuke: The Ball; Natsume Soseki: Kokoro; Tanizaki Jun
’ichiro: Naomi; Dazai Osamu: The Setting Sun; Yoshimoto Banana: Kitchen; Murakami Haruki: Hear  the  
Wind  Sing; Mizumura Minae: Shishosetsu, from Left to Right; Hideo Levy: A Room Where the Star-
Spangled Banner Cannot Be Heard.
Classes will ideally be interactive, with student discussions and presentations taking up 1/4 to 1/3 of the time, 
but a more detailed plan for each class will be determined based on the number of, and the feedback from the 
participants.

 [履修要件]
Intermediate/ advanced knowledge of Japanese is an advantage.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance& participation: 35% 
Presentation: 30% 
Essay: 35%

 [教科書]
使用しない
Course materials will be provided as PDF files.
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What is"modern","Japanese","literature"?(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
(None (most course materials― PDF files of assigned r eadings, course slides and  handouts, etc.) will be 
made available online. )

 [授業外学習（予習・復習）等]
The assigned novels, short stories, and critical readings must be read before they are scheduled for class 
discussion. Students will be expected to work out of class to prepare for their presentations and essays; 
assistance with the selection of a topic and reading materials will be provided in class.

（その他（オフィスアワー等））
Office hours: by appointment.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目５６

授業科目名
　<英訳>

Cross-boarder Migration
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  1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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Cross-Border Migration 

 [授業の概要・目的]
The purpose of the course is to overview the economy, society, politics, demography and particularly cross-
border migration of Asia under the process of economic development, demographic change and regional 
integration. We will also pay attention to feminization of migration, familialization of welfare regime in Asia 
and migration, rights and citizenship, social integration policy and demography. 

 [到達目標]
The goal is to understand the  current cross border migration in  Asia and theory from the wider context of 
dynamic socio-economic change.

 [授業計画と内容]
The content of the course includes the following.   
1. Economic development in Asia 
2. Demographic change 
3. Diversity of political system 
4. Development and migration 
5. Feminization of labor and migration   
6. Ageing and migration 
7. Population policy and marriage migration 
8. Social integration policy 
9. Logic of human rights and migration 
10. Policy of sending countries 
11. International labor market formation 
12. International collaboration and mutual benefit

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Midterm and final term reports (60%), attendance and feedback (40%)

 [教科書]
Papers and related documents will be distributed inclass.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Participants may be required to read papers related to the class.

（その他（オフィスアワー等））
Please email the instructor at <wasato@socio.kyoto-u.ac.jp> for an appointment.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目５７

授業科目名
　<英訳>

Japanese Contemporary Popular Culture
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 学際融合教育研究推進センター Bjorn-Ole Kamm

 

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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目   Japanese Contemporary Popular Culture: Media Practices in a Global Context

 [授業の概要・目的]
 Japanese popular media practices play not only in Japan a major role in the everyday lives of many people. 
The course investigates various elements of this popular and consumer culture, such as manga, games or 
cosplay, in their historical development and from a global perspective. The main focus lies on theoretical 
concepts and analytical techniques useful to examine the role of popular culture in late capitalist societies. 
One area of interest revolves around media content, for example, cultural representations of nationality or 
gender. A second point of departure is formed by questions of production, reception and appropriation by 
users in and outside Japan.

 [到達目標]
 Many students outside and especially within Japan are already familiar with what is called Japanese popular 
or consumer culture, lessening the importance of keeping them at the receiving-end of knowledge. Instead, 
the aim of this course is to assist students in taking the leap from “insider” or “practitioner” to a position 
of knowledge-production within academic discourse. Thus, the course seeks to establish an understanding of 
various angles of research on popular media practices (e.g., media entertainment theories, cyber-ethnography, 
qualitative text analysis).

 [授業計画と内容]
A detailed plan for each class will be determined depending on the number of and the feedback from the 
participants, but will be guided by the following overall procedure:

(1) The students gain access to necessary tools via lectures and detailed discussions of methodological and 
theoretical examples taken from existing research [first five-week period].
(2) The class decides on a shared question for project investigations, a specific object and appropriate 
methods. As networks of humans and artifacts (media), popular culture often necessitates analyses of contents 
as well as “users.” Accordingly and if the number of participants permits, the class is divided into different 
project groups (e.g. text analysis, ethnography, cyber-ethnography), working on the same question from 
different angles (triangulation) [second five-week period].
(3) Employing an e-learning environment (forums, journals), the groups plan and execute the projects under 
the instructor’s supervision. Finally, the groups present results, discuss problems and achievements in 
accordance with the overall study question [last five-week period].

The lectures, individual preparations (homework/feedback) and group projects will figure 1/3 of the course 
each.

 [履修要件]
特になし
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Japanese Contemporary Popular Culture(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Homework (20%), project work, presentation and report (50%), feedback (10%), participation (20%).

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.
The course takes some guiding ideas from “Inside-out Japan? Popular culture and globalization in the 
context of Japan,”by Matthew Allen & Rumi Sakamoto. 2006.
Popular Culture, Globalization and Japan. London & New York: Routledge. pp.1-12. Reading their 
introduction/book is not mandatory but the chapter may be obtained prior to the course by contacting the 
instructor.

  （関連ＵＲＬ）
https://moodle.b-ok.de/course/view.php?id=10(You will have to register with this site and use this enrolment 
key to take part in the course: Ag$T20i6)

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class for 
this course. Regular home work as well as group exercises will play an important role in this course, so 
preparation, review and project work out of the class requires at least about an hour.

（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material.
Please contact the instructor Bjorn-Ole Kamm <kamm.bjornole.7e@kyoto-u.ac.jp> for any questions 
regarding this course syllabus.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目５８

授業科目名
　<英訳>

Japan at Play
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 学際融合教育研究推進センター Bjorn-Ole Kamm

 

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  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目   Japan at Play: Cultural Orderings of Leisure and Asobi

 [授業の概要・目的]
Nation-building or regional marketing at first glance appear as matters of politics but they also penetrate 
deeply into the sphere of play, amusement, and leisure. This course revolves around the question how certain 
actors seek to create a specific “Japan” through leisure policies, domestic tourism, or the recent "Cool 
Japan" country-marketing campaign. Who decides what is play and non-play? Who decides about "good" 
play (asobi) in Japan? What role do regions outside Japan as well as leisure’s supposed opposites, 
seriousness and work, play in these attempts?
By tracing play as a matter of concern for policy makers, intellectuals, and ordinary people, the course further 
introduces a new theoretical and methodological approach to Cultural Studies that is less concerned with 
meanings and values but with contested, contingent modes of cultural ordering: narratives about, for example, 
a given nation’s place in the world and their material embodiments, such as written laws or metropolitan 
redevelopment projects.

