
【　学部科目等履修生・学部聴講生　】 ※２０２１年３月９日現在（未更新のシラバスは掲載していません）

科目等履修生 学部聴講生

8202001 系共通科目(科学哲学)(講義) 2 前期 水 3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１
8204001 系共通科目(科学哲学)(講義) 2 後期 水 3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２
8206001 系共通科目(科学史I)(講義) 2 前期 水 2 瀬戸口明久 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系３
8208001 系共通科目(科学史II)(講義) 2 後期 水 2 瀬戸口明久 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系４
8231001 科学哲学科学史(特殊講義) 2 前期 木 2 平岡隆二 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系５
8231003 科学哲学科学史(特殊講義) 2 前期 金 2 伊勢田　哲治 日本語及び英語 ○ ○ 基礎現代文化学系６
8231004 科学哲学科学史(特殊講義) 2 後期 金 2 伊勢田　哲治 英語 ○ ○ 基礎現代文化学系７
8231007 科学哲学科学史(特殊講義) 2 前期集中 他 他 田中　泉吏 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系８
8241001 科学哲学科学史(演習) 2 前期 火 2 斎藤光 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系９
8241002 科学哲学科学史(演習) 2 後期 火 2 斎藤光 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１０
8241003 科学哲学科学史(演習) 2 前期 金 3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１１
8241004 科学哲学科学史(演習) 2 後期 金 3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１２
8241005 科学哲学科学史(演習) 2 前期 火 5 矢田部　俊介 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１３
8241006 科学哲学科学史(演習) 2 後期 火 5 矢田部　俊介 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１４
8407001 系共通科目(現代史学)(講義I) 2 前期 水 3 小野沢　透 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１５
8408001 系共通科目(現代史学)(講義II) 2 後期 水 3 塩出　浩之 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１６
8433001 現代史学(特殊講義) 2 後期 火 3 小野沢　透 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１７
8433003 現代史学(特殊講義) 2 後期 月 5 石井　香江 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１８
8433004 現代史学(特殊講義) 2 前期 水 3 藤原　辰史 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１９
8433005 現代史学(特殊講義) 2 後期 水 3 藤原　辰史 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２０
8433006 現代史学(特殊講義) 2 前期 水 2 髙木　博志 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２１
8433007 現代史学(特殊講義) 2 後期 水 2 髙木　博志 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２２
8433008 現代史学(特殊講義) 2 前期 月 2 石川　禎浩 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２３
8433009 現代史学(特殊講義) 2 後期 月 2 石川　禎浩 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２４
8433018 現代史学(特殊講義) 2 後期 木 4 水谷　智 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２５

シラバス連番講義コード 講義科目名 単位 開講期 曜日１ 時限1 曜日２ 時限２ 担当教員名 使用言語
履修・聴講可否
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基礎現代文化学系１

科目ナンバリング 　U-LET32 28202 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(科学哲学)(講義)
Philosophy of Science (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学入門（上）

 [授業の概要・目的]
科学哲学は「哲学」という視点から「科学」に切り込む分野である。本講義では、多様化のすすむ
科学哲学のさまざまな研究領域を紹介し、受講者が自分の関心に応じて今後掘り下げていけるよう
な「入り口」を提供する。 前期の講義においては、科学とはなにかという問題、科学的推論や科学
的説明をめぐる問題を、科学全体に関わるテーマと個別の領域に関わるテーマに分けて論じる。

 [到達目標]
科学とは何か、科学的推論とは何か、科学的説明は何か、といった問題について、科学哲学の基礎
的な概念と考え方を理解し、それを適切に科学の具体的事例に適用できるようになる。

 [授業計画と内容]
1 科学とは何か (4回）
2 科学的推論　(4回)
3 個別科学における科学的推論(2回）
4 科学的説明（2回）
5 個別科学における科学的説明（2回）

フィードバック（1回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
2回のレポート(各50%)で評価を行う。評価は到達目標の達成度にもとづいて行う。
1回でもレポートをさぼると不可となるので注意されたい。

 [教科書]
サミール・オカーシャ 『科学哲学』（岩波書店）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は各授業前にテキストの該当箇所を読むことが期待されている。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:00-16:30 （オンライン授業となった場合は設けない）.
開講形態は対面式を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況に応じて、オンデマンド授業
やリアルタイムのハイブリッド授業となることもありうる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２

科目ナンバリング 　U-LET32 28204 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(科学哲学)(講義)
Philosophy of Science (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学入門（下）

 [授業の概要・目的]
科学哲学は「哲学」という視点から「科学」に切り込む分野である。本講義では、多様化のすすむ
科学哲学のさまざまな研究領域を紹介し、受講者が自分の関心に応じて今後掘り下げていけるよう
な「入り口」を提供する。 後期の授業では科学的実在論や科学の変化、科学と価値などのテーマを
順にとりあげ、関連する個別科学におけるテーマも検討する。

 [到達目標]
科学における実在の問題とは何か、科学はどのように変化するか、科学と価値の関係はどうなって
いるか、といった問題について、科学哲学の基礎的な概念と考え方を理解し、それを適切に科学の
具体的事例に適用できるようになる。

 [授業計画と内容]
1 実在論と反実在論(３回）
2 個別科学における実在論問題（3回）
3 科学の変化と科学革命（3回）
4 個別科学における変化の問題（2回）
5 科学と価値（３回）

フィードバック（１回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
2回のレポート(各50%)で評価を行う。評価は到達目標の達成度にもとづいて行う。
1回でもレポートをさぼると不可となるので注意されたい。

 [教科書]
サミール・オカーシャ 『科学哲学』（岩波書店）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は各授業前にテキストの該当箇所を読むことが期待されている。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:00-16:30 （オンライン授業となった場合は設けない）.
開講形態は対面式を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況に応じて、オンデマンド授業
やリアルタイムのハイブリッド授業となることもありうる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系３

科目ナンバリング 　U-LET32 18206 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(科学史I)(講義)
History of Science (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 瀬戸口　明久

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門１（生命の科学技術史）

 [授業の概要・目的]
科学とはどのような営みなのだろうか。このような問いについて、歴史的なアプローチを通じて考
えようとするのが科学史という分野である。この講義では、これまで科学史がどのような科学像を
提示してきたのか振り返り、現在の科学技術のあり方について考えることを目的とする。前半では
おもに物理学史を専門とする論者をあつかうが、後半では生命科学の論者を取り上げる。

 [到達目標]
- 科学とは何か、これまでの科学史を踏まえて考えられるようになる。
- 科学技術についてユニークな視点を持つテキストをきちんと読み通して深く考えてみる。

 [授業計画と内容]
I　科学とは何か：科学史と科学革命（1回）
II　科学史とは何か（4回）
　１．パラダイム：クーン
　２．ビッグ・サイエンス：プライス
　３．実験室化する世界：ハッキング
III．日本の科学史（4回）
　１．科学の体制化：武谷三男 vs. 廣重徹
　２．反科学論：柴谷篤弘 vs. 坂本賢三
IV．生命の科学史（4回）
　１，生命倫理の登場
　２．メタ・バイオエシックス
まとめ：科学技術社会における生命（1回）
フィードバック（1回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（講義後の小課題）（50％）とレポート2回（50％）

系共通科目(科学史I)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(科学史I)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
金森修・塚原東吾編 『科学技術をめぐる抗争』（岩波書店）ISBN:9784000270342

 [授業外学修（予習・復習）等]
適宜、参考資料を配付する（PandAを利用する）ので、レポート作成の際などに読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系４

科目ナンバリング 　U-LET32 18208 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(科学史II)(講義)
History of Science (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 瀬戸口　明久

