
専修・科目 講義形態

8202001 系共通科目(科学哲学) 講義 1-4 2 前期 水3 伊勢田　哲治 基礎現代文化学系1

8204001 系共通科目(科学哲学) 講義 1-4 2 後期 水3 伊勢田　哲治 基礎現代文化学系2

8206001 系共通科目(科学史I) 講義 1-4 2 前期 火2 伊藤　和行 基礎現代文化学系3

8208001 系共通科目(科学史II) 講義 1-4 2 後期 火2 伊藤　和行 基礎現代文化学系4

8902001 系共通科目(メディア文化学) 講義a 1-4 2 前期 金3,金4 杉本淑彦/林晋 基礎現代文化学系5

8902002 系共通科目(メディア文化学) 講義b 1-4 2 後期 金3,金4 杉本淑彦/福原伸治 基礎現代文化学系6

8402001 系共通科目(現代史学) 講義 2-4 2 前期 水3 小野澤　透 基礎現代文化学系7

8404001 系共通科目(現代史学) 講義 2-4 2 後期 水3 永原　陽子 基礎現代文化学系8

8644001 系共通科目（基礎現代文化学） 基礎演習Ⅱ 2-4 2 前期 水4 塩出  浩之 基礎現代文化学系9

8644002 系共通科目（基礎現代文化学） 基礎演習Ⅱ 2-4 2 後期 水4 小野澤透 基礎現代文化学系10

8544001 系共通科目（基礎現代文化学） 情報技術演習II 2-4 2 前期 集中 橋本雄太 基礎現代文化学系11

8655001 系共通科目（基礎現代文化学） 講読Ｉ 2-4 2 前期 木1 佐藤　夏樹 英書講読
基礎現代文化学系12

8655002 系共通科目（基礎現代文化学） 講読Ｉ 2-4 2 後期 木1 佐藤　夏樹 英書講読
基礎現代文化学系13

8655003 系共通科目（基礎現代文化学） 講読Ｉ 2-4 2 前期 月2 北村　直彰 英書講読
基礎現代文化学系14

8655004 系共通科目（基礎現代文化学） 講読Ｉ 2-4 2 後期 月2 徳永　悠 英書講読
基礎現代文化学系15

8656001 系共通科目（基礎現代文化学） 講読II 2-4 2 前期 火1 藤井　俊之 独書講読
基礎現代文化学系16

8656002 系共通科目（基礎現代文化学） 講読II 2-4 2 後期 火1 藤井　俊之 独書講読
基礎現代文化学系17

8657001 系共通科目（基礎現代文化学） 講読III 2-4 2 前期 水1 小川　佐和子 仏書講読
基礎現代文化学系18

8657002 系共通科目（基礎現代文化学） 講読III 2-4 2 後期 水1 小川　佐和子 仏書講読
基礎現代文化学系19

8658001 系共通科目（基礎現代文化学） 講読IV 2-4 2 前期 火3 伊藤　順二 露書講読
基礎現代文化学系20

8658002 系共通科目（基礎現代文化学） 講読IV 2-4 2 後期 火3 伊藤　順二 露書講読
基礎現代文化学系21

8659001 系共通科目（基礎現代文化学） 講読Ｖ 2-4 2 前期 木2 宮　紀子 中書講読
基礎現代文化学系22

8659002 系共通科目（基礎現代文化学） 講読Ｖ 2-4 2 後期 木2 宮　紀子 中書講読
基礎現代文化学系23

8661001 系共通科目（基礎現代文化学） 講読VI 2-4 2 前期 水4 村瀬　有司 伊書講読
基礎現代文化学系24

8661002 系共通科目（基礎現代文化学） 講読VI 2-4 2 後期 水4 村瀬　有司 伊書講読
基礎現代文化学系25

8231001 科学哲学科学史 特殊講義 3-4 2 前期 木2 伊藤　和行 基礎現代文化学系26

8231002 科学哲学科学史 特殊講義 2-4 2 後期 木2 伊藤　和行 基礎現代文化学系27

8231003 科学哲学科学史 特殊講義 3-4 2 前期 金2 伊勢田　哲治 基礎現代文化学系28

8231004 科学哲学科学史 特殊講義 2-4 2 後期 水2 伊勢田　哲治 基礎現代文化学系29

8231005 科学哲学学科学史 特殊講義 3-4 2 前期 水2 Leon Horsten、伊勢田
基礎現代文化学系30

8231006 科学哲学学科学史 特殊講義 3-4 2 後期 金2 杉本　舞 基礎現代文化学系31

8231007 科学哲学学科学史 特殊講義 3-4 2 前期 集中 標葉隆馬 基礎現代文化学系32

8241001 科学哲学科学史 演習 3-4 2 前期 火3 伊藤　和行 基礎現代文化学系33

8241002 科学哲学科学史 演習 2-4 2 後期 火3 伊藤　和行 基礎現代文化学系34

8241003 科学哲学科学史 演習 3-4 2 前期 金3 伊勢田　哲治 基礎現代文化学系35

8241004 科学哲学科学史 演習 2-4 2 後期 金3 伊勢田　哲治 基礎現代文化学系36

8241005 科学哲学科学史 演習 2-4 2 前期 火5 矢田部　俊介 基礎現代文化学系37

8241006 科学哲学科学史 演習 2-4 2 後期 火5 矢田部　俊介 基礎現代文化学系38

8243001 科学哲学科学史 卒論演習Ｉ 4 2 前期 水4 伊藤,伊勢田 基礎現代文化学系39

8247001 科学哲学科学史 卒論演習II 4 2 後期 水4 伊藤,伊勢田 基礎現代文化学系40

8545001 情報・史料学 卒論演習 4 4 通年 火1 林　晋 基礎現代文化学系41

【基礎現代文化学系】

シラバス連番備　　考講義コード
科　目　名 回

生
単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者



専修・科目 講義形態
シラバス連番備　　考講義コード

科　目　名 回
生

単
位

開
講
期

曜時限 担　　当　　者

8345001 二十世紀学 卒論演習 4 4 通年 金3,金4 杉本　淑彦 基礎現代文化学系42

8931001 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 水2 永原　陽子 基礎現代文化学系43

8931002 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 水3 藤原　辰史 基礎現代文化学系44

8931003 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 水3 藤原　辰史 基礎現代文化学系45

8931004 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 月3 佐藤　卓己 基礎現代文化学系46

8931005 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 水2 髙木　博志 基礎現代文化学系47

8931006 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 小関　隆 基礎現代文化学系48

8931007 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 髙木　博志 基礎現代文化学系49

8931008 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 水4 小関　隆 基礎現代文化学系50

8931009 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 月4 西山　伸 基礎現代文化学系51

8931010 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 水4 須田　千里 基礎現代文化学系52

8931011 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 水4 須田　千里 基礎現代文化学系53

8931012 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 月4 庵逧　由香 基礎現代文化学系54

8931013 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 木4 中島　琢磨 基礎現代文化学系55

8931014 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 月1 鹿島　久嗣 基礎現代文化学系56

8931015 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 金4 小田　宗兵衛 基礎現代文化学系57

8931016 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 研谷　紀夫 基礎現代文化学系58

8931017 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 金5 吉田　純 基礎現代文化学系59

8931018 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 木1 五十嵐,馬谷 基礎現代文化学系60

8931019 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 木2 村上　衛 基礎現代文化学系61

8931020 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 木2 村上　衛 基礎現代文化学系62

8931021 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 木2 長　志珠絵 基礎現代文化学系63

8931022 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 前期 金3 塩出　浩之 基礎現代文化学系64

8931023 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 金3 塩出　浩之 基礎現代文化学系65

8931024 メディア文化学 特殊講義 3-4 2 後期 金2 杉本　舞 基礎現代文化学系66

8941001 メディア文化学 演習Ｉ 3-4 2 前期 水4 杉本　淑彦/林晋 基礎現代文化学系67

8941002 メディア文化学 演習Ｉ 3-4 2 後期 水4 杉本　淑彦/林晋 基礎現代文化学系68

8943001 メディア文化学［セミナー］ 演習Ⅱ 3-4 4 通年 水4 林　晋 基礎現代文化学系69

8943002 メディア文化学［田辺演習］ 演習Ⅱ 3-4 4 通年 金2 林　晋 基礎現代文化学系70

8944001 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 前期 月2 石川　禎浩 基礎現代文化学系71

8944002 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 後期 月2 石川　禎浩 基礎現代文化学系72

8944003 メディア文化学 演習II 3-4 2 前期 金5 斎藤　理生 基礎現代文化学系73

8944004 メディア文化学 演習II 3-4 2 後期 金5 斎藤　理生 基礎現代文化学系74

8944005 メディア文化学 演習II 3-4 2 前期 火2 山本　昭宏 基礎現代文化学系75

8944006 メディア文化学 演習II 3-4 2 後期 火2 山本　昭宏 基礎現代文化学系76

8944007 メディア文化学 演習II 3-4 2 前期 火5 伊藤　遊 基礎現代文化学系77

8944008 メディア文化学 演習II 2-4 2 前期 集中 山登　義明 基礎現代文化学系78

8944009 メディア文化学 演習II 1-3 2 後期 木4 伊藤　遊 基礎現代文化学系79

8944010 メディア文化学 演習Ⅱ 2-4 2 前期 火3 杉本淑彦/滑田教夫 基礎現代文化学系80

8944011 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 後期 月5 松田　利彦 基礎現代文化学系81

8944012 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 前期 木3 冨永　望 基礎現代文化学系82

8944013 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 後期 木3 冨永　望 基礎現代文化学系83



専修・科目 講義形態
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8944014 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 前期 火3 小野澤　透 基礎現代文化学系84

8944015 メディア文化学 演習Ⅱ 3-4 2 後期 火3 小野澤　透 基礎現代文化学系85

8433001 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 水2 永原　陽子 基礎現代文化学系86

8433002 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 月4 庵逧　由香 基礎現代文化学系87

8433003 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 木4 中島　琢磨 基礎現代文化学系88

8433004 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 水3 藤原　辰史 基礎現代文化学系89

8433005 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 水3 藤原　辰史 基礎現代文化学系90

8433006 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 水2 髙木　博志 基礎現代文化学系91