 [到達目標]
Students will receive basic instruction in the etymology of asobi and its role in discourses about the Japanese 
(nihonjinron). First and foremost, students will learn step-by-step protocols for analyzing cultural phenomena,
 such as play and leisure activities, by focusing on describable attempts of ordering (discourses, institutions, 
embodiments) that produce these phenomena using the example of Japan in a transcultural context.

 [授業計画と内容]
The course will be offered in accordance with the following general structure. A detailed plan for each class 
will be determined depending on the number of and the feedback from the participants, and will be 
announced in class.

(1) Introduction [3 weeks]
Lecture on Cultural Studies as the study of ordering modes (theoretical concepts, basic terminology, 
methodological protocols) and “play” as an object of inquiry, followed by an introduction to debates about 
the "Japaneseness" of leisure activities in Japanese-language discourse (since the 1960s). Students will further 
be provided with guidelines for class preparation and exercises.
(2) Readings and Discussion [5 weeks]
Students will read studies on play, leisure and work taken from different moments in Japanese history (e.g., 
Meiji Restoration, prewar tourism, postwar income policies, lifestyle superpower, moratorium people or 
Akihabara redevelopment) to present and discuss these readings in class. The focus lies on the question if - 
and how - these readings exemplify studies of ordering modes and how different approaches may lead to 
different conclusions.
(3) Exercises [6 weeks]
Building on the previous sessions and depending on the number of participants, students will formulate and 
conduct exercises on current issues in Japan in which play is ordered and managed. This can take the form of 
individual, basic studies of such a matter of concern (e.g., through a newspaper analysis), or the development 
of gaming simulations to understand cases of ordering.
(4) Conclusion and Feedback [1 week]
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Japan at Play(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Homework (20%), exercise (20%), feedback (10%), final report (30%), participation (20%).

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.
The course takes guiding cues from
Kendall, Gavin, and Gary Wickham. 2001. Understanding Culture: Cultural Studies, Order, Ordering. 
London, Thousand Oaks: Sage.
Law, John. 1994. Organizing Modernity. Oxford: Blackwell.
Leheny, David. 2003. The Rules of Play: National Identity and the Shaping of Japanese Leisure. Ithaca: 
Cornell University Press.
Reading these books is not mandatory but the course will reference certain points of their discussion.

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class for 
this course. Regular homework as well as exercises will play an important role in this course, so preparation 
and review out of the class requires at least about an hour.

（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material.
Please contact the instructor Bjorn-Ole Kamm <kamm.bjornole.7e@kyoto-u.ac.jp> for any questions 
regarding this course syllabus.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目５９

授業科目名
　<英訳>

Gender in Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 伊藤　公雄
特定助教 白眉センター COATES Jennifer

 

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  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Gender in Japan 

 [授業の概要・目的]
This course offers a comprehensive account of the structures of gender in Japan through its  history and  
culture. Covering key issues in gender  studies including discrimination, gendered violence, labour  issues 
and education, the course  situates  these dynamics in their historical and cultural context using analyses of 
popular media. The course begins with a general introduction to gender studies, followed by the more specific 
application of key works and theories to the context of Japan. Ther eafter, each lecture will address a singular 
gender issue in Japan from a historical and cultural perspective.

 [到達目標]
By the end of the course, students should have a clear understanding of the key debates on gender in Japanese 
society and be able to situate these debates within their global and cultural contexts. The course aims to 
develop the student’s capacities to think through these debates using a diverse sources grounded in history 
and media.

 [授業計画と内容]
1 Introduction to Gender Studies 
2 Gender in Japanese History 
3 Sexual Discrimination in Japan 
4 Sexual Violences in Japan   
5 Japanese Masculinities   
6 Labour and Gender in Japan 
7 Education and Gender in Japan 
8 Media and Gender in Japan(1) 
9 Media and Gender in Japan(2) 
10 Media and Gender in Japan(3) 
11 Sexualities in Japan 
11 Gender Policies in Japan

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Research papers (80%), participation (20%)

Gender in Japan(2)へ続く↓↓↓



Gender in Japan(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to come to every class and spend a certain amount of study time outside of this 
class for this course.

（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。



大学院共通科目６０

授業科目名
　<英訳>

Contemporary Philosophy in Japan II
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 海田　大輔

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Metaphysics

 [授業の概要・目的]
This course is a topical introduction to contemporary analytic metaphysics, a branch of philosophy that 
attempts to describe the world in the most comprehensive manner at a very fundamental level. The topics we 
will focus on include personal identity, time, free will, material constitution, properties, and mind-body 
problem. We will also read and discuss English translations of papers or book chapters on these topics written 
by contemporary Japanese philosophers.

 [到達目標]
By the end of the term students will understand what are at issue in contemporary metaphysics and learn how 
to think analytically about metaphysical problems.

 [授業計画と内容]
Lecture 1: Introduction: What is metaphysics?
Lectures 2-3: Personal Identity
Lectures 4-5: Time
Lectures 6-7: Free Will
Lectures 8-9: Material Constitution
Lectures 10-11: Properties
Lectures 12-14: Mind and Body
Feedback

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a paper on metaphysics. Students' grades will be 
weighed according to the following scheme:
Attendance 20%
Active participation in discussion 20%
Term paper 60%

 [教科書]
Earl Conee and Theodore Sider 『Riddles of Existence -- A Guided Tour of Metaphysics』（Oxford 
University Press）ISBN:0-19-928226-9
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 [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]
Students will be asked to read the materials for the class in advance and come prepared to discuss them. 
Every student will be expected to raise at least one point that he or she thinks is worth discussing in a class.

（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。



大学院共通科目６１

授業科目名
　<英訳>

Autobiographical prose in modern Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 人文科学研究所 Irina Holca

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Fact, fiction, and everything in between

 [授業の概要・目的]
This course will explore the development of autobiographical prose in modern and contemporary Japan, 
focusing on the birth, growth and decline (?), as well as the "pre-history" and influence of Japan's 
"shishosetsu", touted by some, while disputed by others, as one of the few original forms of modern Japanese 
literature.

 [到達目標]
At the end of this course, the students will have sufficient information about the historical, social and cultural 
background of the works read in class; they will be able to contextualise the "shishosetsu" and related genres 
and subgenres, as well as analyse relevant concepts such as fiction, reality, mimesis, etc, from a new 
perspective.