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門２（環境の科学技術史）

 [授業の概要・目的]
この講義では、現代の科学技術にかかわる諸問題について歴史的な視点から考えていく。とくに注
目するのは環境をめぐる科学技術である。歴史の役割は、現在の諸問題への解を与えるのではなく、
現在をまったく違う視点から考えられるようになることである。この授業では、長期的なスパンで
環境の科学技術史を見ていくことで、自然と人間の関係について考え直すための視座を提供したい。

 [到達目標]
- 科学史を通じて、これまでとは異なる視点から現在の科学技術について考えることができるよう
になる。
- 科学技術についてユニークな視点を持つテキストをきちんと読み通して深く考えてみる。

 [授業計画と内容]
I　自然と人間の科学技術史（1回）
II　災害と科学技術（7回）
　１．病気の科学技術史
　２．3.11の科学技術史
　３．害虫の科学技術史
　４．自動車の科学技術史
III　環境と科学技術（5回）
　１．石炭の科学技術史
　２．鉄道の科学技術史
　３．野生生物の科学技術史
まとめ：科学技術社会における環境（1回）
フィードバック（1回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（講義後の小課題）（50％）とレポート2回（50％）

系共通科目(科学史II)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(科学史II)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
適宜、参考資料を配付する（PandAを利用する）ので、レポート作成の際などに読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系５

科目ナンバリング 　U-LET32 28231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(特殊講義)
Philosophy and History of Science (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 平岡　隆二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東西宇宙観の出会いと交流

 [授業の概要・目的]
近世日本に伝来した西洋と中国の天文学・宇宙論知識をとりあげ、その理解や利用のあり方を考察
することにより、科学史・東西交流史についての理解を深める。後半には、京大が所蔵する関連史
料の実地調査に参加し、その整理や取り扱いの方法を学ぶ。

 [到達目標]
現代とは異なる自然認識とその利用のあり方を、具体的な史料に即して理解する能力を養う。また
その特質と意義を、当時の文脈を踏まえつつ俯瞰的に説明する能力を養う。

 [授業計画と内容]
１．本授業の位置づけ
２・３．近世日本天文学とその史料
４・５．キリシタンと科学伝来
６・７．西学書の舶載と影響
８・９．江戸後期の天文暦学と蘭学
１０～１４．京大所蔵史料の調査・整理
１５．フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点と期末レポート。レポートはこの授業に関連する史料や研究にもとづいて作成すること。

 [教科書]
使用せず、プリント・PDFを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
渡辺敏夫 『近世日本天文学史』（恒星社厚生閣）

  （関連ＵＲＬ）
http://hiraoka.zinbun.kyoto-u.ac.jp/

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で紹介する参考文献を読み、理解・関心を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業の実施形態（対面・オンライン・実地調査等）について、随時最新情報を確認しておくこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系６

科目ナンバリング 　U-LET32 28231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(特殊講義)
Philosophy and History of Science (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  科学哲学入門上級 Advanced Introduction to Philosophy of Science

 [授業の概要・目的]
この特殊講義においては科学哲学の古典的な論文や基礎的な論文を中心とした講義を通して、科学
哲学という分野に入門することをめざします。具体的には、前半ではヘンペル、キッチャー、ファ
ン＝フラーセン、ファインらの古典的な論文を核として、その背景についてレクチャーを行います。
後半では、近年注目を集める研究領域からいくつかをピックアップし、関連する基礎文献をリーデ
ィングとしつつ、背景や現在の諸問題との関わり（特に日本という文脈での含意）についてレクチ
ャーを行います。こうした文献の読解とレクチャーを通して、科学哲学という分野の広がりを知っ
てもらうことがこの授業のねらいです。

The aim of this special lecture is to introduce the participants into the field of philosophy of science through 
lectures focusing on classic and basic papers in the field. More concretely, In the first half of the class, we 
read classic papers of Hempel, Kitcher, van Fraassen, Fine and others. Lectures on the background of the 
papers will be given. In the latter half of the class, we pick up several areas in philosophy of science that 
attract attention recently. We read related basic literature and there will be lectures on the background, 
relationship with contemporary issues (especially implications in Japanese context) of the readings. Through 
such readings and lectures, this class try to show the breadth of the field of philosophy of science. 

 [到達目標]
科学哲学という分野の主要な課題を説明できるようになる。科学哲学の考え方を現在のさまざまな
問題と結びつけることができるようになる。
To be able to explain the historical background and basic issues of the field of philosophy of science. To be 
able to connect ideas in philosophy of science to various contemporary issues.

 [授業計画と内容]
授業は日本語と英語で行われます。

第一部　科学哲学の古典的諸問題
１科学的説明（4週）
２科学的実在論（3週）

第二部　科学哲学のさまざまな基礎的課題
３　統計の哲学　（3週）
４　フェミニスト科学哲学（2週）
５　科学的理解（2週）

まとめ(1週）
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The lectures will be given both in Japanese and English.

Part I Classical Issues of Philosophy of Science
1. Scientific Explanation (3 weeks)
2. Scientific Realism (3 weeks)

Part II Various Basic Issues in Philosophy of Science
3 Philosophy of Statistics (3 weeks)
4 Feminist Philosophy of Science (3 weeks)
5 Scientific Understanding (2 weeks)

Wrap up (1 week)

 [履修要件]
特に履修要件はもうけないが、科学哲学の基礎的事項については知っているものという前提で授業
が行われる。最低限オカーシャ『科学哲学』（岩波書店）は全体を読み理解しておくことが望まし
い。

No background is required, but if you are not familiar with philosophy of science ingeneral, please read some 
introductory book by yourself. Okasha's introductory book (Philosophy of Science: A Very Short 
Introduction) is recommended.

 [成績評価の方法・観点]
二回のレポートで評価を行う(各50%)。評価は、授業内容を理解できていること、またその理解し
た内容を適切に活用して具体例が分析できていること、という視点から行う。

The evaluation will be based on two papers (50% each). The points of view of the evaluation are the 
understanding of the content of the class and appropriate application of the understanding to concrete cases.

 [教科書]
前半については以下の書籍から関連箇所を授業内で配布。後半については別途指示する
Martin Curd et al. eds. (2013) Philosophy of Science: The Central Issues, Second edition. Norton.

For the first half of the class, relevant parts of the following book will be distributed in the class. Readings for 
the latter half will be assigned in the class.
Martin Curd et al. eds. (2013) Philosophy of Science: The Central Issues, Second edition. Norton.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
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 [授業外学修（予習・復習）等]
宿題となったリーディングは事前に読み、クラスディスカッションに参加できるようにしておくこ
とを求めます。
Participants are expected to read the assigned reading before each class to be able to take part in the class 
discussion.

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:00-16:30 （オンライン授業となった場合は設けない）.
開講形態は対面式を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況に応じて、オンデマンドとリ
アルタイムを組み合わせたオンライン授業やハイブリッド授業となることもありうる。
Office Hour will be on Fridays 15:00-16:30 (If the class goes to online, there will be no office hours).
The current plan is that the class meets in a face-to-face manner, but the plan may be changed to an online 
style or hybrid style where on-demand lectures and real-time discussions are used, depending on the situation 
with COVID-19.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系７

科目ナンバリング 　U-LET32 28231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(特殊講義)
Philosophy and History of Science (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  哲学の方法論  Philosophical Methodology

 [授業の概要・目的]
現在、英米の哲学を中心として、哲学の方法論を問い直す動きが盛んである。これまで分析系の哲
学で当然のツールとされてきた概念分析や直観の使用が再検討の対象となり、経験科学の知見や手
法を哲学の中に取り入れる動きも大きくなっている。この授業では、哲学の方法論の再検討の現状
を知り、いかにして哲学するかという問題についてあらためて考えたい。
There is a recent trend in philosophy, especially within the Anglo-American tradition, that reexamines the 
methodology of philosophy. The taken-for-granted tools in analytic philosophy, such as conceptual analysis 
and use of intuition have been the subject of re-examination, and more and more insights and methods in 
empirical sciences are incorporated into philosophy. We come to know the present state of reexamination of 
philosophical methodology in this class, and reconsider how we do philosophy.