8433007 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 髙木　博志 基礎現代文化学系92

8433008 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 木2 村上　衛 基礎現代文化学系93

8433009 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 木2 村上　衛 基礎現代文化学系94

8433010 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 月4 西山　伸 基礎現代文化学系95

8433011 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 月3 佐藤　卓己 基礎現代文化学系96

8433012 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 帯谷　知可 基礎現代文化学系97

8433013 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 水4 小関　隆 基礎現代文化学系98

8433014 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 小関　隆 基礎現代文化学系99

8433015 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 月2 伊藤　順二 基礎現代文化学系100

8433016 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 月2 伊藤　順二 基礎現代文化学系101

8433017 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 水3 江田　憲治 基礎現代文化学系102

8433018 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 水3 江田　憲治 基礎現代文化学系103

8433019 現代史学 特殊講義 3-4 2 前期 金3 塩出  浩之 基礎現代文化学系104

8433020 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 金3 塩出  浩之 基礎現代文化学系105

8433021 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 木2 長　志珠絵 基礎現代文化学系106

8433022 現代史学 特殊講義 3-4 2 後期 金2 杉本　舞 基礎現代文化学系107

8444001 現代史学 演習ＩＡ 3-4 2 前期 火4 永原　陽子 基礎現代文化学系108

8444002 現代史学 演習ＩＢ 3-4 2 後期 火4 塩出  浩之 基礎現代文化学系109

8448001 現代史学 演習II 3-4 2 前期 月2 石川　禎浩 基礎現代文化学系110

8448002 現代史学 演習II 3-4 2 後期 月2 石川　禎浩 基礎現代文化学系111

8448003 現代史学 演習II 3-4 2 前期 火3 小野澤　透 基礎現代文化学系112

8448004 現代史学 演習II 3-4 2 後期 火3 小野澤　透 基礎現代文化学系113

8448005 現代史学 演習II 3-4 2 前期 木3 冨永　望 基礎現代文化学系114

8448006 現代史学 演習II 3-4 2 後期 木3 冨永　望 基礎現代文化学系115

8448007 現代史学 演習II 3-4 2 後期 月5 松田　利彦 基礎現代文化学系116

8448008 現代史学 演習II 3-4 2 前期 火2 山本　昭宏 基礎現代文化学系117

8448009 現代史学 演習II 3-4 2 後期 火2 山本　昭宏 基礎現代文化学系118

8452001 現代史学 演習IIIA 3-4 2 前期 火5 永原，小野澤，塩出 基礎現代文化学系119

8452002 現代史学 演習IIIB 3-4 2 後期 火5 永原，小野澤，塩出 基礎現代文化学系120



基礎現代文化学系1

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

  2018・
   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]
以下のそれぞれのテーマに２～３週をかけて論じる。
1 科学とは何か
2 科学的推論
3 個別科学における科学的推論
4 科学的説明
5 個別科学における科学的説明

フィードバックについては授業内で指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
2回のレポートで評価を行う。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

 [授業外学習（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を予定

※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

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

  2018・
   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]
以下のそれぞれのテーマに２～３週をかけて論じる。
1 実在論と反実在論
2 個別科学における実在論問題
3 科学の変化と科学革命
4 個別科学における変化の問題
5 科学と価値 

フィードバックについては授業内で指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
2回のレポートで評価を行う。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

 [授業外学習（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を予定

※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

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 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門１

 [授業の概要・目的]
科学とは時間や空間を超えた普遍的なものと一般に考えられているが，人間の営みである以上，科
学も歴史のなかで誕生し発展してきたものであり，その成果も歴史的な文脈によって規定されてい
る．とりわけ近代科学は17世紀西欧社会において誕生したと考えられ，近世・近代日本における自
然研究および近代日本への西欧科学の導入を，当時の歴史的文脈の中で理解することは，現代科学
の理解にとっても重要である．

 [到達目標]
本講義を通じて，科学とは何かという問題を歴史的な側面から考察する視点を養い，江戸時代以降
の日本における西欧科学についての人文学的理解をより深める．

 [授業計画と内容]
本講義では，近世日本における科学の発展を，17世紀から20世紀初頭（江戸時代から明治・大正期）
までたどり，どのようにして近代西欧科学が日本に移入され，定着されていったのかを検討する．
以下の項目に従って進める予定である．
それぞれについて１－３回程度で講ずる（全15回）
・イントロダクション
・西欧における科学の誕生と発展
・江戸時代の科学：蘭学から洋学へ
・明治維新前後の科学
・明治期日本の近代科学の導入
・大正期日本における科学の定着
・まとめ
フィードバックについては，授業内に指示する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（３０％）および２回のレポート（各３５％）によって評価する．評価は到達目標の達成度
に基づく．

 [教科書]
使用しない

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)

 [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]
授業中に参考資料を配付するので，予習・復習においては，それらを精読すること．
また授業の際に参考文献一覧を配布するので，図書館等で適宜読むように．

（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

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 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門２

 [授業の概要・目的]
科学とは時間や空間を超えた普遍的なものと一般に考えられているが，人間の営みである以上，科
学も歴史のなかで誕生し発展してきたものであり，その成果も歴史的な文脈によって規定されてい
る．とりわけ近代科学は17世紀西欧社会において誕生したと考えられ，「科学革命」と呼ばれてい
る．この歴史的事件を当時の歴史的コンテキストの中で科学的活動を理解することは，現代科学の
理解にとっても重要なものである．

 [到達目標]
本講義を通じて，科学とは何かという問題を歴史的な側面から考察する視点を養い，17世紀科学革
命を中心に近代科学の誕生過程についての歴史的理解をより深める．

 [授業計画と内容]
本授業では，西洋世界における科学の歩みを，古代ギリシアから17世紀科学革命までたどる．
具体的には，近代科学誕生の際に中心となった天文学と運動論の歴史的変遷を古代から17世紀まで
考察する．
次のような計画に従って講義を進める予定である．
それぞれについて１－３回程度で講ずる（全15回）
1. イントロダクション
2. 天文学の歴史
　2-1. 天体の運動について
　2-2. 古代の天文学：地球中心説（プトレマイオスの理論）
　2-3. 近代の天文学：太陽中心説（コペルニクスからケプラー，ガリレオへ）
3. 運動論の歴史
　3-1. 古代・中世の運動論：アリストテレスの運動論とインペトゥス理論 
　3-2. 近代の運動論：ルネサンスの技術者とガリレオの運動論
4. 17世紀科学革命：ニュートンによる天上と地上の運動理論の統合
フィードバックについては，授業内に指示する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（３０点）と二回のレポート（各３５点）によって評価する．評価は到達目標の達成度に基
づく．

 [教科書]
使用しない

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)

 [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]
授業中に参考資料を配付するので，予習・復習においては，それらを精読すること．
また授業の際に参考文献一覧を配布するので，図書館等で適宜読むように．

（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

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(メディア文化学)(講義ａ)
Media and Culture Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3,4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学研究入門

 [授業の概要・目的]
　現代社会を特徴づけるICT（情報通信技術）革命について、①その歴史を振り返り、②現状への
考察を深めたうえで、③その未来を展望する。
　とくに林の担当部分では、ディストピアSF映画の歴史的変遷の分析などにより、現代資本主義と
科学技術の関係を歴史社会学的手法で考察し、メディア文化学研究で重要な歴史社会学という方法
論の入門とする。

 [到達目標]
　紙媒体のメディアに代わって現代文化を特徴づけるようになったスマートフォンなどに代表され
る新メディアについて、ICT（情報通信技術）革命への理解を深めつつ、現状の問題点を見つけだ
す力を養うことができる。さらに、歴史を通して現代の社会問題を考える力を養う。

 [授業計画と内容]
１課題あたり１～３週（隔週で週２コマ）を使って授業をする。 

＊イントロダクション：スマートフォンのビジネス現場から（小説投稿サイト）(杉本)
＊ICT（情報通信技術）革命の歴史(杉本)
＊スマートフォンの登場・普及とビジネスモデルおよびライフスタイルの変化(杉本)
＊Webプロモーションの現場から(杉本)
＊ICT（情報通信技術）革命がもたらす未来(杉本)
＊現代の技術と資本主義のイメージ(林）
最終回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価(ディスカッションへの積極的参加）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で紹介する研究書ならびにをWebサイトを、授業後に閲読・観覧すること。

（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。



基礎現代文化学系6

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(メディア文化学)(講義b)
Media and Culture Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
（株）フジテレビジョン報道局
メディア担当局長　　　　　　 福原　伸治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3,4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学研究

 [授業の概要・目的]
　現代を特徴づける民衆文化（ＴＶ番組と映画）をおもに取り上げ、①メディア文化の現場（地上
波テレビとネット動画）における状況の変化について考察し、また、②映画を中心にカルチュアル
・スタディーズのさまざまな方法論を講述する。

 [到達目標]
　①テレビの終焉とネット動画の本格的な到来という変化の時期にある今日において、フェイクニ
ュースやpost-truthとどう向き合うのか、その「新しい時代のリテラシー」を身につける。
　②カルチュアル・スタディーズについて、その研究史への理解を深め、そのうえで、従来の研究
が抱える問題点を見つけだす力を養う。

 [授業計画と内容]
１課題あたり１～３週（隔週で週２コマ）の授業をする。

＊イントロダクション：ウルトラマンを学問すると……(杉本）
＊テレビの発展と衰退(福原）
＊新しいメディアの台頭(福原）
＊これからのメディアの姿(福原）
＊オリエンタリズム論(杉本）
＊「記憶」という問題(杉本）
最終回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価(ディスカッションへの参加）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
 授業で紹介する研究書と映画を、授業後に閲読・視聴すること。

（その他（オフィスアワー等））
　TV番組と配信動画、映画（実写とアニメ）を幅広く視聴するように努めてください。

※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7

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   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

系共通科目(現代史学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(現代史学)(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末の試験

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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8

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 永原　陽子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アフリカから見る現代史

 [授業の概要・目的]
　本講義では、現代史を帝国主義の歴史ととらえ、それを帝国主義に支配された側から見ることを
試みる。 
　具体的には、第一次世界大戦から1960年代ごろまでを対象に、アフリカに視点を置いて世界史を
考える。当該時期を通じてアフリカ諸社会が経験したことを跡付けることにより、第一次世界大戦
による国際関係の変化、第二次世界大戦の構図、第二次世界大戦後の脱植民地化をめぐる従来の歴
史のとらえ方が、いかに欧米中心のものであったかを明らかにする。 
　アフリカのような「周辺」から世界史を見ることは、歴史研究にために用いる史料と方法を批判
的に検討することでもある。文字史料をほとんど残さなかった民衆の歴史や女性の歴史を視野に入
れることは、「地域」や「時代」という、歴史をとらえるさいの基本的な枠組みをも再検討するこ
とにも通ずる。それらを通じて、現代とはどのような時代なのか、考えてみたい。