 [授業計画と内容]
Week 1: Orientation. Syllabus, course guidelines, assessment methods, etc.  
Week 2: Literature; fiction& non-fiction; autobiography.
Week 3: Shishosetsu, shinkyoshosetsu; Ich-Roman, lyrical novel, roman personnel.
Week 4: Shimazaki Toson's "Namiki": the characters speak up.
Week 5: Tayama Katai's "Futon". Before and after.
Week 6: Shiga Naoya's self-centred short stories.
Week 7: Kazai Zenzo and self-destruction in/ for literature.
Week 8: Dazai Osamu: "No Longer Human", but still a shishosetsu?
Week 9: The critics' take: shishosetsu dispute.
Week 10: The critics' take: let's take it outside Japan!
Week 11: Post-war to contemporary shishosetsu.
week 12: Shishosetsu and the new media.
Week 13: Course wrap-up: what is the "shishosetsu", and why is it relevant? (Student presentations.)
Week 14: Student presentations.
Week 15: (Student presentations.) Final assessment.
The content of the course is subject to change. Classes will ideally be interactive, with student discussions 
and presentations taking up 1/4 to 1/3 of the time, but a more detailed plan for each class will be determined 
based on the number of, and the feedback from the participants.

 [履修要件]
Intermediate/ advanced knowledge of Japanese is an advantage.
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance& participation: 35%
Presentation: 30%
Essay: 35%

 [教科書]
使用しない
Course materials will be provided as PDF files.

 [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]
The assigned novels, short stories, etc, must de read before they are scheduled for class discussion. Students 
are expected to prepare their presentations and essays by themselves; assistance with the selection of topics 
and reading materials will be offered when necessary.

（その他（オフィスアワー等））
Office hours: by appointment.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６２

授業科目名
　<英訳>

Gender in Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 伊藤　公雄
特定助教 白眉センター COATES Jennifer

 

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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Gender in Japan  

 [授業の概要・目的]
This course offers a comprehensive account of the structures of gender in Japan through its history and 
culture. Covering key issues in gender studies including discrimination, gendered violence, labour issues and 
education, the course situates these dynamics in their historical and cultural context using analyses of popular 
media. The course begins with a general introduction to gender studies, followed by the more specific 
application of key works and theories to the context of Japan. Ther eafter, each lecture will address a singular 
gender issue in Japan from a historical and cultural perspective. 

 [到達目標]
By the end of the course, students should have a clear understanding of the key debates on gender in Japanese 
society and be able to situate these debates within their global and cultural contexts. The course aims to 
develop the student’s capacities to think through these debates using a diverse sources grounded in history 
and media. 

 [授業計画と内容]
1 Introduction to Gender Studies 
2 Gender in Japanese History 
3 Sexual Discrimination in Japan 
4 Sexual Violences in Japan 
5 Japanese Masculinities 
6 Labour and Gender in Japan 
7 Education and Gender in Japan 
8 Media and Gender in Japan(1) 
9 Media and Gender in Japan(2) 
10 Media and Gender in Japan(3) 
11 Sexualities in Japan 
11 Gender Policies in Japan

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Research papers (80%), participation (20%)
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Gender in Japan(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to come to every class and spend a certain amount of study time outside of this 
class for this course. 

（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。



大学院共通科目６３

授業科目名
　<英訳>

Debating Otaku in Contemporary Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定講師 学際融合教育研究推進センター Bjorn-Ole Kamm

 

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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目   Debating Otaku in Contemporary Japan: A Labelling Approach

 [授業の概要・目的]
With the spread of manga and anime around the world, many have adopted the Japanese term 'otaku' to 
identify fans of such media. The connection to manga and anime may seem straightforward, but, when taken 
for granted, often serves to obscure the debates within and around media fandom in Japan.
This course questions the naturalization and trivialization of 'otaku' by examining the historical contingency 
of the term as a way to identify and contain problematic youth, consumers and fan cultures in Japan. It 
explores key moments in the evolving discourse of 'otaku' in Japan. Rather than presenting a smooth, 
triumphant narrative of the transition of a subculture to the mainstream, the course repositions 'otaku' in 
specific historical, social and economic contexts, providing new insights into the significance of the 'otaku' 
phenomenon in Japan and the world and offering a new perspective in form of theories of labelling.

 [到達目標]
 By going back to original Japanese documents and translated key contributions by Japanese scholars and 
seeking sustained analysis of these documents and scholars, the course provides students with alternative 
histories of and approaches to 'otaku'. In regard to contemporary Japan and the history of Japanese fan and 
consumer cultures, this course will be a foundation for understanding how 'otaku', at different places and 
times and to different people, is meaningful. As a new perspective for ‘otaku studies,’ students will learn 
the theoretical foundations and methodological application of a modified labelling approach.

 [授業計画と内容]
The course will be offered in accordance with the following general structure. A detailed plan for each class 
will be determined depending on the number of and the feedback from the participants, and will be 
announced in class.

(1) Introduction [2 weeks]
After questioning students on their understanding of ‘otaku,’ they will learn about past and present 
approaches to the research of ‘otaku.’ Students will further be provided with guidelines for class 
preparation and exercises.
(2) Section 1: The 1980s [3 weeks]
The first section deals with the origin stories of the ‘otaku,’ such as an anxiety about failed men, a column 
in the niche magazine Manga Burikko, and the Miyazaki Incident of 1989.
(3) Section 2: The 1990s [2 weeks]
Focusing on subjectivity and fantasy, this section centres on the tensions in Otaku no Video and the 
publications by the ‘otaku-king,’ Okada Toshio, who sought to remedy a negative ‘otaku’ image.
(4) Section 3: The 2000s [4 weeks]
The new millennium is often framed as the mainstreaming of ‘otaku,’ through, for example, the TV drama 
Densha Otoko, or Akihabara as a new place-brand. In this decade the ‘otaku’ are at same time declared 
dead, however.
(5) Section 4: The Future [2 weeks]
The last section offers new approaches to the study of ‘otaku’, such as labelling, and focuses on the debate 
about the possibilities for ‘otaku studies.’
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(6) Review and Feedback [2 weeks]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Readings and presentation (40%), essays and final report (40%), participation (20%).

 [教科書]
Galbraith, Patrick W., Thiam Huat Kam, and Bjorn-Ole Kamm 『Debating Otaku in Contemporary Japan: 
Historical Perspectives and New Horizons』（Bloomsbury Academic）ISBN:9781472594976（Excerpts 
will be provided in class.）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.

  （関連ＵＲＬ）
https://moodle.b-ok.de/course/view.php?id=8(You will have to register with this site and use this enrolment 
key to take part in the course: Ag$T20i6)

 [授業外学習（予習・復習）等]
 The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class 
for this course. Regular homework (readings, comprehension essays) as well as in-class presentations and 
discussions will play an important role in this course, so preparation and review out of the class requires at 
least about an hour.