 [到達目標]
哲学の方法論について、これまでどのような方法論が用いられてきたか、また方法論について現在
どのような提案が行われているかを理解し、さまざまな立場に対して批判的な検討ができるように
なる。 
To understand what kind of philosophical methodology has been used, and what kind of proposals are made 
recently on that issue; to acquire the ability to examine various positions critically.

 [授業計画と内容]
第一部　歴史的背景 Part 1 historical background
1論理経験主義 logical empiricism
2 日常言語アプローチ　ordinary language approach
3 ウィトゲンシュタインのデフレ主義　Wittgenstein's deflationism 
4哲学的自然主義 philosophical nauralism
第二部　伝統的方法論の再検討 reexamination of traditional methodology
5 反照的均衡 reflective equilibrium
6 概念分析 conceptual analysis
7 直観 intuition 
8 想像可能性 conceivability
第三部　近年の展開
9 モデリング modeling
10 実験哲学 experimental philosophy
11 脳神経科学と哲学 neuroscience and philosophy
12 言語学と哲学の方法論 methodology in linguistics and philosophy
13 文学・映画の哲学の方法論 methods in philosophy of literature and film
14 フェミニズム feminism
15まとめ wrap-up
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 [履修要件]
特に履修要件はもうけないが、科学哲学の基礎的事項については知っているものという前提で授業
が行われる。最低限オカーシャ『科学哲学』（岩波書店）は全体を読み理解しておくことが望まし
い。 
No background is required, but if you are not familiar with philosophy of science in general, please read some 
introductory book by yourself. Okasha's introductory book (Philosophy of Science: A Very Short 
Introduction) is recommended. 

 [成績評価の方法・観点]
二回のレポートで評価を行う(各50%)。評価は授業内容をどの程度理解できているか、またその理
解した内容をどの程度活用して具体例が分析できているか、という視点から行う。 
The evaluation will be based on two papers (50% each). The points of view of the evaluation are the 
understanding of the content of the class and appropriate application of the understanding to concrete cases.

 [教科書]
主に以下の書籍からリーディングとして使用する部分を授業内で配布
Cappelen, H., Gendler, T.S. and Hawthorne, J., eds. (2016) The Oxford Handbook of Philosophical 
Methodology. Oxford University Press.

Most of the readings are from the following book and will be distributed in the class.
Cappelen, H., Gendler, T.S. and Hawthorne, J., eds. (2016) The Oxford Handbook of Philosophical 
Methodology. Oxford University Press.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
宿題となったリーディングは事前に読み、クラスディスカッションに参加できるようにしておくこ
とを求める。
Participants are expected to read the assigned reading before each class to be able to take part in the class 
discussion.

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:00-16:30 （オンライン授業となった場合は設けない）.
開講形態は対面式を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況に応じて、オンデマンドとリ
アルタイムを組み合わせたオンライン授業やハイブリッド授業となることもありうる。
Office Hour will be on Fridays 15:00-16:30 (If the class goes to online, there will be no office hours).
The current plan is that the class meets in a face-to-face manner, but the plan may be changed to an online 
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style or hybrid style where on-demand lectures and real-time discussions are used, depending on the situation 
with COVID-19.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系８

科目ナンバリング 　U-LET32 28231 LJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(特殊講義)
Philosophy and History of Science (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 慶應義塾大学文学部　准教授 田中　泉吏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2021・
  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  歴史的かつ社会的な産物としての心

 [授業の概要・目的]
私たちの心は（広い意味で）歴史的かつ社会的な産物である。歴史的な産物であるというのは、私
たちの心が生物学的な進化過程の結果であるということに加えて、文化的な進化過程、そして（独
特な）発達過程の結果であるという意味である。さらに、これらの過程のいずれにおいても、すぐ
れて社会的な動物である人類においては、個体間の社会的相互作用が重大な要因としてかかわって
いる。この授業ではこうした観点から、縦糸としての歴史と横糸としての社会がどのように絡み合
って私たちの心を織りなしているのかを、関連する科学分野の知見を参照しながら、丁寧に解きほ
ぐしていく予定である。

 [到達目標]
１）関連する科学分野の知見を批判的に検討する。
２）関連する科学分野の知見を総合して、人間の心を包括的に理解する。
３）歴史的・社会的な視点が哲学においてどのような重要性をもつのかについて確認する。

 [授業計画と内容]
1.イントロダクション
2.生物学・心理学の哲学概説
3.社会的な知性とモジュール的な心
4.協力的採食と社会的学習
5.第1回フィードバック
6.社会的学習とその進化
7.現代人的行動の謎とネアンデルタール人絶滅の謎
8.繁殖協力とおばあちゃん仮説
9.狩猟と協力複合体
10.第2回フィードバック
11.コミットメント
12.感情
13.情報共有とコミュニケーション
14.道徳的な心
15.第3回フィードバック

 [履修要件]
特になし
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 [成績評価の方法・観点]
授業内の課題（全3回）によって評価します。

 [教科書]
使用しない
スライド資料を配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
キム・ステレルニー 『進化の弟子』（勁草書房,2013年）ISBN:978-4-326-19964-8
その他、授業中にも適宜紹介します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
必要に応じて授業中に指示します。

（その他（オフィスアワー等））
オンデマンド（資料配布・課題提示型）授業です。課題の締め切りおよびフィードバックのタイミ
ングについては適宜お知らせします。フィードバックは、いくつかの解答例を匿名で紹介し、コメ
ントをつけるという形で行う予定です。連絡方法については授業開始時にお知らせします。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系９

科目ナンバリング 　U-LET32 28241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(演習)
Philosophy and History of Science (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都精華大学　　　　　　　　　
ポピュラーカルチャー学部 教授 斎藤　光

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  日本語文化圏における進化論の移入と展開

 [授業の概要・目的]
　進化論の出発点をどこに置くかは議論の余地がある。ここでは仮に『種の起原』の初版が出版さ
れた1859年をスタート地点としておこう。そのうえで、ダーウィンによって大きく問題提起された
進化論が、日本語文化圏に移入され展開していく過程で、日本語文化圏の諸思想とどのように交絡
したか、また、「進化論」自体が日本語文化圏の一思想としてどのような位置と形態を持ったかを
考えてゆく。 
　昨年翻訳出版された、クリントン・ゴダール著、碧海寿広訳の『ダーウィン、仏教、神 　―　近
代日本の進化論と宗教』をメインテキストとして精読し、関連の一次資料や二次文献をサブテキス
トとして使用して、より広く立体的な理解を測るように演習を進めていく予定である。 
　基本的には、「科学」という自然についての理解や説明が、どのように非自然領域にも影響し浸
透するか。「科学」が諸「思想」や諸「宗教」とどのように交差するか、また、日本語文化圏にお
いては、「進化論にどのような特質がみられるか、といったことに関して、一定の了解するための
図式を手にすることを演習の目的としたい。 
 

 [到達目標]
①テキストの内容を、そのテキストが含まれた文脈をも理解したうえで、より正確に縮約要約でき
るようになる。 
②「科学」の位置とその影響について理解し説明できるようになる。 
③「進化論」の内容やその歴史的多様性、また、現在の「進化論」の形を理解し説明できるように
なる。 
④「進化論」と諸「思想」や諸「宗教」との交差と交絡を理解し説明できるようになる。 