 [到達目標]
・第一次世界大戦期～1960年代のアフリカにかかわる基本的史実を理解する。 
・当該時期の世界の同時代史的なつながり方と構造を理解する。 
・従来の現代史理解がどのような意味で欧米中心のものであったかを理解する。

 [授業計画と内容]
1. 導入―世界史とアフリカ史
2. 国際連盟時代の植民地体制(1)アフリカの第一次世界大戦
3. 国際連盟時代の植民地体制(2)委任統治体制下とアフリカ
4. 民衆運動の展開(1)ソマリア
5. 民衆運動の展開(2)モロッコ
6. エチオピア戦争(1)前史
7. エチオピア戦争(2)毒ガス戦
8. 仏領植民地と第二次世界大戦(1)ヴィシー政権とアフリカ
9. 仏領植民地と第二次世界大戦(2)自由フランスとアフリカ
10.第二次世界大戦の終結と植民地世界
11.パンアフリカニズムの新展開
12.「解放」と「脱植民地化」
13.冷戦下のアフリカとアパルトヘイト体制
14.新自由主義下のアフリカ
15.まとめ

フィードバックについては授業中に説明する。
上記の予定は、授業進度や受講者の状況により変更することがある。

系共通科目(現代史学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(現代史学)(講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に学期末のレポートで評価する。
授業中に随時、小課題を課し、それを勘案することがある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義の中で紹介する文献を各自で読み、学習すること。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

現代文化学（基礎演習II） 
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 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

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代文化学研究入門

 [授業の概要・目的]
現代文化学の研究に関連する基礎的なテクストを輪読し，現代社会の文化，歴史に関する主要な問
題につき理解を深め，あわせて基礎的な研究方法を学ぶ。

 [到達目標]
現代史，国際関係史，ナショナリズム論など，現代の人文社会科学に関連する重要なテーマについ
て，基本的な学説を理解し，それらの異同や相互関係を説明できるようになる。また，そのことを
通じて，各自の研究テーマに即して学説を整理して吸収する基礎的な方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
前期はナショナリズム論，世界システム論，日本近現代史などに関する基本文献を輪読し，基礎的
な研究方法を学ぶとともに，現代世界の主要問題について考察する。取り上げる文献の一部は，下
記の通り。

B．アンダーソン『定本　想像の共同体』（書籍工房早山）
I．ウォーラーステイン『入門・世界システム分析』（藤原書店）
A．ゴードン『日本の200年　新版』上下（みすず書房）

初回の授業で，報告の担当者を決定するので，受講希望者は必ず出席すること。その後，14回の授
業で文献を読み進める。

 [履修要件]
メディア文化学，現代史学専修志望の学生は2回生時にこの授業を受講すること。履修しない場合
には，両専修の演習IIいずれかで単位を代替可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによって総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
初回授業で文献リストを配布する。文献は，各自準備すること。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げるテクストを，全員が必ず予め読了しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
初回に文献リストを配布し，報告者を決定する。ディスカッション中心の授業なので，毎回，全受
講者が当該文献を読んでおくことが必須条件になる。

※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10

授業科目名
　<英訳>

現代文化学（基礎演習II） 
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代史研究入門

 [授業の概要・目的]
二十世紀学と現代史学研究に関連する基礎的なテクストを輪読し，現代社会の文化，歴史に関する
主要な問題につき理解を深め，あわせて基礎的な研究の方法を学ぶ。

 [到達目標]
現代史，国際関係史など，現代の人文・社会科学に関連する重要なテーマについて，基本的な学説
を理解し，それらの異同や相互関係を説明できるようになる。また，そのことを通じて，各自の研
究テーマに即して学説を整理して吸収する基礎的な方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
現代史に関連する文献を選読し，基礎的な学説や研究方法を学ぶとともに，現代の主要問題につい
て考察する。取り上げる文献の一部は，下記のとおり。

ジョージ・ケナン『アメリカ外交50年』（岩波書店）
入江昭 『二十世紀の戦争と平和』増補版 （東京大学出版会）
ジョセフ・S・ナイ，D・A・ウェルチ 『国際紛争： 理論と歴史』 （有斐閣）

初回の授業で，報告の担当者を決定するので，受講希望者は必ず出席すること。その後，14回の授
業で文献を読み進める。

 [履修要件]
現代史学，メディア文化学（二十世紀学）専修志望の学生は2回生時にこの授業を受講すること。
履修しない場合には,両専修の演習Ⅱいずれかで単位を代替可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告を担当した書籍に関するレポートの提出を課す。
成績は，平常点とレポートによって総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
前期の初回授業で文献リストを配布する。文献は，各自準備すること。

現代文化学（基礎演習II） (2)へ続く↓↓↓



現代文化学（基礎演習II） (2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げるテクストを，全員が必ず予め読了しておくこと。  

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(情報技術演習II)
Humanistic Informatics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 橋本　雄太

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  情報技術演習II

 [授業の概要・目的]
人文学研究においても、情報技術、特にインターネットを利活用する能力は必要不可欠になりつつ
ある。本演習では、デジタル・アーカイブや学術情報データベースなどインターネットを利用した
情報収集の方法の習得から始め、テキストのスキャンや解析、また各種ツールを利用したオンライ
ン協働の方法など、人文学研究を進める上で有用な情報技術の習得をめざす。

 [到達目標]
インターネット上の学術情報を収集し、処理・解析し、Web上で発信できるようにする。

 [授業計画と内容]
次の内容を扱う。各内容について1から2コマかけて説明と実習を行う。

1. HTML
2. CSS
3. 簡単なJavaScript
4. OPAC／文献管理
5. メタデータ
6. デジタルアーカイブ
7. デジタルスキャン／OCR
8. 簡単なテキスト解析
9. Wiki
10. オンライン協働

上記の内容を学んだ後、個人あるいはグループでテーマを決め、それについての「作品」を完成す
ることを目標とする。「作品」はWebページやブログ等の形で提出してもらう。

情報技術への習熟度合いは受講者によって大きく差があるため、進捗の速い希望者には正規表現に
よるテキスト処理やプログラミングなどの指導も行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常の課題（演習中に実施・提出してもらう）、および受講後の作品により採点する。配点は、平
常点80％、作品20％が目安である。

 [教科書]
使用しない

系共通科目（基礎現代文化学）(情報技術演習II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(情報技術演習II)(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]
予習は不要だが、短期間に多数のトピックを扱うため、受講後の復習は不可欠である。復習の方法
については演習中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
必ず「教育用コンピュータシステム利用コードECS-ID とパスワード」を第一回目に用意してくる
こと。これがないと演習ができない。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 文学研究科 佐藤　夏樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
本授業では、Danna R. Gabaccia and Vicky Ruiz ed., American Dreaming, Global Realities(University of 
Illinois Press, 2006)を読む。この書は、トランスナショナルな視点から、アメリカ移民史を再考する
論文集である。従来の受け入れ社会中心で一国史的な移民史において語られてきた「同化の物語」
からは見えてこなかったアメリカ社会における移民たちの生活に関する十分な知見を得ることを目
的として、本書を読解する。 

 [到達目標]
・英語の文献を正確に読解できるようになる。
・歴史学分野での英語学術文献を読み解ける力を習得する。
・近年流行しているトランスナショナルな歴史学の手法や知識を習得する。 

 [授業計画と内容]
第1回　授業ガイダンス 
教科書のおおまかな内容や、授業の進め方、予習の仕方、評価方法等について説明する。 

第2～15回：教科書の精読 

　本書は全22章から構成されているが、そのうちの5つほどの章を選んで読む。1回の授業で章の半
分（約10頁）程度進む予定であるが、受講者の英語力等にもよる。 
　授業は、毎回複数の担当者をその場で指名し、担当した部分を段落ごとに要約し、発表してもら
う形で進める。発表方法の詳細については、授業内で説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席、発表内容）で評価するが、期末にレポートあるいは試験を課す場合がある。

 [教科書]
Danna R. Gabaccia and Vicky Ruiz  『American Dreaming, Global Realities Rethinking U.S. Immigration 
History』（University of Illinois Press）ISBN:978-0-252-03064-2（担当教員がコピーを配布する。 ）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に予告された範囲の予習を必ず済ませておくこと。また、関連事項についての参考文献を読み、
積極的に自学自習することが望ましい。 

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

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 文学研究科 佐藤　夏樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
本授業では、Danna R. Gabaccia and Vicky Ruiz ed., American Dreaming, Global Realities(University of 
Illinois Press, 2006)を読む。この書は、トランスナショナルな視点から、アメリカ移民史を再考する
論文集である。従来の受け入れ社会中心で一国史的な移民史において語られてきた「同化の物語」
からは見えてこなかったアメリカ社会における移民たちの生活に関する十分な知見を得ることを目
的として、本書を読解する。

 [到達目標]
・英語の文献を正確に読解できるようになる。
・歴史学分野での英語学術文献を読み解ける力を習得する。
・近年流行しているトランスナショナルな歴史学の手法や知識を習得する。 

 [授業計画と内容]
第1回　授業ガイダンス
教科書のおおまかな内容や、授業の進め方、予習の仕方、評価方法等について説明する。

第2～15回：教科書の精読

　本書は全22章から構成されているが、そのうちの5つほどの章(前期とは異なる)を選んで読む。1
回の授業で章の半分（約10頁）程度進む予定であるが、受講者の英語力等にもよる。
　授業は、毎回複数の担当者をその場で指名し、担当した部分を段落ごとに要約し、発表してもら
う形で進める。発表方法の詳細については、授業内で説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席、発表内容）で評価するが、期末にレポートあるいは試験を課す場合がある。

 [教科書]
Danna R. Gabaccia and Vicky Ruiz 『American Dreaming,  Global Realities Rethinking U.S. Immigration 
History』（University of Illinois Press）ISBN:978-0-252-03064-2（担当教員がコピーを配布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に予告された範囲の予習を必ず済ませておくこと。また、関連事項についての参考文献を読み、
積極的に自学自習することが望ましい。