（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material.
Please contact Bjorn-Ole Kamm <kamm.bjornole.7e@kyoto-u.ac.jp> for any questions regarding this course 
syllabus.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６４

授業科目名
　<英訳>

Introduction to Transcultural Studies
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定講師 学際融合教育研究推進センター Bjorn-Ole Kamm
助教 白眉センター 置田　清和
准教授 文学研究科 安里　和晃

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目   Introduction to Transcultural Studies

 [授業の概要・目的]
The concept of transculturality can be used both as a heuristic device (e.g. multi- perspectivity and multi-
locality) and focus of study (e.g. cultural entanglements).
It is embedded in a large and very heterogeneous landscape of theoretical and methodological approaches that 
come from various disciplines and cover different thematic, historical and geographic areas. Jointly 
conducted by five researchers from different disciplinary backgrounds, this lecture class will discuss the 
contributions and limitations of inherited and current notions of transculturality. Focusing on three study 
areas, "Society, Economy and Governance,""Knowledge, Belief and Religion" and "Visual, Media and 
Material Culture," and the respective fields of research of the lecturers, theories and methods will be tested, e.
g. in explorations of world cinema, global “art” cinema and digital video practices, appropriations of 
philosophical and religious ideas, and the relationship between patterns of migration and modes of 
institutionalization. The goal of the course is to introduce students to diverse disciplinary perspectives 
enabling them to frame their own studies of transcultural phenomena and perspectives.

 [到達目標]
Students will gain insights into the historical development of theories of transculturality and their application 
in practical research in the humanities and social sciences. This will allow them to formulate own study 
projects and prepare them for research dealing with the creation and crossing of cultural borders, entangled 
histories and forms of circulation.

 [授業計画と内容]
The course will be offered in accordance with the following general structure. A detailed plan for each class 
will be announced in the introduction.

(1) Introduction [1 week]
The Introduction to the course covers the aims, methods, requirements and overall organisation of the class, 
including self-introductions by the lecturers and first examples from the three study foci, "Society, Economy 
and Governance" (SEG), "Knowledge, Belief and Religion" (KBR) and "Visual, Media and Material Culture" 
(VMC).
(2) Foundations [3 weeks] - (lecturer: Bjorn-Ole KAMM)
The first three-week section of lectures discusses transculturality within the matrix of associated terms and 
metaphors, such as hybridity, as well as related-but-different perspectives, postcolonialism for example, 
followed by an introduction into transculturality as heuristic principle and its methodological consequences.
(3) Society, Economy and Governance [3 weeks] - (lecturer: ASATO Wako)
The following three weeks will deal with how cultural contact zones are institutionalized within social policy 
in the nation-state system, for example, through immigration policies, minority policies, social integration 
policies or citizenship, particularly in Asian countries. Recent Asian trends shift towards social integration 
policy to overcome demographic challenges, showing a “new Asian transculturality” in the contemporary 
setting.
(4) Knowledge, Belief and Religion [3 weeks] - (lecturer: OKITA Kiyokazu)
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In this section we examine the concept of transculturality using religions in South Asia as examples. In the 
first two lectures we trace how Hinduism and Islam adopted the life and the teachings of Gautama Buddha, 
the founder of Buddhism. Then in the third lecture we examine how these three traditions became constructed 
as distinct categories in the colonial period despite their inter-relatedness.
(5) Visual, Media and Material Culture [3 weeks] - (lecturer: Mitsuyo WADA-MARCIANO)
The final section focuses on transculturality in film and video practices, disentangling the rhetoric and 
aesthetics of “geography” in so-called World Cinema in the first week, and looking at the circuits of 
inclusion and exclusion of a global "Art" Cinema in the second. The last week will examine digital video 
practices vis-a-vis society and the market.
(6) Review and Feedback

The lecture class will be accompanied by a weekly discussion class ("tutorium," teacher: YAMADA 
Masahiro; Code: 9825061), in which students discuss the content of the lectures and the readings, and clarify 
their understanding of transculturality. Participation in this class is not mandatory but highly recommended.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Readings and weekly essays (40%), written final report (40%), participation (20%).

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.

Introductory readings:
Appadurai, Arjun. 2005 (1996). Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: 
University of Minnesota Press.
Dennison, Stephanie, and Song Hwee Lim, ed. 2006. Remapping World Cinema: Identity, Culture and 
Politics in Film. London: Wallflower.
Galt, Rosalind, and Karl Schoonover, ed. 2010. Global Art Cinema: New Theories and Histories. New York: 
Oxford University Press.
Juneja, Monica and Christian Kravagna. 2013. "Understanding Transculturalism." In Transcultural 
Modernisms, ed. Fahim Amir et.al. Berlin: Sternberg Press, 22-33.
Khan, Dominique-Sila. "Reimagining the Buddha: The Figure of Shakyamuni in the Nizari Ismaili Tradition 
South Asia," Journal of Indian Philosophy, 33, 321-342.
Pennington, Brian K. 2005. Was Hinduism Invented?: Britons, Indians, and the Colonial Construction of 
Religion. New York, Oxford University Press.
Masuzawa, Tomoko. 2005. The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was 
Preserved in the Language of Pluralism. Chicago, The University of Chicago Press.
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  （関連ＵＲＬ）
https://moodle.b-ok.de/course/view.php?id=9(You will have to register with this site and use this enrolment 
key to take part in the course: Ag$T20i6)

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class for 
this course. Regular homework for this lecture class (readings and short comprehension essays) as well as 
discussion in the tutorium (if taken) will play an important role in this course, so preparation and review out 
of the class requires at least about an hour.

（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material.
Please contact Bjorn-Ole Kamm <kamm.bjornole.7e@kyoto-u.ac.jp> for any questions regarding this course 
syllabus.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６５

授業科目名
　<英訳>

Intro toTransculturalStudies(Discussion)
Asian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定助教 学際融合教育研究推進センター 山田　真寛
特定講師 学際融合教育研究推進センター Bjorn-Ole Kamm

 

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4

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Transcultural Studies (Discussion session)

 [授業の概要・目的]
The concept of transculturality can be used both as a heuristic device (e.g. multi- perspectivity and multi-
locality) and focus of study (e.g. cultural entanglements).

It is embedded in a large and very heterogeneous landscape of theoretical and methodological approaches that 
come from various disciplines and cover different thematic, historical and geographic areas.

Jointly conducted by five researchers from different disciplinary backgrounds, this discussion class 
complements the lecture series of the same name and deals with the contributions and limitations of inherited 
and current notions of transculturality. Focusing on three study areas, "Society, Economy and Governance," 
"Knowledge, Belief and Religion" and "Visual, Media and Material Culture," and the respective fields of 
research of the lecturers, theories and methods will be tested, e.g. in explorations of world cinema, global 
"art" cinema and digital video practices, appropriations of philosophical and religious ideas, and the 
relationship between patterns of migration and modes of institutionalization. The goal of the course is to 
deepen students’ understanding of transcultural phenomena and perspectives. 

 [到達目標]
Students will discuss readings about the historical development of theories of transculturality and their 
application in practical research in the humanities and social sciences. This will allow them to deepen their 
understanding of transcultural dynamics, theoretical perspectives, the creation and crossing of cultural 
borders, entangled histories and forms of circulation.