 [授業計画と内容]
第1回：ガイダンスとイントロダクション（必ず出席ください） 
　演習担当者が整理した、「科学」「技術」「科学技術」について概説し、さらに「生物学」の出
現と意味、また、「進化論」の位置を説明する。そのうえで、演習の進め方を提案し、テキスト担
当者を決める。演習参加者の人数が少ない場合は、複数回担当することがあり、また、多い場合（
13人以上）は、サブテキストを適宜使用し担当してもらう。 
第2回～第14回：『ダーウィン、仏教、神 　―　近代日本の進化論と宗教』を読む 
　『ダーウィン、仏教、神 　―　近代日本の進化論と宗教』をメインテキストとして精読し、関連
する一次資料や二次文献をサブテキストとして検討してゆく。毎回のテキスト担当者は、レジュメ
を用意してテキストの内容について解説検討批判する。また、論点となる要素を摘出し提示する。
その後、参加者で相互に議論／ディスカッションする。 
第15回：まとめ 
　『ダーウィン、仏教、神 　―　近代日本の進化論と宗教』を基軸としつつ、日本語文化圏におけ
る進化論の展開拡散についてまとめ、今後考えるべき課題や疑問点問題点を整理する。
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 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
　テキストの担当部分の報告等；40％、議論やディスカッションへの積極的参加；15％、演習を踏
まえての最終レポート提出；45％

 [教科書]
授業中に指示する
授業で使用するテキストは，担当教員が用意して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業中に紹介する．

 [授業外学修（予習・復習）等]
演習スタート後の予習復習に関しては、そのつど指示する予定である。 
 

（その他（オフィスアワー等））
　演習がスタートするまでに、ピーター・J・ボウラー著、鈴木善次他訳『進化思想の歴史（上・
下）』（朝日新聞社（朝日選書）、1987年）にざっと目を通しておくのが望ましい。 
　やや異端的であるが、ライアン・フランク著、夏目大訳『破壊する創造者』（早川書房（ハヤカ
ワ文庫NF）、2014年）も、視野を広げるうえでは有益である。 
　ダーウィンの著作では、『種の起原』（初版）の翻訳と『ダーウィン自伝』の翻訳を読んでおく
とさらに良い。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１０

科目ナンバリング 　U-LET32 28241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(演習)
Philosophy and History of Science (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

京都精華大学　　　　　　　　　
ポピュラーカルチャー学部 教授 斎藤　光

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目
人間個体／個人の「性」（セクシュアリティ）の「科学」的「医学」的記述解析（セク
ソロジー）の展開を学ぶ  

 [授業の概要・目的]
　セクソロジーは、19世紀末に出現したが、明確なディスプリンとして確立したかどうかに関して、
議論がある分野である。特に日本においては、性科学という訳語があるとはいえ、独立した分野と
して展開しているとは言えない状況である。しかし、性科学≒セクソロジー由来の概念は、日本語
文化圏の中で、使用され、他者や自らを記述し、説明する語彙として重要性があるものも少なくな
い。 
　この演習では、そうしたセクソロジーをスタートさせた人物についての批判的研究を精読する。 
　メインテキストとしては、以下の2冊を考えている。両方、または、どちらか一方を読み進めな
がら、関連の一次資料や二次文献をサブテキストとして使用して、より広く立体的な理解を測るよ
うに演習を進めていく予定である。 
　基本的には、「科学」という自然についての理解や説明が、他者や主体を記述し、また、把握す
る語彙や図式としていかに拡散し浸透していくのか、ということに関する、図式を手にすることを
演習の目的としたい。 

①Harry Oosterhuis, Stepchildren of nature : Krafft-Ebing, psychiatry, and the making of sexual identity. 
University of Chicago Press, 2000. 
②Elena Mancini, Magnus Hirschfeld and the quest for sexual freedom : a history of the first international 
sexual freedom movement. Palgrave Scholarly Books, 2015（2010）. 
 

 [到達目標]
①テキストの内容を、そのテキストが含まれた文脈をも理解したうえで、より正確に縮約要約でき
るようになる。 
②「科学」の位置とその影響について理解し説明できるようになる。 
③セクソロジーや性科学の内容やその歴史的展開を理解し説明できるようになる。 
④セクソロジーや性科学の社会や文化との交差と交絡を理解し説明できるようになる。 

 [授業計画と内容]
第1回：ガイダンスとイントロダクション（必ず出席ください） 
　演習担当者が整理した、「科学」「技術」「科学技術」について概説し、さらに「生物学」の出
現と意味、医学の生物学化、および、個体の性の対象化について簡単に説明する。そのうえで、演
習の進め方を提案し、テキスト担当者を決める。演習参加者の人数が少ない場合は、複数回担当す
ることがあり、また、多い場合（13人以上）は、サブテキストを適宜使用し担当してもらう。 
第2回～第14回：上述のメインテキストのいずれか、または、両者を読む 
　上述のメインテキストを精読し、関連する一次資料や二次文献をサブテキストとして、セクソロ
ジーや性科学について検討してゆく。毎回のテキスト担当者は、レジュメを用意してテキストの内
容について解説検討批判する。また、論点となる要素を摘出し提示する。その後、参加者で相互に
議論／ディスカッションする。 

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

第15回：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
　テキストの担当部分の報告等；40％、議論やディスカッションへの積極的参加；15％、演習を踏
まえての最終レポート提出；45％

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
　事前の予習は必要ない。 
　演習スタート後の予習復習に関しては、そのつど指示する予定である。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１１

科目ナンバリング 　U-LET32 28241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(演習)
Philosophy and History of Science (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メイヨーの統計学の哲学 Mayo's philosophy of statistics

 [授業の概要・目的]
統計学の方法論は現在非常に関心を集める話題となっている。古典統計学における有意性検定が批
判の対象となり、対案としてのベイズ統計に注目があつまっている。デボラ・メイヨーは錯誤統計
学という独自の科学方法論の立場から、統計学の哲学においても独自の議論を展開している。今回
の演習ではメイヨーの近著を手がかりに、メイヨーの考えを理解することを目的とする。

The methodology of statistics is currently a hot topic; the significance test in classical statistics is criticized 
and Bayesian statistics as an alternative attracts a wide attention. Mayo develops a unique position in 
philosophy of statistics from her own scientific methodology called error statistics. In this class we use Mayo'
s recent book to understand her ideas.

 [到達目標]
Mayo の統計学の哲学に関する考え方を理解し、批判的に検討できるようになる。
To understand Mayo's ideas on philosophy of statistics, and to be able to examine her position critically. 

 [授業計画と内容]
以下のテキストを輪読形式で読み、内容についてディスカッションを行う。
Mayo, D.G. (2018) Statistical Inference as Severe Testing : How to Get Beyond the Statistics Wars. 
Cambridge University Press.

基本的に一回の授業でテキスト15ページ程度を読み、それについてディスカッションする形ですす
める。学生は一人ないし複数で一回の発表を担当する（担当者は事前に決めておく）。

授業の進行は以下のとおり

イントロダクション(1回）
学生による発表担当（13回）
まとめ(1回）

We read the following book by turns, and discuss the content.
Mayo, D.G. (2018) Statistical Inference as Severe Testing : How to Get Beyond the Statistics Wars. 
Cambridge University Press.
The basic format of the class is as follows: we read approximately 15 pages of the reading in one meeting, 
and have some discussion. A student (or a team of students) is responsible for a presentation that introduces 
the reading to the meeting (the assignment is done beforehand).

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

The class structure is:
Introduction (1 meeting)
Student presentations (13 meetings)
wrap-up (1 meeting)

 [履修要件]
特に履修要件はもうけないが、科学哲学の基礎的事項については知っているものという前提で授業
が行われる。最低限オカーシャ『科学哲学』（岩波書店）は全体を読み理解しておくことが望まし
い。 
No background is required, but if you are not familiar with philosophy of science in general, please read some 
introductory book by yourself. Okasha's introductory book (Philosophy of Science: A Very Short 
Introduction) is recommended. 