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

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 北村　直彰

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
David Hackett Fischer, *Historians' Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought* (New York: Harper & 
Row, 1970)を読む。学問的探究において、研究対象のテクストや自らの論文における議論が正しい
ものであるかを批判的に検討することは、分野を問わずつねに重要である。本書は、学術的な議論
において私たちがしばしば陥る種々の誤りを、さまざまな歴史家による実際の論述に即して分類・
例示したものである。本書の読解を通じて、英文読解能力と批判的思考能力を養うことを目的とす
る。

 [到達目標]
(1) 基礎的な英文読解能力を修得する。
(2) 学術的議論にみられる典型的な誤りの種類と特徴を、歴史学的探究における議論の実例に即し
て理解する。
(3) 教科書の議論それ自体を含め、学術的議論の正しさを批判的に検討する姿勢を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回：授業ガイダンス
　教科書のおおまかな内容や、授業の進め方、予習の仕方、評価方法などについて説明する。

第2～15回：教科書の読解
　第一部「探求」、第二部「説明」、第三部「論証」（議論の誤りのタイプを大きく三つに分類し
たもの）から、それぞれ少なくとも一章ずつ読む予定である（1回の授業で10頁程度進むことを目
標とするが、受講者の英語読解能力などに応じて適宜、進度を調整する）。
　毎回、複数の担当者を決め、担当範囲を段落ごとに要約して発表してもらう形で進める。ただし、
その回に扱う範囲の全体を全員が予習してきていることを前提に、担当範囲以外の文章をその場で
訳してもらうことがある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（80％）、学期末の小レポート（20%）

到達目標の達成度に基づいて評価する。学期末レポートについては授業中に説明する。

 [教科書]
David Hackett Fischer, *Historians' Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought* (New York: Harper & 
Row, 1970)

必要な箇所のコピーを授業中に配付する。

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として、次回に扱われる範囲を十分に時間をかけて精読し、疑問点などをまとめておくこと。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 徳永　悠

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
今日、国境を越えた人間の移動はグローバル化の中でますます活発化している。日本社会でも外国
籍の人々は1990年の107万人から2017年の247万人と二倍以上に増えており、移民とその子孫が日本
各地で経済や文化の発展に貢献している。一方で、彼らに対する偏見や差別、格差も残っている。
この授業では、Khalid Koser, International Migration: A Very Short Introduction, 2nd edition (2016)と
Sucheng Chan, Asian Americans: An Interpretive History (1991)の一部を読む。19世紀後半～20世紀前半
にアメリカ合衆国に渡ったアジア人移民／アジア系アメリカ人の歴史に関する英語文献を読み解き
ながら、国境を越えて人が移動する理由、移民の生活や権利、移民に対する差別、移民に関する政
策など現代においても重要なテーマについて英語で理解する力を伸ばすことを目的とする。

 [到達目標]
１）アジア人移民／アジア系アメリカ人の歴史の理解に必要な英語読解力を習得する、２）現代の
移民の理解に必要な英語読解力を習得する、３）そのうえで、移民に関する議論について歴史的に
考える力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回：授業概要説明／なぜ移民について学ぶのか
第2～4回：KoserのChapter 1, 2, 3（計36ページ）を読み、現代の移民の状況について概観する。
第5～14回：ChanのChapter 1, 2, 3, 6, 7（計99ページ）を読み、アメリカ合衆国に渡ったアジア人移
民／アジア系アメリカ人の歴史について学ぶ。
第15回：授業まとめ
 
毎週、授業までに該当範囲のテキスト（10ページ程度）を読んでおく。毎週の該当範囲のうち、最
も印象に残った段落を一つ選んで翻訳し、その段落を選んだ理由を書き添えた「翻訳レポート」（
A4・1枚）を授業開始時に提出する。授業中は15人程度の受講者に、自分が翻訳した段落について
発表してもらう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
翻訳レポート：78点（13回×6点）
期末レポート：22点（1回×22点）
※到達目標の達成度に基づき評価する。期末レポートについては学期中に説明する。

 [教科書]
Khalid Koser 『International Migration: A Very Short Introduction, 2nd edition』（Oxford University Press,
 2016）
Sucheng Chan 『Asian Americans: An Interpretive History』（Twayne Publishers, 1991）
該当範囲のテキストは担当教員が印刷して授業中に配布する。

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｉ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎週、授業までに事前に伝えた該当範囲のテキスト（10ページ程度）を読んでおく。毎週の該当範
囲のうち、最も印象に残った段落を一つ選んで翻訳し、その段落を選んだ理由を書き添えた「翻訳
レポート」（A4・1枚）を準備する。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 藤井　俊之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  独書講読 I

 [授業の概要・目的]
Peter Michelsen: Entgrenzung. Die englische Literatur im Spiegel der deutschen  im 18. Jahrhundert. In: Der 
unruhige Buerger(1990)を読む。

現代への転換点として、ヨーロッパ史上18世紀は重要な意味をもつ。フランス革命をその帰結とす
る大規模な社会形式の移行期において、ドイツもまたその文化に物質的と精神的の両面にわたって
大きな変容を被った。その際、当時後進国であったドイツの人々の意識形成にとって、外国文学の
受容は決定的な意味をもつものであった。19世紀以降、ある意味では自国の伝統に充足できるよう
になるドイツ文化が、自らの足場を固めようとするこの世紀においていかにして自己を作り上げた
のか。こうした問題意識をもって、授業では、上に掲げたミヒェルゼンの論文を講読する。ヨーロ
ッパ文学が共通理解を担保するものとしてのラテン語の伝統にいまだ属しながら、それと並行して
各国語で著されるようになるこの時期に潜在的な「世界文学」の実現を見るミヒェルゼンの議論を
参照することで、ヨーロッパにおけるドイツの特異性（ナショナリズム）と普遍性（世界性）につ
いて考えたい。

 [到達目標]
必要分野での文献を読み解けるドイツ語の読解能力を養う。また、文献に現れる引用の読解を通じ
て、テクストの背景となる歴史的事象を考慮することを学ぶ。

 [授業計画と内容]
第一回目にイントロダクションを置いて、その後の授業はテクストの訳読を中心に進める。その際
に、全員が一度は担当を持つようにする。授業は15回全てを読解にあて、最後に、全体の総括とし
て期末にレポートを課す。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートで採点する。授業の際には各自が必ず訳読を担当することが求められる。そ
れを踏まえて、期末レポートで各自の理解を測りたい。

系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に備えて予め文献のドイツ語の予習をすることが必要である。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 藤井　俊之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  独書講読 II

 [授業の概要・目的]
Theodor W. Adorno: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit(2001)を読む。

自らの足場を伝統的規範に求めることのできなくなった近代以降の市民社会において、それを補う
ものとして構想された歴史哲学は、人間の進歩を自由のそれと同一視できるものと考えるようにな
った。こうした歴史把握は、ホッブズやルソーの社会契約説、あるいはカント、ヘーゲルに代表さ
れる歴史哲学的構想に示されている。しかし、20世紀の二つの世界大戦に直面した人々にとって、
人間の歴史が必然的に自由を実現するという考えは、無批判に受け入れることのできないものにな
ってしまった。 今回取り上げるテクストの著者アドルノは、ユダヤ系の出自の故に第二次大戦中は
故国を追われた亡命知識人の一人であり、彼もまたこうした一致を単純に認めるわけにはいかなか
った。 授業では、彼の講義録（1964/65）を講読することで、20世紀以降の現在において、歴史の
必然性と人間の自由の一致をどのように考えるべきかについて理解を深めたい。

 [到達目標]
必要分野での文献を読み解けるドイツ語の読解能力を養う。また、文献に現れる引用の読解を通じ
て、テクストの背景となる歴史的事象を考慮することを学ぶ。

 [授業計画と内容]
第一回目にイントロダクションを置いて、その後の授業はテクストの訳読を中心に進める。その際
に、全員が一度は担当を持つようにする。授業は15回全てを読解にあて、最後に、全体の総括とし
て期末にレポートを課す。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートで採点する。授業の際には各自が必ず訳読を担当することが求められる。そ
れを踏まえて、期末レポートで各自の理解を測りたい。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に備えて予め文献のドイツ語の予習をすることが必要である。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
　フランス語の初級文法を習得した、あるいはそれ以上の語学力を持つ学生を対象として、フラン
ス語で書かれた映画史文献や批評記事を読んでいきます。フランス語の読解力の向上を図るととも
に、映画史・映画理論研究にかかわる方法論についての理解を深めることを目標とします。また映
画作品の分析を行い、文化史的背景についての知識も深めます。 

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション 
第2-14回　 1917年の革命勃発後、亡命ロシア映画人がフランスで設立したアルバトロス社の映画史
的位置づけについて、関連する二次文献や当時の批評を読解していきます。アルバトロス社で製作
された映画は、同時代のフランス前衛映画および映画理論に多大な影響を与え、その余波はドイツ
表現主義映画にも及んでいます。 
第15回　フィードバックを行います。 

必要に応じて参考上映の機会を設けます。 
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましいです。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と、授業中の訳読の回数や取り組み方により、到達目標に示した諸点をふまえて評価します。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布します。

系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)(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]
参加者全員が事前にテキストに目を通しておくことを前提とします。
   

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

※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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
　この授業では、1925年の大作フランス映画『レ・ミゼラブル』（アンリ・フェスクール監督、サ
イレント映画）の字幕翻訳を行います。大正15年に『噫無情』という邦題で日本封切され、多大な
人気を博した作品です。1912年以来、『レ・ミゼラブル』は世界中で何度も映画化されていますが、
フェスクール監督版は、数あるレ・ミゼラブル翻案映画のなかでも最もよくヴィクトル・ユーゴー
の原作の雰囲気を伝え、映画作品としても芸術的な質の高い作品です。5時間に及ぶ長編劇映画の
字幕の翻訳を通じて、フランス語の読解力の向上をはかるとともに、文学と映画をめぐるアダプテ
ーションの問題や同時代のフランス映画史・フランス映画理論についての理解も深めていきたいと
思います。 

 [到達目標]
１）フランス語読解能力を養うとともに、字幕翻訳の基本的な方法を習得する。 
２）文学と映画の比較を通じて、異なる芸術ジャンル間の翻案の問題を考察できるようにする。 