 [授業計画と内容]
The course will be offered in accordance with the following general structure. A detailed plan for each class 
will be announced in the introduction.

(1) Introduction [1 week]
The Introduction to the course covers the aims, methods, requirements and overall organisation of the class, 
including guidelines for essay writing and brief overviews of the three study foci, "Society, Economy and 
Governance" (SEG), "Knowledge, Belief and Religion" (KBR) and "Visual, Media and Material Culture" 
(VMC).
(2) Foundations [3 weeks]
The first three-week section of readings complement the lecture by Bjorn-Ole KAMM and discusses 
transculturality within the matrix of associated terms and metaphors, such as hybridity, as well as related-but-
different perspectives, postcolonialism for example, followed by an introduction into transculturality as 
heuristic principle and its methodological consequences.
(3) Society, Economy and Governance [3 weeks]
The following three weeks will deal with how cultural contact zones are institutionalized within social policy 
in the nation-state system, for example, through immigration policies, minority policies, social integration 
policies or citizenship, particularly in Asian countries, as they are discussed by ASATO Wako in his lectures. 
Recent Asian trends shift towards social integration policy to overcome demographic challenges, showing a 
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“new Asian transculturality” in the contemporary setting.
(4) Knowledge, Belief and Religion [3 weeks]
In this section readings will be discussed that relate to OKITA Kiyokazu’s lectures on the concept of 
transculturality using religions in South Asia as examples. In the first two lectures we trace how Hinduism 
and Islam adopted the life and the teachings of Gautama Buddha, the founder of Buddhism. Then in the third 
lecture we examine how these three traditions became constructed as distinct categories in the colonial period 
despite their inter-relatedness.
(5) Visual, Media and Material Culture [3 weeks]
The final section focuses on transculturality in film and video practices, disentangling the rhetoric and 
aesthetics of “geography” in so-called World Cinema in the first week, and looking at the circuits of 
inclusion and exclusion of a global “Art” Cinema in the second. The last week will examine digital video 
practices vis-#224-vis society and the market. The readings complement the lectures by Mitsuyo WADA-
MARCIANO.
(6) Review and Feedback

Please be aware, that participation in the main lecture class (Code: 9822060) is mandatory.

 [履修要件]
3rd year or above.
Participation in the main lecture class (Code: 9822060) is mandatory.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Readings, discussion, and participation (100%).

 [教科書]
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.

 [参考書等]
  （参考書）
The course materials as well as lecture slides will be made available via the course webpage.

  （関連ＵＲＬ）
https://moodle.b-ok.de/ (Course webpage)

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class for 
this course. Regular homework for the lecture class (readings and short comprehension essays) as well as 
discussion in this tutorium will play an important role in this course, so preparation and review out of the 
class requires at least about an hour.
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（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material. 
Please contact Yamada Masahiro <yamada.masahiro.4r@kyoto-u.ac.jp> for any questions regarding this 
course syllabus.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６６

授業科目名
　<英訳>

Book Reading and Discussion on Japanese Thoughts and Culture(演習)
Asian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

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5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Japanese Traditional Drama (1): Zeami and Noh

 [授業の概要・目的]
   This Book Reading and Discussion course explores various aspects of Japanese thoughts and culture by 
reading Japanese Classics in English translation, and discussing them in English. In the first academic term 
participants will discuss some Noh plays (Hagoromo, Izutsu, and Sumida-gawa), and Zeami’s (1363?-1443?
) Fushikaden. Noh is a form of Japanese traditional drama that has been established by Zeami and his father, 
Kan’ami, in the 14th century and has been popular since then. Zeami, who was a playwright and an actor at 
the same time, also wrote several handbooks for understanding Noh plays, and Fushikaden is one of them.
   The main purpose of this course is to provide occasions for communication between Japanese and 
international students, in a friendly atmosphere. By actively participating in discussions Japanese students 
will improve their English communication skills, and international students will deepen their understanding 
of Japanese culture.

 [到達目標]
By the end of the term students should become confident in talking about Japanese culture in English, 
specifically about the essential characteristics of Noh plays.

 [授業計画と内容]
The plan of the course is as follows:
1. Introduction
2. Reading Noh plays (1): Hagoromo
3. Watching a performance of Hagoromo on DVD
4. Zeami’s Fushikaden (1) [pp.24-29, in Hare’s translation]
5. Zeami’s Fushikaden (2) [pp.30-35]
6. Zeami’s Fushikaden (3) [pp.36-41]
7. Reading Noh plays (2): Izutsu
8. Watching a performance of Izutsu on DVD
9. Zeami’s Fushikaden (4) [pp.42-48]
10. Zeami’s Fushikaden (5) [pp.49-55]
11. Zeami’s Fushikaden (6) [pp.56-62]
12. Reading Noh plays (3): Sumida-gawa
13. Watching a performance of Sumida-gawa on DVD
14. Zeami’s Fushikaden (7) [pp.63-73]
Our discussion in each session will concentrate on a particular text given above. A reading session of a Noh 
play will be followed by a watching session: participants will watch an actual perfomance on screen and 
discuss it too.

Book Reading and Discussion on Japanese Thoughts and Culture(演習)(2)へ続く↓↓↓



Book Reading and Discussion on Japanese Thoughts and Culture(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a very short essay about Noh plays (about 1,000 words). 
Students’ grades will be weighed according to the following scheme:
Attendance 60%
Active participation in discussion 20%
Course Essay 20%

 [教科書]
授業中に指示する
Copies of the reading materials will be provided at the introductory session.

 [参考書等]
  （参考書）
小西甚一（編）世阿弥（著） 『風姿花伝・花鏡』（2012年、たちばな出版）
竹本幹夫（翻訳）世阿弥（著） 『風姿花伝・三道』（2009年、角川学芸出版）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.the-noh.com/jp/(the能.com)

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be asked carefully to read the materials for the class in advance and come prepared to discuss 
them. Every student will be expected to raise at least one point that he or she thinks is worth discussing.