 [成績評価の方法・観点]
発表の担当と期末のレポートを各５０％で評価する。
発表については担当した箇所を正しく理解し、適切に紹介できているか、レポートについては、レ
ポートのテーマとして選んだ箇所を理解し、適切に批判的な検討を行えているかどうかが評価基準
になる。
The evaluation will be based on the class presentation(s) and the final paper (50% each). The points of view 
of the evaluation are: correct understanding of the assigned part and its appropriate introduction for class 
presentation(s), and correct understanding of the chosen part and its appropriate critical examination for the 
final paper.

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた著作から使用する部分を授業内で配布
relevant parts of the above-mentioned book will be distributed in the class 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
参加者全員が事前に授業で扱う箇所のリーディングに事前に目を通す。担当者は担当箇所の内容を
まとめたA4数ページ程度の資料を事前に準備する。 
All the participants are expected to read the assigned reading before each class. The presenter prepares a 
several A4 pages of handout that summarizes the assigned part before the class.

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:00-16:30 （オンライン授業となった場合は設けない）.

科学哲学科学史(演習)(3)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(3)

開講形態は対面式を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況に応じて、オンデマンドとリ
アルタイムを組み合わせたオンライン授業やハイブリッド授業となることもありうる。
Office Hour will be on Fridays 15:00-16:30 (If the class goes to online, there will be no office hours).
The current plan is that the class meets in a face-to-face manner, but the plan may be changed to an online 
style or hybrid style, depending on the situation with COVID-19.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１２

科目ナンバリング 　U-LET32 28241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(演習)
Philosophy and History of Science (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  時空の哲学 Philosophy of space and time

 [授業の概要・目的]
時空の哲学は物理学の哲学の伝統的なテーマの一つである。このテーマを本格的に研究するならば
一般相対性理論などについての専門的な知識が必要となるが、入門的なテキストからでもある程度
この分野の基本的な問題について知ることができる。この授業ではティム・モードリンの教科書を
使って時空の哲学の理解を目指す。

Philosophy of space and time is one of the traditional themes in philosophy of physics. Even though 
professional knowledge in general theory of relativity is required for conducting serious research in this field, 
an introductory textbook suffices to have basic understanding of what are the main issues here. In this class 
we use Tim Maudlin's textbook for such basic understanding of philosophy of space and time.

 [到達目標]
時空の哲学において何が論じられているかを理解し、主要な立場を批判的に検討できるようになる。

To understand what are the issues discussed in philosophy of space and time, and to be able to examine main 
positions critically. 

 [授業計画と内容]
以下のテキストを輪読形式で読み、内容についてディスカッションを行う。
Maudlin, T. (2012) Philosophy of Physics: Space and Time. Princeton University Press.

基本的に一回の授業でテキスト15ページ程度を読み、それについてディスカッションする形ですす
める。学生は一人ないし複数で一回の発表を担当する（担当者は事前に決めておく）。

授業の進行は以下のとおり

イントロダクション(1回）
学生による発表担当（13回）
まとめ(1回）

We read the following book by turns, and discuss the content.
Maudlin, T. (2012) Philosophy of Physics: Space and Time. Princeton University Press.

The basic format of the class is as follows: we read approximately 15 pages of the reading in one meeting, 
and have some discussion. A student (or a team of students) is responsible for a presentation that introduces 
the reading to the meeting (the assignment is done beforehand).

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

The class structure is:
Introduction (1 meeting)
Student presentations (13 meetings)
wrap-up (1 meeting)

 [履修要件]
特に履修要件はもうけないが、科学哲学の基礎的事項については知っているものという前提で授業
が行われる。最低限オカーシャ『科学哲学』（岩波書店）は全体を読み理解しておくことが望まし
い。 
No background is required, but if you are not familiar with philosophy of science in general, please read some 
introductory book by yourself. Okasha's introductory book (Philosophy of Science: A Very Short 
Introduction) is recommended. 

 [成績評価の方法・観点]
発表の担当と期末のレポートを各５０％で評価する。
発表については担当した箇所を正しく理解し、適切に紹介できているか、レポートについては、レ
ポートのテーマとして選んだ箇所を理解し、適切に批判的な検討を行えているかどうかが評価基準
になる。
The evaluation will be based on the class presentation(s) and the final paper (50% each). The points of view 
of the evaluation are: correct understanding of the assigned part and its appropriate introduction for class 
presentation(s), and correct understanding of the chosen part and its appropriate critical examination for the 
final paper.

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた著作から使用する部分を授業内で配布
relevant parts of the above-mentioned book will be distributed in the class 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
参加者全員が事前に授業で扱う箇所のリーディングに事前に目を通す。担当者は担当箇所の内容を
まとめたA4数ページ程度の資料を事前に準備する。 
All the participants are expected to read the assigned reading before each class. The presenter prepares a 
several A4 pages of handout that summarizes the assigned part before the class.

科学哲学科学史(演習)(3)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(3)

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:00-16:30 （オンライン授業となった場合は設けない）.
開講形態は対面式を予定しているが、新型コロナウィルスの感染状況に応じて、オンデマンドとリ
アルタイムを組み合わせたオンライン授業やハイブリッド授業となることもありうる。
Office Hour will be on Fridays 15:00-16:30 (If the class goes to online, there will be no office hours).
The current plan is that the class meets in a face-to-face manner, but the plan may be changed to an online 
style or hybrid style, depending on the situation with COVID-19.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１３

科目ナンバリング 　U-LET32 28241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(演習)
Philosophy and History of Science (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学１

 [授業の概要・目的]
本授業の最終的な目標は、受講者が論理的で明晰な思考に慣れ、何かを主張する際にはその主張が
どのような根拠に基づいているかを明確化し、抜けも漏れもない論証ができるようになることであ
る。そのための練習の題材としては、哲学的論理学、そのなかでも 「論理とは何か」という問題を
とりあげる。我々は日常、推論を行い、そして「論理的」という言葉をよく使う。もちろん「論理
的」であることが要求される。 しかし、「論理」とはいったい何だろうか。日頃、無反省に、知っ
ているつもりで使っている概念の意味を問い直すのは、哲学の重要な仕事の一つである。
本演習では、数学における定理の証明がシミュレートできる、「論理」と呼ばれうるような、記号
を処理する体系（「形式的体系」）を紹介する。 具体的には、最小述語論理の自然演繹の体系の解
説と問題演習を行う。

 [到達目標]
最小述語論理の自然演繹で、基本的な演習問題が解けるようになる。このことを通し、形式的体系
における演繹がどのように進むのかを理解し、同時に日常的な推論がどのように形式的体系におい
てシミュレートされるのかを理解する。

 [授業計画と内容]
最小述語論理は、論理結合子の導入規則と除去規則のみを持つ、基本的な論理体系の一つである。
前期の前半は、まず最小述語論理の自然演繹の体系を紹介する。問題演習を通じ、各自が自然演繹
の証明が出来るようになることが目標である。また、後半には、最小論理上で算術の体系「最小算
術Q」を例に、数学における多くの証明が最小論理で遂行可能であることを示す。同時に、原始再
帰法など計算の基本概念を紹介する。

具体的な授業計画は以下の通り。
①論理学とは何をする学問か
②形式言語
③最小命題論理の⇒-導入規則および除去規則
④最小命題論理の∧、∨-導入規則および除去規則
⑤最小命題論理の問題演習
⑥遠回りのない証明
⑦量化子と最小述語論理
⑧最小述語論理の∀-導入規則及び除去規則
⑨最小述語論理の∃-導入規則及び除去規則
⑩最小述語論理の問題演習
⑪形式的な自然数論
⑫原始再帰的関数と"2+2=4"の証明
⑬再帰関数の数値的表現可能性
⑭総合演習
⑮形式的な論理学と言語の哲学

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う。

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
戸次大介 『数理論理学』（東大出版会）
小野寛晰 『情報科学における論理』（日本評論社）
Dag Prawitz  『Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study』