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに 
第2-5回　フェスクール監督版『レ・ミゼラブル』第1部読解 
第6-9回　フェスクール監督版『レ・ミゼラブル』第2部読解 
第10-13回　フェスクール監督版『レ・ミゼラブル』第3部読解 
第14回　その他の『レ・ミゼラブル』翻案映画の読解 
第15回　フィードバックを行う 

授業の進度が予定とずれる可能性があります。 
必要に応じて参考上映の機会を設けます。 
フィードバックの方法は授業の中で指示します。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましいです。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と、授業中の訳読の回数や取り組み方により、到達目標に示した諸点をふまえて評価します。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布します。 

系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)(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]
参加者全員が事前にテキストに目を通しておくことを前提とします。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読IV)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読１

 [授業の概要・目的]
19世紀の評論の読解を通じて、ロシア語の一般的能力、および特に評論的・論文的な文章の読解力
を向上させる。

 [到達目標]
ロシア語で書かれた現代の研究論文、および１９世紀の一般的な文章を、辞書等を参照しつつ自力
で読解できる。

 [授業計画と内容]
以下をテクストとする予定である。
 
Александр Иванович Герцен, Старый мир и Россия. (1854) 

ただし、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。 

第1回：イントロダクション
第2回～第15回：講読(日本語訳、文法的説明、背景説明)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。
毎回の講読における平常点（予習の精度）によって評価する。

 [教科書]
 プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
露和辞典は研究社出版のものを所持していることが望ましい。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として自分でテクストを訳しておくことが必須となる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読IV)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読２

 [授業の概要・目的]
  19世紀の評論の読解を通じて、ロシア語の一般的能力、および特に評論的・論文的な文章の読解
力を向上させる。

 [到達目標]
19世紀のロシア語の文章を、辞書等を参照しつつ自力で読解できる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、以下をテクストとする予定である。
 
 Александр Иванович Герцен, Старый мир и Россия. 
(1854) 

前期不受講者にも不都合のないよう、前半の要約を初回講義時に配布する。
ただし、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。

第1回：イントロダクション
第2回～第15回：講読(日本語訳、文法的説明、背景説明)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。
毎回の講読における平常点（予習の精度）によって評価する。

 [教科書]
 プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
露和辞典は研究社出版のものを所持していることが望ましい。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として自分でテクストを訳しておくことが必須となる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ)
Basic course of Modern Culture & History(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 宮　紀子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
民国期から現代にいたる中国のさまざまな形態の文章を、正確かつ迅速に読解・処理し、原文に相
応しい文体で翻訳する能力を身につけることを目標とする授業である。マンガ、戯曲、歌謡曲など
比較的容易なものから、新聞、小説、フィールド調査の報告や学術論文へと徐々に難解なものへ移
行しながら翻訳の技術を磨く。同時に多様で複雑な中国文化と社会の実態を掘削し理解してゆくた
めの手掛かりを提供したい。

 [到達目標]
現代中国語で書かれた文章を正確に一定の速度で読解できるようになる。その文章がいかなる背景
のもとに書かれたか、さまざまな道具を用いて調べる技術も身につける。

 [授業計画と内容]
第一回は、開始時点での各人のレヴェルを把握するため、その場で配布資料を音読・翻訳してもら
う。第二回から第十五回までは、さまざまな媒体・形式の現代中国語文を、それぞれの分量に照ら
して適当な回数に割り振って読んでゆく。受講者は毎回一度は現代中国語で読み上げ、日本語訳せ
ねばならない。受講者の専攻、人数、水準に配慮しながら、できるだけ多様な文章を紹介する。

 [履修要件]
独学でもかまわないので、初級中国語の知識を有すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と学期末の小レポート

 [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]
授業で取り上げる箇所を日本語訳し、現代中国語で音読できるようにしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
中国語初級終了段階では、文章を読み上げようとすると、ほとんど一文字一文字ピンインを調べね
ばならないことが予想される。徹夜になることもあり、翻訳するよりも辛い単純作業だが、何度も
同じ字を引いては忘れ、また引いてという繰り返しによって、次第に習得される。誰もが通る道な
ので、あきらめないでほしい。授業のほかにラジオやテレビの講座、字幕ドラマ等の活用も推奨す
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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ)
Basic course of Modern Culture & History(Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 宮　紀子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
民国期から現代にいたる中国のさまざまな形態の文章を、正確かつ迅速に読解・処理し、原文に相
応しい文体で翻訳する能力を身につけることを目標とする授業である。マンガ、戯曲、歌謡曲など
比較的容易なものから、新聞、小説、フィールド調査の報告や学術論文へと徐々に難解なものへ移
行しながら翻訳の技術を磨く。同時に多様で複雑な中国文化と社会の実態を掘削し理解してゆくた
めの手掛かりを提供したい。 

 [到達目標]
現代中国語で書かれた文章を正確に一定の速度で読解できるようになる。その文章がいかなる背景
のもとに書かれたか、さまざまな道具を用いて調べる技術も身につける。 

 [授業計画と内容]
さまざまな媒体・形式の現代中国語文を、それぞれの分量に照らして、全十五回のなかで、複数の
資料を読めるよう、適当な回数に割り振って読んでゆく。初回に各人のレヴェルを把握するために、
用意した配布物をその場で音読・翻訳してもらう。受講者は毎回一度は現代中国語で読み上げ、日
本語訳せねばならない。受講者の専攻、人数、レヴェルに配慮しながら、できるだけ多様な文章を
紹介する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と学期末の小レポート

 [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]
授業で取り上げる箇所を日本語訳し、現代中国語で音読できるようにしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
前期と後期で取り上げる文章は異なるので、後期のみの受講も認める。ただし、中国語に苦手意識
があるようであれば、まず前期に受講することを推奨する。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読（前期）

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、第5章<
L'Italia franca, l'anarchia feudale e l'impero romano-germanico>を精読する。 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれる。 
　また著者サルヴァトレッリの文章はオーソドックスなイタリア語散文であり、これを精読するこ
とで伊語テクストの読解力を効率よく身につけることができる。この読解力の養成が授業の主要な
目的となる。　 

 [到達目標]
・平易なイタリア語文献を自力で読み解くことができるようになること。
・イタリア史の基礎知識を習得すること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。 

第1回（イントロダクション） 
　使用テキストと講読対象の章について概説する。あわせて授業の進め方、小テスト、評価方法に
ついて説明をする。テキストの冒頭部分を実際に読みながらイタリア語の読解にあたって注意すべ
き点を確認する予定。 

第2回～第14回（上記第5章の講読） 
　必要に応じて文法事項を確認しながら精読する。重要な専門用語や固有名詞の意味を確かめつつ
正確な読解に努める。毎回1ページを目処にテキストを読み進めていく。

 [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・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
　プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに把握することを心がけてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えた箇所や文法知識の曖昧なところを確認することが肝要。また小テスト
でチェックされた点を見直すことも大事。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)
Basic course of Modern Culture & History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読（後期）

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、第18章
<Il Risorgimento>を精読する。 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれる。 
　また著者サルヴァトレッリの文章はオーソドックスなイタリア語散文であり、これを精読するこ
とで伊語テクストの読解力を効率よく身につけることができる。この読解力の養成が授業の主要な
目的となる。　  

 [到達目標]
・イタリア語文献を自力で読み解くことができるようになること。 
・イタリア史の基礎知識を習得すること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。

第1回（イントロダクション） 
　後期の講読個所について概説する。授業の進め方、小テスト、評価方法について確認をした後、
テキストの冒頭部分を実際に読み始める予定である。
 
第2回～第14回（上記第18章の講読） 
　前期と同様、重要な文法事項を確認しながら精読する。専門用語や固有名詞の意味を確かめつつ
正確な読解に努める。毎回1.5ページを目標にテキストを読み進めていく予定。

 [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・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
　プリント配布。

系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(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]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに理解することを心がけてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の曖昧なところを確認することが重要。また小テ
ストでチェックされた点を見直すことも大事。 

（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。
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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 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代日本の地球物理学ー松山基範と地磁気逆転の発見

 [授業の概要・目的]
この授業では，京都帝国大学教授だった松山基範の地球物理学の業績を取り上げ，20世紀初頭の日
本における地球物理学について検討する．また松山の代表的な業績である地磁気逆転現象の発見と
プレートテクトニクス理論の発展についても考察する．

 [到達目標]
明治以降の西欧近代科学の導入と，20世紀前半の地球物理学の発展について理解し，この時代の科
学史一次文献の読解についての基礎的な能力を獲得する．

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
それぞれについて２－４回程度で講ずる（全15回）
　１：イントロダクション
　　明治以降の科学の発展
　　京都帝国大学と松山基範の業績
　　地磁気逆転現象とプレートテクトニクス理論の歴史
　２：松山基範の科学的業績
　　古磁気学と地磁気逆転現象の発見
　　重力測定と重力異常の発見
フィードバックについては，授業内に指示する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによって評価する（各50％）．

 [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]
授業中に配布するテキストや参考資料を，授業前および授業後に熟読すること．
また授業中に紹介する参考文献を適宜読むように．

（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。
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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 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ガリレオの「新しい科学」

 [授業の概要・目的]
この授業では，近代科学の父と言われるガリレオの「新しい科学」に関して，天体観測と宇宙論を
中心に考察する．1609年12月に始まる望遠鏡による天体観測は，宇宙論の変革，さらには自然学の
革命を導いたものであり，このトピックの考察を通じて，誕生期の西欧近代科学についての理解を
深める．

 [到達目標]
17世紀科学革命についての基本的な理解を得るとともに，ガリレオの著作や手稿の読解を通じて科
学史の一次文献の読解についての基礎的な能力を獲得する．

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
それぞれについて２－４回程度で講ずる（全15回）
　１：イントロダクション
　　17世紀科学革命
　　ガリレオの生涯と業績
　２：ガリレオのテキストの検討
　　初期：『星界の報告』・『太陽黒点論』
　　中期：彗星の本性に係わる論考・『偽金鑑識官』
　　後期：『世界系対話』・『新科学論議』
フィードバックについては，授業内に指示する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによって評価する（各50％）．

 [教科書]
授業で必要なテキストや参考資料は，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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に配布するテキストや参考資料を，授業前および授業後に熟読すること．
授業中に紹介する文献を適宜読むように．

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※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。
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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

  2018・
   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・合理性の文化相対性?　Cultural relativity of science and rationality?