（その他（オフィスアワー等））
英語でディスカッションする練習の機会を提供することに主眼をおいた授業です。流ちょうに話せ
る必要はありませんし、電子辞書を持ち込んで、調べながら話をすることも可能です。単語をつな
げるだけでも割と通じます。ただし、授業時間を有意義に過ごすために、しっかりと準備して積極
的に参加しようとする姿勢だけは必要です。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６７

授業科目名
　<英訳>

Book Reading and Discussion on Japanese Thoughts and Culture(演習)
Asian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

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  木5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Japanese Traditional Drama (2): Kyogen, Ningyo-Joruri, and Kabuki

 [授業の概要・目的]
   This Book Reading and Discussion course explores various aspects of Japanese thoughts and culture by 
reading Japanese Classics in English translation, and discussing them in English. In the second academic term 
participants will discuss some Kyogen plays (Kamabara, Kawakami, Futari-daimyo, Kusabira, Busu, and 
Kanaoka), and a Ningyo-Joruri and Kabuki play (Sugawara-denju-tenarai-kagami). Kyogen is a form of 
Japanese traditional comic drama that has been performed along with Noh since the 14th century. Ningyo-
Joruri, or puppet drama, and Kabuki, or dance-drama, developed into popular entertainment in the 17th 
century; they sometimes share a playscript, as is the case with Sugawara-denju-tenarai-kagami, one of the 
three most important Ningyo-Joruri or Kabuki plays.
   The main purpose of this course is to provide occasions for communication between Japanese and 
international students, in a friendly atmosphere. By actively participating in discussions Japanese students 
will improve their English communication skills, and international students will deepen their understanding 
of Japanese culture.

 [到達目標]
By the end of the term students should gain some basic understanding of Kyogen, Ningyo-Joruri, and Kabuki, 
and become confident in talking about Japanese culture in English.

 [授業計画と内容]
The plan of the course is as follows:
1. Introduction
2. Reading Kyogen plays (1): Kamabara and Kawakami
3. Watching a performance of Kamabara and Kawakami on DVD
4. Reading Kyogen plays (2): Futari-daimyo and Kusabira
5. Reading Kyogen plays (3): Busu
6. Reading Kyogen plays (4): Kanaoka
7. Reading Sugawara-denju-tenarai-kagami (1)
8. Reading Sugawara-denju-tenarai-kagami (2)
9. Watching a Ningyo-Joruri and Kabuki performance of Sugawara-denju-tenarai-kagami on DVD (A)
10. Reading Sugawara-denju-tenarai-kagami (3)
11. Reading Sugawara-denju-tenarai-kagami (4)
12. Watching a Ningyo-Joruri and Kabuki performance of Sugawara-denju-tenarai-kagami on DVD (B)
13. Reading Sugawara-denju-tenarai-kagami (5)
14. Reading Sugawara-denju-tenarai-kagami (6)
Our discussion in each session will concentrate on a particular text given above. In watching sessions 
participants will watch an actual perfomance on screen and discuss it too.

Book Reading and Discussion on Japanese Thoughts and Culture(演習)(2)へ続く↓↓↓



Book Reading and Discussion on Japanese Thoughts and Culture(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a very short essay about Kyogen, Ningyo-Joruri, and 
Kabuki plays (about 1,000 words). Students’ grades will be weighed according to the following scheme:
Attendance 60%
Active participation in discussion 20%
Course Essay 20%

 [教科書]
授業中に指示する
Copies of the reading materials will be provided at the introductory session.

 [参考書等]
  （参考書）
Karen Brazell (ed.)  『Traditional Japanese Theater: An Anthology of Plays』（1998, New York）
大阪市立大学文学研究科「上方文化講座」企画委員会編 『上方文化講座・菅原伝授手習鑑』（
2009, 和泉書院）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will be asked carefully to read the materials for the class in advance and come prepared to discuss 
them. Every student will be expected to raise at least one point that he or she thinks is worth discussing.

（その他（オフィスアワー等））
英語でディスカッションする練習の機会を提供することに主眼をおいた授業です。流ちょうに話せ
る必要はありませんし、電子辞書を持ち込んで、調べながら話をすることも可能です。単語をつな
げるだけでも割と通じます。ただし、授業時間を有意義に過ごすために、しっかりと準備して積極
的に参加しようとする姿勢だけは必要です。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６８

授業科目名
　<英訳>

Advanced English Skills for Humatinies Research(演習)
Asian Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 人文科学研究所 Irina Holca

 

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5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目 Advanced skills for humanities research in English: reading, writing, and discussion

 [授業の概要・目的]
This course aims to develop the academic skills of students specialising in one branch of the humanities, and 
assist them in furthering their involvement in research with an international audience. It will focus on reading, 
writing and discussion/ presentation in English.

 [到達目標]
At the end of this course, students will have developed their analytical skills, furthering their understanding of 
research in English. The intensive reading practice will have helped them acquire the vocabulary, 
grammatical structures, and modes of expression characteristic to academic papers, and through presentation 
and discussion practice they will have improved their ability to express opinions about complex academic 
topics.

 [授業計画と内容]
Week 1: Orientation& introduction
Weeks 2-6: Reading academic papers from the participants' fields of interest and specialisation; analysing 
specific styles, structure, and vocabulary; constructive criticism.
Weeks 7-10: Presentation skills: preparing good slides and scripts; presenting on topics relevant to the 
participants' research; QA free discussion and debate.
Weeks 11-15: Writing skills: choosing a topic and developing it into a full academic paper; citation styles, 
essay structure, specific vocabulary and argumentation.
The content of the course is subject to change. A more detailed plan for each class will be determined based 
on the number of, and the feedback from the participants.

 [履修要件]
Advanced English skills (TOEIC 750+).

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Attendance and participation: 20%
Reading assignments: 20%
Presentation: 30%
Essay: 30%

 [教科書]
使用しない
Reading materials will be provided as PDF files.

Advanced English Skills for Humatinies Research(演習)(2)へ続く↓↓↓



Advanced English Skills for Humatinies Research(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]
Students will have to read the assigned papers, book chapters, etc, before they are scheduled for class 
discussion. They are expected to prepare their presentations and essays on their own; assistance with the 
selection of topics will be offered when necessary.

（その他（オフィスアワー等））
Office hours: by appointment.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目６９

授業科目名
　<英訳>

アジア研究(次世代グローバルワークショップ)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
教授 文学研究科 落合　恵美子

未更新

配当
学年  1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  次世代グローバルワークショップ

 [授業の概要・目的]
世界30数か国の大学から大学院生と若手研究者の参加を得て８年間開催してきた実績のある「次世
代グローバルワークショップ」を単位化したもの。
今年度は京都大学で開催する。多文化に関するテーマを予定している。9月28日、29日の開催予定
で4月中にcalls for paperがKUASUのHPに掲載される予定。 

 [到達目標]
テーマに従い英語で論文を作成、プレゼンテーションを実施し、質問の受け答えができるようにな
る。

 [授業計画と内容]
参加者は統一テーマについて英語論文を執筆し、英語で研究報告を行う。事前に論文執筆、英語発
表の訓練を行い、ワークショップ後に論文をリライトしてプロシーディングスを作成する。ワーク
ショップでは世界各地からの参加者と同じセッションで報告し、やはり世界各地から参加する大学
教員からコメントを受ける。国際会議での学術発表の実践的経験を積む貴重な機会である。

 [履修要件]
参加希望者はあらかじめ発表要旨を提出し、選考を通った者のみが参加を認められる。ワークショ
ップ準備のための授業にも参加が必要。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ワークショップでの発表とリライトした論文により評価する。詳細は別途説明する。