 [授業外学修（予習・復習）等]
ハンドアウトなどの授業資料は毎回、事前（1~2日前）にwebsite （上記の授業Blog）にアップする。

学生は、授業前に資料にざっと目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
形式的な体系を理解するためには、まず手を動かして練習問題の証明をやってみよう。記号の意味
は何か、と考えるのはそれから。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容

③実務経験を活かした実践的な授業の内容



基礎現代文化学系１４

科目ナンバリング 　U-LET32 28241 SJ34　

授業科目名
　<英訳>

科学哲学科学史(演習)
Philosophy and History of Science (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学２

 [授業の概要・目的]
我々は日常的に推論を行う。また「論理的」という言葉をよく使う。哲学においてももちろん「論
理的」であるこ とが要求される。 しかし、「論理」とはいったい何だろうか。日頃、無反省に、
知っているつもりで使っている概念の意味を問い直すのは、哲学の重要な仕事の一つである。
また「論理」とはいったい何かという問題は、現代の大きな問題である。というのも、20世 紀以降、
古典論理の体系以外にも多くの異なる論理体系が提案されているからである。それらの非古典的な
体系が論理と呼ばれるなら、ある体系が「論理」と呼ばれるためには、どんな性質を満たしている
ことが必要だろうか。
本演習では、最小述語論理の自然演繹の体系の解説から始め、最小論理・直観主義論理・古典論理
での論理式の証明とそのモデルを使った議論が出来るようにすることを目的とする。その中で、単
なる記号の処理を行なう体系が「論理」と呼ばれるにはどんな性質を満たす必要があるかを考察す
る。

 [到達目標]
直観主義論理と古典論理の自然演繹で、基本的な演習問題が解けるようになる。また、古典論理の
完全性定理の証明を理解し、モデル論的意味論の意義を理解する。

 [授業計画と内容]
前半では、前期に紹介した最小述語論理を例にとり、論理結合子の意味とは何かを、「証明論的意
味論」と呼ばれる立場から考察する。具体的には、ベルナップの「トンク」の例を題材に、論理結 
合子の条件とは何かを考え、保存拡大性や証明の正規化といった論理学の基本概念を理解すること 
を目指す。 
後半では、最小論理に論理規則を付加し拡張した論理体系を紹介する。つまり、最小論理に矛盾律、
 排中律と論理規則を加え、直観主義論理、古典論理の体 系を得る。これらの例により、論理規則
が加わるにつれて、論理式の証明は難しくなるものの、そのモデルは簡単になることを示す。また、
その考察により、健全性や完全性といった記号とモデルの関係に関する基本概念の理解を目指す。
最後に、論理学の話題として、ゲーデルの不完全性定理等も紹介する。

具体的な授業改革は以下の通り。
①論理結合子の意味とは何か、意味の理論1と意味の理論２
②意味の理論２と論理結合子の条件：プライアーの「トンク」、ベルナップの保存拡大性
③プラヴィッツの「反転原理」
④ダメットと証明の正規化可能性
⑤「ホームズ論法」と矛盾律、直観主義論理
⑥直観主義論理の問題演習
⑦排中律と古典論理
⑧古典論理における証明・問題演習
⑨古典論理と真理表
⑩古典論理と完全性定理

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

⑪完全性定理の証明
⑫総合演習
⑬（エクストラ課題）ゲーデルの不完全性定理
⑭（エクストラ課題）ゲーデルの不完全性定理の証明
⑮（エクストラ課題）不完全性定理の意義

 [履修要件]
前期の演習「論理学１」を履修すること

 [成績評価の方法・観点]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
戸次大介 『数理論理学』（東大出版会）
小野寛晰  『情報科学における論理』（日本評論社）
Dag Prawitz 『Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study』

  （関連ＵＲＬ）
http://d.hatena.ne.jp/kyoto_logic/(授業Blog: 休講等の連絡、ハンドアウト配布)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業資料は毎回、事前(1日前まで)にwebsite (授業Blog)にアップします。学生は、 授業前に資料に
ざっと目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
形式的体系を理解するためには、まず手を動かして練習問題の証明をやってみよう。記号の意味は
何か、と考えるのはそれから。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

 [実務経験のある教員による授業]
①分類
実務経験のある教員による実務経験を活かした授業科目

②当該授業科目に関連した実務経験の内容

③実務経験を活かした実践的な授業の内容



基礎現代文化学系１５

科目ナンバリング 　U-LET35 28407 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(現代史学)(講義I) 
Contemporary History (Lectures I)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野沢　透

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  現代史学概論

 [授業の概要・目的]
「現代」の起点は，第一次世界大戦に求められることが多い。このような見方は，今日でもひとつ
の有力な視点である。しかし，それが提起されたのは，20世紀半ばから後半にかけてのことである。
21世紀の今日の視点から見直すとき，「現代」という時代の枠組みにも再考の余地があるかもしれ
ない。 
このような問題意識に立ちつつ，19世紀以来の「世界史」の展開を21世紀に至るまで概観する。

 [到達目標]
・「近代」～「現代」の世界史の展開について，基本的な史実とその歴史的位置づけを理解する。 
・時期区分の問題を含め，歴史学的な思考とはどのようなものか，具体的史実に即して理解する。

 [授業計画と内容]
以下のテーマを扱う予定。 

1. 序論：「現代」はどのような時代と捉えられてきたのか？ 
2. 近現代世界史という視点 
3. 長い19世紀① 二重革命と「近代」の始まり 
4. 長い19世紀② 資本の時代 
5. 長い19世紀③ 帝国の時代 
6. 短い20世紀① 第一次世界大戦とロシア革命 
7. 短い20世紀② 大恐慌と第二次世界大戦 
8. 短い20世紀③ 冷戦と人類史の「黄金時代」 
8. 短い20世紀④ 社会主義圏と第三世界 
10. 短い20世紀⑤「黄金時代」の終焉 
11. 短い20世紀⑥ 社会主義圏の終焉 
12. 21世紀① ワシントン・コンセンサスの時代 
13. 21世紀② 「対テロ戦争」の時代 
14. アメリカ外交史から見た現代史 
15. まとめ，フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末試験

系共通科目(現代史学)(講義I)  (2)へ続く↓↓↓



系共通科目(現代史学)(講義I)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義の中で紹介した文献など，各自で関連書籍を読むこと。   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１６

科目ナンバリング 　U-LET35 28408 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(現代史学)(講義II)
Contemporary History (Lectures II)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジアのなかの日本近現代史

 [授業の概要・目的]
日本近現代史について、主として政治外交史を通史的に論じながら、近代性、世界システム、ナシ
ョナリズム、植民地主義、ヒトの移動、歴史認識など、日本近現代史を世界史、特に東アジア史の
一部として理解するための視点や論点を提示する。

 [到達目標]
・日本の近現代史、特に政治外交史に関する基本的な論点について、具体的な根拠に基づいて論じ
られるようになる。
・世界史、特に東アジア史の一部としての日本近現代史を理解することで、通念的なナショナル・
ヒストリーを相対化する視点を獲得する。
・歴史学とは単なる知識の修得とは異なり、過去の世界に対する絶えざる「問い」であることを理
解し、これまでの知見を踏まえて自ら発問できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下に予定した各回の項目は、状況に応じて微調整することがある。

1　「近代」はいつ始まるか
2　世界市場と東アジア
3　明治維新
4　主権国家体制と東アジア
5　立憲政治の形成
6　社会運動と民族運動
7　帝国日本とヒトの移動
8　軍部の台頭
9　中国侵略から対米開戦へ
10　戦時動員と社会
11　敗戦・占領と脱植民地化
12　東アジアの分断と日米安保体制
13　日本の高度経済成長と沖縄の戦後
14　東アジアの戦後処理と歴史和解
15　まとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(現代史学)(講義II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(現代史学)(講義II)(2)

 [成績評価の方法・観点]
学期末に試験を実施する。ただし開講時の状況により、授業時に小レポートなどの課題を課す可能
性がある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義で紹介する参考文献を、各自でできる限り読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１７