 [授業の概要・目的]
この特殊講義のテーマは科学の哲学的側面にかかわるさまざまな話題をとりあげる形で毎年変更さ
れます。今回の講義では科学や合理性というものが文化に相対的なものではないか、という考え方
について、基本文献の検討を中心としつつ、日本文化における事例を使いながら一緒に考えていき
ます。西洋的な合理性は普遍性を持つのか、それとも文化ごとに異なる合理性があって、西洋から
は迷信や魔術と見えるものも独自の合理性をそなえているのか、という問題は人類学や「社会科学
の哲学」と呼ばれる分野で長らく論じられてきたテーマです。また、科学社会学では、科学的知識
というものが社会的に構築されるという考え方が影響力を持ってきましたが、これが正しければ異
なる文化においては異なるものが科学的知識とみなされることもありえます。日本においても日本
に特有の科学のあり方がありうるのではないか、ということが議論されたことがありました。こう
した問題について一緒に考えて行きたいと思います。
The topic of this special lecture varies every year, picking up various topics related to the philosophical 
aspects of science. This year, we examine the idea that science and rationality may be culturally relative, by 
reading basic texts and considering cases from Japanese culture. Is Western rationality universally valid, or 
are there different rationalities from one culture to another, where seeming superstitions and magic have 
rationality of their own? This issue has been discussed in anthropology and in a discipline called 'philosophy 
of social sciences'. Similarly, the idea that scientific knowledge is socially constructed has been influential in 
sociology of science, and if this idea is correct, different societies have different scientific knowledge. In 
Japan, there also has been arguments on the possibility of uniquely Japanese science. We explore these issues 
together.

 [到達目標]
科学に対する哲学的なものの見方というのがどのようなものかを理解する。とりわけ、今年度の授
業においては、授業内で紹介する議論や観点を理解し、それが科学や合理性の文化相対性問題とど
う関わるかを理解する。
To understand philosophical way of looking at science. In particular, this year, this means understanding 
arguments and positions introduced in the class and seeing what are their implications for the cultural 
relativity issue of science and rationality.

 [授業計画と内容]
授業は日本語と英語で行われます。
以下は扱うトピックの暫定的リストです。（一項目に1-2週かけます）
The lectures will be given both in Japanese and English.
Tentative list of topics (we will spend one or two weeks for each topic)

第一部：合理性論争
１　問題の見取り図
２　エヴァンズ＝プリチャードとウィンチ

科学哲学科学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(2)

３　テイラーの議論
４　事例研究：血液型性格判断の合理性？ 
５　その後の展開

第二部：科学的知識の社会的構成
6　クーンの通約不可能性の概念
7　科学知識社会学
8　科学的知識の社会的構成への批判
9　事例研究：日本的科学の可能性？
１０　その後の展開

Part I: the rationality debate
1. Overall picture
2. Evans Prichard and Winch
3. Taylor's argument
4. Case study: rationality of blood-type character assessment?
5. Later developments

Part II: social construction of scientific knowledge
6. Kuhn's notion of incommensurability
7. Sociology of scientific knowledge
8. Criticisms of social construction of scientific knowledge
9. Case study: Uniquely Japanese Science?
10. Later developments

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。
Regarding the feedback on your assignments, more information will be given in the class.

 [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・観点及び達成度]
中間の論文計画の提出と期末論文の提出を総合的に100点満点（60点以上合格）で評価する。
評価は、授業で取り上げられた理論が適切に理解できているか、そうした理論が適切に具体例に適
用できているか、という視点から行われる。講師の中間論文計画へのコメントへの反応も評価の対
象となる。

A midterm paper project and the final paper. The project and the final paper as a whole is evaluated 

科学哲学科学史(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(3)

numerically, where the full mark is 100 and a passing mark is above 60. 
The assessment is done from the viewpoint of (1) whether the paper reflects proper understanding of the 
theories discussed in the class and (2) whether the theories are properly applied to concrete cases. 
Responsiveness to the instructor's comment to the paper project is also assessed.

 [教科書]
リーディングを授業内で配付
Reading assignments will be distributed in the class.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（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。
Students 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15:30-16:30（第二金曜日は15:00-16:00)を予定
Office Hour will be on Friday 15:00-16:30 (on second Friday 15:00-16:00)

※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。
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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

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  確率の哲学の現在

 [授業の概要・目的]
確率の哲学は「確率とは何か」という非常に抽象的な考察、「科学の各分野において確率はどのよ
うに使われているか」といった科学と確率の関係についての考察、さらには「不確実な情報下での
意思決定をどう行うべきか」という実践的な考察など、多様な面をもつ。今回の授業では、近年出
版されたOxford Handbook for Probability and Philosophyを手がかりとして、こうした多面的な確率の
哲学の現在の姿を知り、そこで取り上げられるさまざまなテーマに対して自分なりの見解を持てる
ようになることを目指す。

 [到達目標]
確率の哲学における基本的な問題としてどのようなものがあるか、それらの問題についてどのよう
な立場があるかを理解し、批判的な検討ができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のようなテーマを扱う予定（一項目に1-2週かける）
第一部　歴史的背景
1 確率論入門
2近代統計学の起源
3確率的認識論の起源
第二部　確率とは何か
4 頻度説
5 主観説
6 傾向性説
7 幅のある確率判断
第三部　確率の応用
8 ベイジアンネットワーク
9 統計力学における確率
10 量子力学における確率
11 決定理論

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。

 [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。

科学哲学科学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
二回のレポートで評価を行う。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。

 [教科書]
Hajek, A. and Hitchcock, C. (2016) The Oxford Handbook of Probability and Philosophy. Oxford University 
Press.
リーディングとして使用する部分を授業内で配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:30-16:30（第二金曜日は15:00-16:00)を予定

※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。
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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

客員教授 文学研究科 Leon Horsten
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

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to the Philosophy of Mathematics

 [授業の概要・目的]
Mathematics poses a special challenge philosophy. Firstly, it is not immediately clear what the subject matter 
of mathematics is. The subject matter of our empirical scientific theories is arguably the physical world 
around us, but it seems unclear in what sense concrete physical entities can be the subject matter of 
mathematics. For this reason, it has been argued that mathematics is not about physical but about abstract 
entities. But this poses a problem for mathematical epistemology: how can we, as biological creatures, 
acquire knowledge of a realm outside the physical universe (the realm of abstract objects)? Thus, by 
philosophically reflecting on mathematics, we learn about metaphysics (concrete versus abstract entities), 
epistemology (a priori knowledge), and about the relation between mathematics and the empirical sciences.

 [到達目標]
To achieve a good understanding of the fundamental philosophical problems and theories concerning what 
mathematics is about and concerning mathematical knowledge.

 [授業計画と内容]
The lectures will be given in English.
The topics that are covered roughly follow the structure of the textbook, and are the following

1. Mathematics as a philosophical challenge
2. Attempts to reduce mathematics to logic
3. Formalism
4. Intuitionism
5. Empiricism
6. Nominalism and fictionalism
7. Mathematical intuition
8. Philosophy of set theory
9. Structuralism 1: eliminative structuralism
10. Structuralism 2: non-eliminative structuralism
11. The quest for new axioms

Roughly one topic will be covered per week.

Regarding the feedback on your assignments, more information will be given in the class.

 [履修要件]
特になし

科学哲学科学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
A midterm paper and the final paper. The project and the final paper as a whole is evaluated numerically, 
where the full mark is 100 and a passing mark is above 60.
The assessment is done from the viewpoint of (1) whether the paper reflects proper understanding of the 
theories discussed in the class and (2) whether the paper contains philosophical critique of positions covered 
in the lectures that is well argued for and that is to some extent independent.

 [教科書]
Linnebo 『Philosophy of Mathematics』（Princeton University Press）

 [参考書等]
  （参考書）
Optional further literature for this unit is:
P. Benacerraf & H. Putnam (eds) Philosophy of Mathematics. Selected readings. 2nd edition. Cambridge 
University Press, 1984.

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students are expected to read the assigned readings before each class to be able to take part in the class 
discussion.

（その他（オフィスアワー等））
Office Hour will be on Wednesday 1400h - 1500h (prof. Horsten)　and Friday 15:00-16:30 (prof. Iseda).

※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。
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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 杉本　舞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  第二次大戦期前後のコンピューティング史を考える

 [授業の概要・目的]
この授業では、戦間期・第二次世界大戦中のコンピュータ開発に関するさまざまな側面を取り上げ
ながら、理論史・思想史・文化史・ハードウェア史をはじめとしたコンピューティング史への多様
な取り組み方について理解を深めることを目指す。具体的には、第一次AIブームのさきがけとなっ
た様々な研究活動や思想について、コンピューティング史の観点から考察し、コンピュータをとり
まくさまざまな研究分野の重なりや関連性、またその変化についても検討していきたい。

 [到達目標]
第二次世界大戦前後のコンピューティングの歴史について理解し、様々な近接分野との関連性につ
いて吟味できるようになる
コンピューティング史のヒストリオグラフィや史料の取り扱いについて理解する。

 [授業計画と内容]
授業は以下の計画で進める。講義形式の授業と、授業内で指定した文献に関するディスカッション
等を組み合わせながら進める予定である。

ガイダンス
「機械の脳」という発想（2回）
第二次世界大戦中のコンピュータ開発（2～3回）
戦時研究との関係（1～2回）
コンピューティング史における先取権争い（1回）
数学・論理学分野との関連性の検討（1回）
サイバネティクスの興隆（1～2回）
脳・神経系とのアナロジー表現（1回）
メディアにおけるハイプ（1回）
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・観点及び達成度]
平常点100％
授業期間中には授業テーマに関わる小レポートを数回課し、学期末には課題を出す。それらの点数
の合計を平常点とする。いずれのレポートも到達目標の達成度に基づき評価する。

科学哲学科学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)  (2)

 [教科書]
授業中に指示する
  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内容に関わる文献を授業外で読んでくること。文献リストについては授業中に指示する。

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  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  「科学技術と社会」を洞察するための技法