 [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]
応募要項に従い準備を進める。

（その他（オフィスアワー等））
ワークショップ参加希望者は 
wasato@socio.kyoto-u.ac.jp 
などを通じて連絡すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目７０

授業科目名
　<英訳>

Spatial thinking in the social sciences: on local-global and rural-urban dualities(特殊講義)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Joost Jongerden
教授 経済学研究科 久野　秀二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  1

 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   英語 

題目 Spatial Thinking in Social Sciences: Perspectives on Rural-Urban / Local-Global Dichotomies

 [授業の概要・目的]
Today, the concept of socially produced or constructed space appears in publications with little apparent need 
for justification or explanation. Yet it was not so long ago that "space" was generally ignored in social theory. 
During most of the 19th and 20th centuries, sociology was concerned with explaining (and forecasting) the 
making of the world, applying a preconceived picture of what modernity was supposed to be. 
Conceptualizations like "stages of development", "phases", and "backwardness" were expressions of the 
social as intervals on a time‐scale. Difference was explained from a perspective of stage or phase difference, 
thus time. Eventually, the obsession with time and linear history in modern political thought came together 
with an ignorance/subordination of a "spatial consciousness." In this course, we critically engage with the 
spatial turn in social sciences developing since the 1970s. Building upon a brief introduction into the return of 
spatial thinking in the social sciences, we will discuss three themes in relation to the visual culture: the 
construction of the rural (in relation to the urban), our understanding of the local (in relation to the global), 
and re‐invention of the nature (in relation to culture, or society).

 [到達目標]
Students following this course will be provided with the theoretical skills necessary to critically analyse 
important issues in development studies and to understand how theory resonates in research set‐up and 
reporting. By the end of this course, having read the literature and participated in the educational activities, 
students should be able to:
  1. Understand and appraise dilemma’s and controversies related to spatial thinking in social sciences;
  2. Explain and evaluate how research is informed by spatial imaginaries;
  3. Assess differences and similarities between main contemporary development theories;
  4. Evaluate the consequences of theoretical choices for development practices;
  5. Apply a relational approach to one's own research

 [授業計画と内容]
Detailed Schedule is to be announced.
The course offers combination of different educational activities:
  i) Lectures to introduce and explain theoretical approaches on place/space as well as contextualize these 
theoretical approaches.
  ii) Self‐study to further develop the understanding of the theoretical approaches discussed.
  iii) Assignments in which to apply a relational approach to the student's own field of work
  iv) Workshops to plenary discuss literature and assignments.
  v) Film analysis and critique

Spatial thinking in the social sciences: on local-global and rural-urban dualities(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



Spatial thinking in the social sciences: on local-global and rural-urban dualities(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]
Assignments (A) / Course participation (CP)
・Understand and appraise dilemma's and controversies related to spatial thinking in social sciences (CP)
・Explain and evaluate how research is informed by spatial imaginaries (A)
・Assess differences and similarities between main contemporary development theories (A)
・Evaluate the consequences of theoretical choices for development practices (CP)
・Apply a relational approach to one's own research (CP)

 [教科書]
Readings will be made available through a Cloud system (e.g. Dropbox). See course schedule (t.b.a.) for a 
detailed reading list.

 [参考書等]
  （参考書）
t.b.a.

 [授業外学習（予習・復習）等]
t.b.a.

（その他（オフィスアワー等））
t.b.a.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目７１

授業科目名
　<英訳>

Comparative Industry Policy Studies
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 経済学研究科 黒澤　隆文
教授 経済学研究科 久野　秀二

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  後期不定 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

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。



大学院共通科目７２

授業科目名
　<英訳>

Comparative Development Studies
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

非常勤講師 Raymond Jussaume Jr
教授 経済学研究科 久野　秀二

 

配当
学年  1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   英語 

題目 1. Development, Transitions and Real Utopias /2. Situating Sustainability within Development

 [授業の概要・目的]
This course consists of two different, but mutually intersecting sessions. 
The first session aims at offering students a room to discuss different frameworks for the analysis of the 
current "crisis" and "turn" in the global agro-food economy. What is wrong with the present agro-food 
system? What is the future food system we would like to aim at? What strategies and forms of governance 
may be better suited to lead us to the desirable future? The articles proposed to reflexion offer different 
theoretical perspectives on how to direct agro-food economy toward sustainability and social justice. The 
course wants to stimulate students' participation in order to develop a comparative perspective at global level 
on these topics.
The second session aims at providing students with an overview of the last several decades of theoretical 
development in Development Studies leading up to, and including, a review of the concept of Sustainable 
Development. Throughout the course, student will review the main theoretical traditions of Development 
Sociology. As part of this review, the students will also review some of the main empirical examples used to 
debate these theories. The students will be encouraged to apply the theoretical material they master in this 
course to their own research interests.

 [到達目標]
Students participating in this course are expected to acquire the knowledge and skills necessary to analyse the 
complex and dynamic processes of sustainable development. It is our educational goal that participating 
students enhance their understanding and critical sense of reality of the ecological, economic, social and 
political systems from a multidimensional and multidisciplinary perspective.

 [授業計画と内容]
The first session (Prof. Maria Fonte, University of Naples, Italy) will review various practices, discourses and 
policies on sustainable development and transitions in the agro-food economy, with special attention to 
Europe, from rural sociology and/or economic geography approaches. 
1. Recent themes in the development of agriculture: quality turn, rural development, alternative food networks
2. How to conceptualize transitions: multi-level perspective, social practices and real utopias
3. Local Food in the transition: a real utopias project?
4. Democratising food: foodshed, food councils and new forms of governance

The second session (Prof. Raymond A. Jussaume Jr., Michigan State University, USA) consists of two parts. 
In the first part of the session, students will review the main theoretical traditions of development sociology, 
especially modernization theory, dependency theory, and world system theory. As part of this review, the 
students will also review some of the main empirical examples used to debate these theories. In the second 
part of the session, the students will be required to apply the concepts they have learned to their own 
empirical interests and to share these with other class participants.
1. Introduction: situating sustainability within development
2. Classical approaches to conceptualising development
3. Why does "underdevelopment" persist?

Comparative Development Studies(2)へ続く↓↓↓



Comparative Development Studies(2)

4. Planning and evaluating development strategies
5. Reprise: situating sustainability within development

 [履修要件]
There are no special requirements for this course. This course is designed for any and all students with an 
interest in international development, rural development and interdisciplinary approaches. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Grading will be done on the basis of attendance, class participation and a final presentation by each student.

 [教科書]
Readings will be made available through a Cloud system (e.g. Dropbox). See course schedule (t.b.a.) for a 
detailed reading list.