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野沢　透

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  米・中東関係の諸問題

 [授業の概要・目的]
以前に比べると米・中東関係に関する関心は低下しているが，それが依然として現代の国際関係に
おける重要なファクターであることは言うまでもない。また，米国の中東への関与はいままさにひ
とつの転換点に差しかかっていると言われるが，米・中東関係の歴史については（当事国である米
国においてさえ）正確に把握されているとは言い難い。この授業は特殊講義であるが，やや概説的
に，19世紀から21世紀にかけての米国と中東の関係を概観する。

 [到達目標]
米・中東関係の歴史的展開について，全体的な見通しを把握するとともに，重要な事件や転換点に
ついての具体的な知識を獲得する。
また，中東は近現代世界史の展開においては「周辺」地域のひとつであった。米・中東関係の展開
についての知識を獲得することを通じて，近現代世界における「周辺」と「中核」の関係について
の認識，およびそれを歴史学的に分析するためのアプローチを涵養する。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について，それぞれ2～4回程度の授業で説明を進めていく。

1. イントロダクション（1回）
2. 中東の近代：Western impactから主権国家システムの生成（2回）
3. 西側統合政策の展開と挫折（1950年代）（4回）
4. オフショア・バランシングの時代（1960-80年代）（3回）
5. 覇権的政策の盛衰（1990年代以降）（4回）
6.　まとめとフィードバック（1回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末のレポート

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
小野沢 透 『幻の同盟： 冷戦初期アメリカの中東政策（上・下巻）』（名古屋大学出版会）
五十嵐武士 『アメリカ外交と21世紀の世界』（昭和堂）

 [授業外学修（予習・復習）等]
参考書も含め，授業中に適宜指示する。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１８

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

同志社大学グローバル地域文化学部
准教授　　　　　　　　　　　　　 石井　香江

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「男らしさ」から読み解く現代史

 [授業の概要・目的]
「男性」に注目し、かつ男女双方のジェンダーを統合する問題構成を持つ男性史の展開は、女性学
・男性学の展開、社会史・女性史・ジェンダー史の展開とも並行して1990年代に欧米で本格化する。
その後、コンネルが提示した「男らしさ」の複数性という見方や、ブルデューのハビトゥス概念を
援用ないし批判する様々なテーマや地域・時代を対象にした実証研究が蓄積されている。本講義で
は、以上の展開をおさえた後、近現代ヨーロッパの「男らしさ」の核心をなす「名誉」・「闘い」
・「暴力」（また、これらを支える「身体」）というテーマに主に着目し、ドイツ及び隣接する国
々の現代史で「男らしさ」が果たした役割と帰結について考察したい。

 [到達目標]
（１）「男らしさ」という概念と男性史の持つ意義を女性史・ジェンダー史と関連付けて理解する。

（２）ドイツ及び隣接する国々の現代史、特に「名誉」・「闘い」・「暴力」が全面化する戦争の
メカニズムを、「男らしさ」という概念を軸に、かつ具体的な文字・図像史料を読み解くことを通
じて理解する。
（３）近現代ヨーロッパの「男らしさ」の役割を理解することを通じて、現代社会のその他の個別
の問題と、その背後に潜むジェンダー化された構造を探り当てる手がかりとする。

 [授業計画と内容]
各1～3回で以下のテーマとそれに関連する事項について学びます（全15回）。

１．男らしさと名誉
２．身体の再発見
３．植民地状況における男らしさ 
４．戦争と男らしさ 
５．戦争とセクシュアリティ 
６．戦後の男らしさの行方

 [履修要件]
特になし

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点 20点（受講生はほぼ毎回コメントシートを提出）、中間レポート 20点、口頭報告 20点、期
末レポート 40点（受講生は授業に関連するテーマの課題に対し、自分で調べた上で批評を書き、提
出する）の4点で評価する。

 [教科書]
授業中に配布するレジュメと資料、スクリーンに映す資料に沿って授業を進めます。

 [参考書等]
  （参考書）
A・コルバン／Ｊ-Ｊ・クルティーヌ／Ｇ・ヴィガレロ監修 『男らしさの歴史 Ⅲ 男らしさの危機？
― 20－21世紀』（藤原書店）ISBN:978-4-86578-131-1（特に購入する必要はありません。）
その他の参考文献については、授業中に適宜指示します。

 [授業外学修（予習・復習）等]
参考書も含めて，授業中に適宜指示します。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１９

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史  

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、食
と農の未来を構築するためのヒントを考えることである。 

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である（全15回） 
１　食をめぐる研究の方法
２　明治大正期の食
３　アジア太平洋戦争までの食
４　戦後の食 
５　牛乳の歴史学
６　品種改良の歴史学
７　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末にレポートを課す。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
以下の本に目を通しておくと、講義の理解が深まる。 
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』 
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』 
藤原辰史 『ナチスのキッチン』 
藤原辰史 『カブラの冬』 

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

ポール・ロバーツ 『食の終焉』 
藤原辰史『給食の歴史』

  （関連ＵＲＬ）
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~fujihara/

 [授業外学修（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２０

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史  

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、将
来の食と農の構築するためのヒントを考えることである。

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である（全15回） 
１　食糧戦争としての第一次世界大戦
２　有機農業の歴史
３　毒ガスと農薬の歴史 
４　トラクターの歴史
５　戦時期の農村女性たち
６　食糧戦争としての第二次世界大戦
７　フィードバック

 [履修要件]
前期の授業を受講しているものとして授業を進める。

 [成績評価の方法・観点]
講義の終わり頃に筆記試験を課す予定

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
以下の本に目を通しておくと、講義の理解が深まる。 
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』 
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』 
藤原辰史 『ナチスのキッチン』 
藤原辰史 『カブラの冬』 

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

ポール・ロバーツ 『食の終焉』  
藤原辰史『給食の歴史』

  （関連ＵＲＬ）
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~fujihara/

 [授業外学修（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２１

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化財と政治の近現代

 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的) 
2020年度はコロナ禍の影響で、授業内容を変更し、論文購読中心の授業となった。あらためて2021
年度は、「文化財と政治」の問題を考える。現代の文化財は、富岡製糸場などの近代化遺産、「仁
徳天皇陵古墳」の呼称で世界遺産登録された陵墓、「神武東遷」の日本遺産候補などの諸問題にみ
られるように、密接に政治と関わっている。 
明治初期の神仏分離と美術品の海外流出に続き、1880年代には「伝統文化」保存の政策の中で、フ
ェノロサや岡倉天心の文化財保護の活動がはじまる。立憲制の形成とともに帝室博物館、東京美術
学校、文化財をめぐるジャンル・等級・時代区分が成立する。この間、①国民に開かれた国宝・史
跡・名勝・博物館などの文化財と、②皇室に秘匿された御物・陵墓・離宮などの私的な財産の二つ
の文化財の体系が成立する。そして20世紀には社会と深く関わり、アジア・太平洋戦争に至る。こ
うした日本の文化財のあり様を、近現代を通じて考えてゆきたい。 

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できる。「文化財と政治の近現代」について、授業とフィールドの両面
から、理解を深める。 

 [授業計画と内容]
・天皇制と文化財 
・明治維新と桜 
・廃仏毀釈と文化財の破壊 
・古都奈良・京都の明治維新 
・1880年代の古社寺や旧跡の保存 
・明治維新と陵墓 
・正倉院御物の成立 
・フェノロサ・岡倉天心の活動 
・ボストン美術館と日本美術 
・臨時全国宝物調査、古社寺保存法 
・「日本美術史」と文化財保護 
・帝室博物館と古都奈良・京都 
・史蹟名勝天然紀念物保存法と社会改良 
・戦後改革と「史実と神話」の峻別 
・世界遺産と陵墓問題 