 [授業の概要・目的]
知識基盤社会とも呼ばれる現代において、科学技術が社会に対して与える影響は、知識生産にとど
まらず、種々の倫理的・法的・社会的影響(Ethical, Legal, and Social Implications: ELSIs)など多岐に渡
っている。 
本講義では、「科学技術」と「社会」の間の界面で生じる様々な問題群の構造的課題と諸相を理解
するための視座を見につけることを目的とする。 
そのための一つの方法として、とりわけ科学社会学・科学技術社会論・科学技術政策論の見地から、
具体的な事例に注目した分析を概観し、講義を進めていく。

 [到達目標]
本講義の目標は、以下の二点である。 

(i)科学社会学・科学技術社会論・科学技術政策の基本的な視点を理解する 
(ii)上記領域における方法論と考え方について、具体的な事例を通じて理解をする 

そのために、例えば以下のような具体的な事例の検討を行い、「科学技術と社会」の間で生じる
ELSI、その背景にある構造的問題にアプローチする。 

・幹細胞・再生医療研究 
・人工知能・分子ロボティクス 
・ナノテクノロジー 
・東日本大震災 
・科学技術政策・研究評価 

 [授業計画と内容]
(1)ガイダンス 
(2)幹細胞・再生医療研究を巡る倫理的・法的・社会的影響（ELSI） 
(3)幹細胞・再生医療研究を巡るメディア報道 
(4)幹細胞・再生医療研究を巡るコミュニケーションの問題 
(5)先端科学技術を巡る「ロックイン」問題―Socio-technical Imaginary（社会技術的想像）の視点か
ら 
(6)先端科学技術を巡るELSIに切り込むための技法①―リアルタイム・テクノロジーアセスメント（
RTTA） 
(7)先端科学技術を巡るELSIに切り込むための技法②―リアルタイム・テクノロジーアセスメント（
RTTA） 
(8)先端科学技術を巡るELSIに切り込むための技法③―ナノテクノロジーからの教訓 
(9)東日本大震災を巡る社会的課題①－概論 
(10)東日本大震災を巡る社会的課題②－メディア分析の視点から 
(11)東日本大震災を巡る社会的課題③－メディア分析の視点から 
(12)科学技術政策概論 

科学哲学科学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)  (2)

(13)科学技術政策の現在－「責任ある研究・イノベーション(Responsible Research and Innovation: RRI）
」という視点 
(14)研究評価システムが持つ課題 
(15)まとめ 

開講日時については、後日KULASISを通じて連絡。
[ただし変更する場合がある]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加(30%) 
授業終了時のレポート(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]
講義中に指示をする。 
ただし講義への積極的な参加と、講義中に提示された文献の読解を推奨したい。 

（その他（オフィスアワー等））
シラバスは変更することがある。変更の場合は授業内で通知する。

※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。
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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 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・クーンと科学史

 [授業の概要・目的]
20世紀を代表する科学史家のひとりであるトマス・クーンの論文集『科学革命における本質的緊張』
をテキストとし，「科学革命」・「パラダイム」概念を中心とする，彼の科学史研究を検討し，科
学史の方法について考察する．

 [到達目標]
「科学革命」や「パラダイム」に代表される，今日の科学史研究にも大きな影響を与えているクー
ンの科学史研究を理解し，科学史研究における基本的な概念に於ける方法についての知識を獲得す
る．

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
2回のイントロダクションののち，以後15回まで『科学革命における本質的緊張』の各章の内容を，
各出席者に報告してもらい，ディスカッションを行う．
　１：イントロダクション
　　　トマス・クーンの生涯と業績
　　　科学史研究の歴史
　２：『科学革命における本質的緊張』の検討
　　第1部　クーン科学史論集
　　第2部　クーン科学哲学論集
フィードバックについては，授業内に指示する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席および発表，レポートによって評価する．

 [教科書]
トマス・クーン 『科学革命における本質的緊張』（みすず書房）
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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に配布するテキストや参考資料を，授業前および授業後に熟読すること．
授業中に紹介する文献を適宜読むように．

（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。
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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 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  江戸の天文学と伊能忠敬

 [授業の概要・目的]
この授業では，日本全図の作成で知られる伊能忠敬を取り上げ，江戸時代の科学技術に関する理解
を深める．伊能忠敬の測量活動は，天文学的関心から始められたものであり，当時の天文学が反映
されていた．彼の測量日誌等の検討を通じて，当時の天文学・測量術について考察する．

 [到達目標]
江戸時代の科学技術についての理解を得るとともに，江戸期の文献を読解する初歩的な能力を獲得
することを目指す．

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
最初の３回程度をイントロダクションにあて，以後15回まで『天文手簡』および測量日誌を講読す
る．
　１：イントロダクション
　　江戸の天文学と測量術
　　伊能忠敬の人生とその背景
　２：伊能忠敬の活動
　　『天文手簡』
　　測量日誌
フィードバックについては，授業内に指示する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによって評価する（各50％）．

 [教科書]
授業で使用するテキスト等は，担当教員が準備して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に配布するテキストや参考資料を，授業前および授業後に熟読すること．
テキスト読解の十分な予習は不可欠である．

（その他（オフィスアワー等））
特になし．

※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。
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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

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学の方法としてのコンピュータ

 [授業の概要・目的]
科学の道具としてコンピュータが導入され、科学のあり方は大きく変化した。ハンフリーズの『わ
れわれを拡張する』は、科学におけるコンピュータの役割を哲学の視点からとらえなおし、科学者
とはどういう存在か、科学の方法論とは何かといった問題について興味深い視点を提供している。
この授業ではハンフリーズの問題意識を共有するとともに批判的に検討していく。

 [到達目標]
テキストの読解を通して、科学者がコンピュータを利用することにまつわる哲学的問題としてどの
ような問題があるか、その問題についてどのような立場があるかを知り、批判的に検討できるよう
になる。

 [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。
Paul Humphreys (2004) Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism and Scientific Method. 
Oxford 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）。

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。

 [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。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
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。

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた書籍から授業に使用する部分を配布

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(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]
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。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:30-16:30（第二金曜日は15:00-16:00)を予定

※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。
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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

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学における「認識的文化」

 [授業の概要・目的]
近年の科学哲学、科学技術社会論の領域では、「科学」という名で一括される営みの多様性に着目
した研究が増えている。そうした中でも、クノール＝セティナの「認識的文化」に関する議論は、
知識生産の営みの「文化」的な側面を事例にもとづいて考察した研究としてよく名前が挙がる。こ
の授業では、クノールセティナの議論を輪読形式で読み進め理解するとともにディスカッションを
通じて批判的な検討を行うことを目的とする。

 [到達目標]
クノール＝セティナの「認識的文化」についての考え方を理解し、批判的に検討できるようになる。

 [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。
Knorr Cetina, K. (1999) Epistemic Culture: How the Sciences Make Knowledge. Harvard University Press.
前半の５章を中心に読む。

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）。

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。

 [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。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
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。

 [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

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(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]
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。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:30-16:30（第二金曜日は15:00-16:00)を予定

※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。
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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

  2018・
   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・観点及び達成度]
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』

 [授業外学習（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が望ましい。

（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。
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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

  2018・
   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
⑪完全性定理の証明
⑫総合演習

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

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・観点及び達成度]
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)

 [授業外学習（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が望ましい。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 伊藤　和行
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  4回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学科学史セミナー   

 [授業の概要・目的]
科学史および科学哲学における，基礎的な知識の理解を向上させるとともに，近年の研究動向につ
いての知識を得る．
それらを基盤として，卒業論文の作成に必要な基礎的な力を養う．

 [到達目標]
科学哲学・科学史の基礎知識を向上させるとともに，論文作成のための基礎的な力を身につける．

 [授業計画と内容]
授業に出席する各学生に研究の進行状況を報告してもらい，研究テーマの設定，先行研究について
の理解などについて個別に指導を行う．
発表順や具体的な発表課題・内容等については，出席学生と担当教員とで相談をして決める．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および発表等）によって評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし  

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当時の準備，その他授業外作業がある場合は適宜指示する．

（その他（オフィスアワー等））
なし

※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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 伊藤　和行
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  4回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学科学史セミナー   

 [授業の概要・目的]
科学史および科学哲学における，基礎的な知識の理解を向上させるとともに，近年の研究動向につ
いての知識を得る．
それらを基盤として，卒業論文の作成に必要な基礎的な力を養う．

 [到達目標]
科学哲学・科学史の基礎知識を向上させるとともに、論文作成のための基礎的な力を身につける．

 [授業計画と内容]
授業に出席する各学生に研究の進行状況を報告してもらい，研究テーマの設定，先行研究について
の理解などについて個別に指導を行う．
発表順や具体的な発表課題・内容等については，出席学生と担当教員とで相談をして決める．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および発表等）によって評価する．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表担当時の準備，その他授業外作業がある場合は適宜指示する．

（その他（オフィスアワー等））
なし

※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。
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授業科目名
　<英訳>

情報・史料学(卒論演習)
Humanistic Informatics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火1

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  卒論演習

 [授業の概要・目的]
卒業論文執筆を目的とする研究についての演習を行う．卒業論文提出予定の４回生は必ず履修しな
くてはならない．

 [到達目標]
卒業論文執筆のための基本的能力を養うことを目的とする．

 [授業計画と内容]
卒業論文執筆を目的とする研究を指導教員の下で行う演習である．演習の内容は，当初は研究の方
向の妥当性，研究の方針（計画），そして，研究の方法などの指導となる．最初の時期は，これら
の相談や，調査・研究結果の報告が演習の主な内容となる．通常の演習では，報告は断片的・部分
的なものとなる．しかし，前期の終わりか後期の最初までの時期を目処の中間報告会を開催するの
で，その際には，論文執筆の最終段階に向けて，まとまった内容の報告を行わねばならない．また
受講生各自の研究の進捗状況などを個別に考慮して，11から12月を目処に，何度か中間報告会の形
式の包括的報告を行うように指示する．

 [履修要件]
卒業の見込みがあること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
途中経過の発表等で評価する．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
基本的に演習なので相当量の予習が必要となる．

（その他（オフィスアワー等））
卒業論文提出予定の４回生は必ず履修しなくてはならない．卒業論文だけでなく，この演習にも合
格しないと卒業ができないので注意すること．

※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。
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授業科目名
　<英訳>

二十世紀学(卒論演習)
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉本　淑彦

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金3,4

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  卒業論文作成演習

 [授業の概要・目的]
卒業論文作成に向けて、①テーマの設定、②先行研究の評価、③議論構築、④文献調査、⑤聞き取
り調査などについて、受講生に個別指導すると同時に、集団ディスカッションを通じて、現代文化
に関わる多様な研究テーマに対する学知を深める。