 [参考書等]
  （参考書）
Readings will be made available through a Cloud system (e.g. Dropbox). See course schedule (t.b.a.) for a 
detailed reading list.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Participating students will be assigned to read chapters of textbooks and relevant articles beforehand. Since 
classes are very interactive, well-preparation for each class is very important for students to participate in 
discussions. Also, at the end of the course students will be assigned to present their report on whatever 
relevant to the topics discussed in the classes.  

（その他（オフィスアワー等））
t.b.a.

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



大学院共通科目７３

授業科目名
　<英訳>

Introduction to East Asian Economies
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 経済学研究科 矢野　剛
非常勤講師 大西　広
非常勤講師 中野　有

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to East Asian Economies

 [授業の概要・目的]
East Asia has various types of economies, for example transitional economy, planning economy, 
development economy and market economy. By introducing these economies, we learn that we need various 
type of approach including Marxist economics, transitional economics, and development economics. 
Therefore, professors will not only introduce East Asian economies but also teach the basic points of such 
approaches.

 [到達目標]
It can be expected that participant students obtain basic knowledge and analytical framework to understand 
East Asian economies in the context of social sciences. 

 [授業計画と内容]
Professor Yano provides lectures on the following topics below. 
1)Macro view on Chinese Economy: Investment 
2)Modern Economic History in China 
3)Economic Reform in China 
4)Industrialization in China 
5)Transitional Economics as a framework to analyze China 

Professor Nakano provides lectures on the following topics below. 
6)East Asia from the US Viewpoint 
7)East Asia in International Organizations 
8)Cooperative security in East Asia: How to resolve the issue of North Korea 
9)A Grand Design for Northeast Asia: Multilateral: Cooperation and Physical Integration 

Emeritus Professor Onishi provides lectures on the following topics below. 
10)Similarity of the East Asian Three Countries 
11)Trend of Regional Disparity in China 
12)Present situation in other Asian Economies 
13)Economic History of Japan 
14)Marxist Economics as a framework to analyze Asia 
15) Majority-Minority Conflicts in China

 [履修要件]
特になし
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Introduction to East Asian Economies(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Check the understanding level by discussion in each lecture(50%) 
And by the final reports(50%)

 [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]
1. Participant students are supposed to check the contents of material for lecture before each round of lecture. 

2. Participant students are strongly recommended to prepare for report writing even during the period when 
lectures are conducted.

（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>

SocSci Research Methods in Education
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 河合　淳子

 

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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  SocSci Research Methods in Education

 [授業の概要・目的]
This course will examine various approaches and topics in the study of Japanese education, culture and 
society through reading sociological works on Japan. Education is a complex subject partly because everyone,
 having been educated, has a personal view about what education should be and should not be. However, 
generalizing from one's own experience can be dangerous. This is one of the reasons why sociological 
perspectives become important in the field of education. 

Students will also learn the nature, purposes and methods of social science research in the field of education 
and each students will experience a small-scale research project to explore practical aspects of what students 
have learnt in class.  Students will have opportunities to take a close look at what is happening and what has 
happened in Japanese education.

 [到達目標]
・To understand sociological perspectives in education and the importance of social science research in 
education 
・To gain knowledge of various research methods and to experience one of them
・To develop interests to participate in cooperative projects with members from various cultural background.
・To enable students to sharpen their skills in critical analysis through structured reading, discussion, written 
assignments and small scale research project.

 [授業計画と内容]
Course Overview 

1. Sociological perspectives on education (Week 1) 
What do we know about education of our own?  Do we really know about it?

2. The nature and purposes of social research in the field of education (Week 2-3) 

3. Investigation on Japanese education (Week 4-7) 
3-1: Condition of language education in Japan 
- Why do reforms return again and again?
3-2: Transition from schools to work
- Introduction of various approaches- Functionalist approach, 
Conflict theorist approach, and Micro-interactionism
3-3: Futoko (Truancy, Non-attendance) 
- Discourse analysis of educational problems
3-4: Life of adolescences - Roles of Japanese school clubs, functions and culture of cram schools, teacher-
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student relationship, relationship between schools and families. 

4. Research Planning: What are your research questions? (Week 8) 

5. Lecture: Introduction to Research Methods (Week 9-12) 
5-1: Modes of Inquiry- Quantitative Modes of Inquiry and Qualitative Modes of Inquiry 
5-2: Sampling Techniques 
5-3: Data Collection Techniques 
(1) Questionnaire (2) Observation (3) Interview 
5-4: Interpretations of Data 

6. Ethical issue in social research (Week 13) 

7. Presentation on your project (Week 14)

Feedback

 [履修要件]
Students are required to audit "Social Science Research Methods in Education I (Friday 3, 2016 Fall 
semester)" of Liberal Arts and General Education Courses.
全学共通科目「英語講義：教育調査方法I（後期、金３）」を聴講することを条件とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Participation to the group project and class activities (30%), short reports(30%), and Final report(40%). 
授業への参加（３０％）、課題レポート（３０％）、期末レポート（４０％）で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
Handouts will be distributed.
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
Reading assignments will be announced in class.　The following books are the examples that will be 
presented during the semester.   　　　　　　　　　　Fukuzawa, Rebecca E. and LeTendre, Gerald.  
Intense Years: How Japanese Adolescents Balance School, Family, and Friends, Taylor and Francis, 2001
Rohlen, Thomas and LeTendre, Gerald (eds.)  Teaching and Learning in Japan. Cambridge University Press, 
1998.
Readings for each week will be handed out in class. The following books will be our basic guides throughout 
the course. 
McMillan, James H. and Schumacher, Sally. Research in Education; A Conceptual Introduction, 5th edition, 
Addison Wesley Longman, Inc., 2001 Light, Richard J. et al. By Design: Planning Research on Higher 
Education. Cambridge,Mass: Harvard University Press, 1990. 
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Weiss, Robert S. Leaning from Strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies. New York: 
The Free Press, 1994. 
Mathews, Gordon and White, Bruce (eds.) Japan's Changing Generations: Are Young People Creating a New 
Society?, London and New York: Routledge Curzo, 2004 
Rohlen, Thomas and Bjork, Chris (eds.) Education and Training in Japan, Vol. III, Routledge, 1998  

 [授業外学習（予習・復習）等]
・Students are required to read through assigned readings and prepared for the discussions in each week. 
・Students are expected to actively participate in preparations for the small-scale group project. 

（その他（オフィスアワー等））
・Office hour by appointment
・We will conduct a small-scale group research project in the latter half of the course. Transportation fee, if 
necessary, should be covered by students. Enroll in Personal Accident Insurance for Students while Pursuing 
Education and Research. 
講義後半には小グループで簡単な実地調査に取り組む。旅費（交通費）が必要な場合、原則として
受講生の負担となります。学生教育研究災害傷害保険に各自加入しておくこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。