以上のテーマを授業でとりあげる。内容は変更することがある。フィードバックについては授業中
に指示する。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。レポート作成について指導する。授業
で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。  
 

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房、1997年）
高木博志 『近代天皇制と古都』（岩波書店、2006年）

 [授業外学修（予習・復習）等]
京都において、「文化財と政治の近現代」に関わる巡見を希望者と行う。  

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２２

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古都奈良・京都の近代

 [授業の概要・目的]
明治維新から現代までの古都奈良・京都について考える。
古都奈良は、明治維新を通じて、「神武創業」の地としての神話的古代と、フェノロサ・岡倉天心
によって発見されたギリシャに匹敵する歴史的古代の二重の意味を持つようになる。江戸時代まで
田舎であった奈良が、三都・京都に匹敵する古都となり、20世紀には、修学旅行・観光の場となっ
てゆくのは、ひとえに近現代における文化的・歴史的意味づけによるものであった。
古都京都は、平安遷都以来、天皇・朝廷を擁する都（みやこ）であったが、1869年の東京遷都をへ
て、1880年代には、近代化とともに、歴史都市として、「伝統」「日本文化」を打ち出してゆくこ
ととなる。
二つの古都を比較する中で、日本近代における「伝統」の創造/連続について考えたい。

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できる。「古都奈良・京都の近代」について、授業とフィールドの両面
から、理解を深める。 

 [授業計画と内容]
(授業計画と内容)

・古都論の射程
・明治維新と奈良
・フェノロサ・岡倉天心と日本美術史
・帝室奈良博物館・帝室京都博物館
・1900年パリ万国博覧会と奈良
・神話的古代と奈良
・洞部落の移転と天皇制
・明治維新と京都
・東京遷都と天皇制
・1880年代の「旧慣」保存と京都
・1895年、第4回内国勧業博覧会と平安遷都千百年紀念祭
・京都イメージと国風文化
・京都イメージと桃山文化
・古都奈良・京都と観光
・世界史のなかの古都奈良・京都

以上のテーマを授業でとりあげる。内容は変更することがある。フィードバックについては授業中
に指示する。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。レポート作成について指導する。授業
で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制と古都』（岩波書店、2006年）

 [授業外学修（予習・復習）等]
「古都奈良・京都の近代」に関わる巡見を希望者と行う。  

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２３

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義) 
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 石川　禎浩

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国共産党の100年

 [授業の概要・目的]
　1920年代初頭に誕生した中国共産党は、この2021年に結党100周年を迎える。この間、コミンテ
ルン指導下の革命政党から独立した巨大執政党へと大きく変貌し、その影響力がグローバルなもの
になる中、この党の100年の歩みを振り返り、党の組成や特性、および中国現代史、東アジア史に
与えた影響について概説する。

 [到達目標]
　中国共産党の歴史を概述することによって、中国現代史の一重要側面を通史的に理解することを
目指す。また、中国共産党の歴史については、同党自身が折々に公的な歴史像を提示しているが、
その歴史像がどのように形作られ、その時々の政治情勢によってどのような変化を見せたのかを合
わせて解説することにより、歴史と歴史叙述の両側面から、重層的に中国現代史の展開を理解する。

 [授業計画と内容]
1.ガイダンス
2.結党から1930年代半ばまでの中国共産党の活動概説
3.長征（1930年代中期）
4.抗日統一戦線政策（1930年代後期）
5.西安事変（1936年）
6.抗日戦争と第二次国共合作
7.延安整風運動と毛沢東の指導権（1940年代前期）
8.抗日戦争の終結と国共内戦の開始（1940年中期）
9.国共内戦の帰趨と中華人民共和国の成立（1940年代後期）
10.政権党としての出発と政党国家システムの始まり（1948-1950年）
11.中ソ同盟への道と朝鮮戦争（1950-53年）
12.朝鮮戦争の帰趨と国家建設（1953-1955年）
13.毛沢東論、革命家として、政治家として、文化人として
14.改造される人々――イデオロギーと運動に満ちた社会
15.フィードバック

 [履修要件]
　中国共産党の100年を前期・後期にわけて連続的に講義するので、前期・後期ともに履修するこ
とが望ましい。

現代史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点]
授業期間に数回行う小テストと期末のレポートによって評価する。その割合はおおよそ、小テスト
3割、期末レポート7割とする。

 [教科書]
　おりおり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

 [授業外学修（予習・復習）等]
　参考文献などを適宜読んで復習を行う。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２４

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義) 
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 石川　禎浩

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国共産党の100年

 [授業の概要・目的]
　1920年代初頭に誕生した中国共産党は、この2021年に結党100周年を迎える。この間、コミンテ
ルン指導下の革命政党から独立した巨大執政党へと大きく変貌し、その影響力がグローバルなもの
になる中、この党の100年の歩みを振り返り、党の組成や特性、および中国現代史、東アジア史に
与えた影響について概説する。

 [到達目標]
　中国共産党の歴史を概述することによって、中国現代史の一重要側面を通史的に理解することを
目指す。また、中国共産党の歴史については、同党自身が折々に公的な歴史像を提示しているが、
その歴史像がどのように形作られ、その時々の政治情勢によってどのような変化を見せたのかを合
わせて解説することにより、歴史と歴史叙述の両側面から、重層的に中国現代史の展開を理解する。

 [授業計画と内容]
1.ガイダンス（中国共産党結党後30年の歩み）
2.人民共和国建国初期の政策と社会（“単位”社会と個人管理）
3.社会主義化への転換と過渡期の総路線（1950年代中期）
4.反右派闘争と大躍進政策（1950年代後期）
5.人民共和国における文化・芸術と政治
6.人民共和国の外交（対ソ、対日、対米、対印）と冷戦体制
7.毛沢東の国家建設構想と社会主義像（1960年代前半）
8.文化大革命の発生（1960年代後半）
9.文化大革命の展開と国内政局の混乱（1970年代前半）
10.毛沢東の死と華国鋒体制――改革開放体制への萌芽（1970年代後半）
11.改革開放と政治改革の頓挫（1980年代）
12.改革開放の再起と国際秩序への参加（1990年代）
13.革命的価値観からの離脱と中国ナショナリズム（2000年代）
14.中国的スタンダードの確立と拡大（2010年代）
15.フィードバック

 [履修要件]
　中国共産党の100年を前期・後期にわけて連続的に講義するので、前期・後期ともに履修するこ
とが望ましい。

現代史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点]
　授業期間に数回行う小テストと期末のレポートによって評価する。その割合はおおよそ、小テス
ト3割、期末レポート7割とする。

 [教科書]
　おりおり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

 [授業外学修（予習・復習）等]
　参考文献などを適宜読んで復習を行う。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２５

科目ナンバリング 　U-LET35 18433 LJ38　

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 水谷　智

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2021・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
本授業では、東アジア、とくに中国の政治制度や思想を対象領域とし、研究論文・研究書、一次史
料を素材としたゼミ形式の授業を行う。 
　先行研究の取り扱いや一次史料の収集・利用についての必要な陶冶を行い、研究発表の訓練を行
うことが目的である。 

 [到達目標]
現代東アジアの諸問題を歴史的な視点から批判する視座を獲得し、国境を越えた問題意識の共有を
可能とする端緒を構築する。 

 [授業計画と内容]
①ガイダンス 
②中国現代政治史概説 
③中国現代政治史についての研究紹介　 
④研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑤研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑥研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑦研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑧一次史料を素材としたゼミ 
⑨一次史料を素材としたゼミ 
⑩一次史料を素材としたゼミ 
⑪一次史料を素材としたゼミ 
⑫一次史料を素材としたゼミ 
⑬一次史料を素材としたゼミ
⑭一次史料を素材としたゼミ
⑮総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
出席状況（20点）とレポート（80点）。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
あらかじめ配布する資料がある場合、必ず読解して出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。