 [到達目標]
卒業論文を作成する上で必要になる力を養う。

 [授業計画と内容]
　１回目：卒論予定テーマについて全員が、その要略を説明する。
　前期の２回目以降：各回とも、１名の受講生が、卒論予定テーマについて、①研究の意義、②先
行研究、③論旨、④文献について報告する。当該報告の問題点を洗い出し、さらに研究を進める場
合の課題を考える。
　後期の初回：全員が卒論の中間報告をおこなう。
　後期の２回目以降：各回とも、１名の受講生が、卒論予定テーマについて、①研究の意義、②論
旨について報告する。当該報告の問題点を洗い出し、さらに研究を進めるうえでの課題を考える。
　最終回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（６０点）と、卒論中間報告（４０点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各自が個別報告するにあたって配布するレジュメについて、報告の二日前までには完成させるよ
う、心がけなさい。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 永原　陽子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  南部アフリカ現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
　南部アフリカ（南アフリカおよび周辺諸国）の、アパルトヘイト体制崩壊以降の歴史を、背景と
なるそれ以前の時期の歴史を含めて、扱う。
　南部アフリカ諸地域は、第二次世界大戦後にアパルトヘイト体制を本格化させた南アフリカを中
心に、世界が脱植民地する時期に、いわばそれに逆行するかのように、植民地主義と人種主義のさ
らなる激化を経験した。1990年代以降、その体制が崩壊し、現在に至るまで、大きな社会変動が生
まれている。その変動の中で当該社会がどのような課題に直面し、それらをどのように乗り越えよ
うとしているのかを多面的に取り上げる。それを通じて、植民地主義とアパルトヘイトとはどのよ
うなものであったかを考え、さらには、ポストコロニアリズムとコロニアリズムとの関係に考察を
及ばせる。
　以上のような南部アフリカ社会の検討は、世界各地での脱植民地化や、紛争後社会の体制移行の
問題についての理解をも深めることに通ずるだろう。

 [到達目標]
・南部アフリカのアパルトヘイト体制とその前史としての植民地主義について、基本　的な事実を
理解する。
・1990年代以降の南部アフリカ社会の変動にかんする基本的事実、人々の抱えている　課題とその
克服の試みについて、世界史の中に位置づけて理解する。
・南部アフリカ社会の変動についての理解を通じて、現代世界の抱える基本的な問題
　としての帝国主義と脱植民地化についての理解を深め、「現代」を考察する視座を　得る。
　
　

 [授業計画と内容]
以下のテーマにつき、各2～4回程度で扱う（全15回）。

1. 植民地主義とアパルトヘイト
2. アパルトヘイト体制の崩壊と「和解」
3. 土地改革
4. 伝統とジェンダー
5. コロニアリズムとポストコロニアリズム

※フィードバックについては授業中に指示する。

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に学期末のレポートで評価する。
授業中に随時、小課題を課し、それを勘案することがある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に適宜指示する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーについては授業の中で説明する。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (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

  2018・
   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。 
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・観点及び達成度]
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）
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』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』  

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (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

  2018・
   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、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。 
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・観点及び達成度]
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』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』  

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 佐藤　卓己

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学概論  

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

 [到達目標]
メディア文化学の基本をなす比較メディア論の研究パラダイムがどのように形成されたかを理解し，
その視点から個別のメディアの歴史を吟味し，現代社会の合意形成システムを分析することができ
るようになる。 

 [授業計画と内容]
第1-2回　メディア社会とは何か 
第3回　メディア史としてのコミュニケーション研究 
第4回　メディア都市の成立 
第5章　出版資本主義と近代精神 
第6回　大衆新聞の成立 
第7回　視覚人間の国民化 
第8回　　宣伝のシステム化と動員のメディア 
第9回　ラジオとファシスト的公共性 
第10回　トーキー映画と総力戦体制 
第11回　テレビによるシステム統合 
第12回　情報化の未来史 
第13回　脱・情報化社会へ 
第14回　総論・試験 
第15回　フィードバック

 [履修要件]
メディアに関心があり、情報への感度が高いこと。 

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（80％）とコメントペーパー、出席度など（20％）。定期試験の方式については、講義中
に説明する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
佐藤卓己 『ヒューマニティーズ　歴史学』（岩波書店）ISBN:4000283227（メディア史＝メディア
論の発想法について、参照のこと。）
佐藤卓己  『メディア社会―現代を読み解く視点』（岩波新書）ISBN:4004310229（『現代メディア
史』のサブ・テキストとして一般向けに書かれたもの ）
佐藤卓己 『ファシスト的公共性―総力戦体制のメディア論』（岩波書店）

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

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

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

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (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

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代における京都イメージの形成と花街   

 [授業の概要・目的]
最初に、近代における京都イメージの形成を考える。雅で貴族的な国風文化、町衆の自治やキリシ
タン文化に代表される安土桃山文化、それらと京都イメージが重ねられる近現代の過程を追う。さ
らに、嵯峨や宇治に女性的なイメージが古典文学とかかわって付与される意味を論じる。後半は、
京都の花街の歴史的な展開を示した上で、花街における宗教の布教の問題をとりあげる。近代にお
いて芸妓や娼妓が求めた救済について、宗教教団の活動から考察したい。全体として、京都イメー
ジの「もてなしの文化」という観光言説が、性を隠蔽したものであることを考える。  

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できる。近現代における京都の文化と政治について、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]
・明治維新と京都 
・1880年代の皇室をめぐる「旧慣」（伝統文化）の保存 
・1895年の第4回内国博覧会と平安遷都千百年紀念祭と京都イメージ 
・「京都らしさ」と国風文化 
・大正期のキリシタン研究・安土桃山文化の顕彰 
・昭和戦前期の明治維新顕彰
・歴史顕彰の研究史
・京都と「もてなしの文化」イメージ 
・京都における花街の歴史的展開 
・京都における花街と観光 
・絵画・文学のなかの花街
・民衆宗教の近代
・宗教と花街布教 
・花街と衛生・病気の問題 
・芸能者の信仰と花街 

以上の諸問題を考える。内容は変更することもある。フィードバックについては授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
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。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）

 [授業外学習（予習・復習）等]
祇園・宮川町・七条新地など、近現代の花街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48

授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 小関　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  サッチャリズム序説

 [授業の概要・目的]
第二次世界大戦以降、保守党か労働党かを問わず、歴代の政権が共有した「コンセンサスの政治」
に終止符を打ち、ネオ・リベラリズムを基調とする政策を精力的に遂行したサッチャー政権の時代
（1979～1990年）は、イギリス現代史上の決定的な転換期であった。サッチャーが退場して四半世
紀以上が経過したが、依然としてイギリスはサッチャリズムが定めた方向性から脱却できていない。
今年度の授業では、サッチャー政権の主要な政策を検討しながら、今も残るサッチャリズムの刻印
を検証する。

 [到達目標]
サッチャリズムの今日的な意味を、1970年代以降の世界の転換を視野に収めつつ理解する能力を身
につけること。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～２回程度の授業を充てる予定である。
(1) マーガレット・サッチャー（１回）
(2) ニュー・ライト（１回）
(3) マネタリズム（１回）
(4) フォークランド戦争（２回）
(5) 労働組合との闘争（２回）
(6) 核抑止力と反核運動（１回）
(7) 福祉国家の解体（２回）
(8) 民営化（２回）
(9) ヨーロッパ統合（２回）
(10) 地方自治体と人頭税（１回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。 

オーウェン・ジョーンズ（依田卓巳訳）『チャヴ：弱者を敵視する社会』海と月社、2017年。
セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
長谷川貴彦『イギリス現代史』岩波新書、2017年。
 

（その他（オフィスアワー等））
前期の受講を前提とはしない。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (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

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化財の近現代   

 [授業の概要・目的]
現代の文化財は、富岡製糸場などの近代化遺産の評価をめぐってや、「仁徳天皇陵古墳」として世
界遺産登録されようとする陵墓問題などにみられるように、密接に政治と関わっている。昨年に引
き続き、日本近現代の特色を文化財から考えたい。 
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。こうした日本の文化財の有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
・日本的な文化の語り
・廃仏毀釈と文化財の破壊 
・1880年代の古社寺や旧跡の保存 
・正倉院御物・京都御苑・離宮の形成 
・陵墓の近現代 
・「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と20世紀の文化財行政 
・吉野山・奈良公園・嵐山の近現代 
・神苑の形成（伊勢神宮・明治神宮・橿原神宮） 
・国民道徳と南朝史蹟・赤穂浪士の史蹟・神武聖蹟 
・伝説・物語と文化財
・戦後改革と文化財の誕生 
・世界遺産と文化財保護法 

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。

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
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。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）
今尾文昭・高木博志編 『世界遺産と天皇陵古墳を問う』（思文閣出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
奈良や京都において、文化財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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 小関　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アイルランド革命（1913～1923年）

 [授業の概要・目的]
今年度の授業では、1913～1923年の時期のアイルランドに生じた重大な変化を「アイルランド革命」
と捉え、内戦の危機、第一次世界大戦、イースター蜂起、独立戦争、内戦、といった出来事を「革
命」という一続きのプロセスの中に位置づけて考察する。「２つのアイルランド」を誕生させた「
革命」には、現在に至るアイルランドの歩みを決定づける意味があった。行論にあたっては、アイ
ルランドとイギリスの関係のみならず、アメリカやドイツの情勢にも留意する。

 [到達目標]
アイルランドに固有の文脈においてだけでなく、イギリス、アメリカ、ドイツ、等も視野に収め、
第一次世界大戦というグローバルな地殻変動の中でアイルランドという「小国」の動向を理解する
能力を身につけること。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。 
(1) アイルランド革命とはなにか？(１回）
(2) 前史（１回）
(3) 自治法案と内戦の危機（１回）
(4) 第一次世界大戦（２回）
(5) アメリカとドイツ（２回）
(6) イースター蜂起（２回）
(7) 独立戦争（３回）
(8) 内戦（２回）
(9) 革命以降のアイルランド（１回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。

小関 隆『アイルランド革命：第一次世界大戦と二つの国家の誕生』岩波書店、2018年４月（刊行予
定）。

（その他（オフィスアワー等））
今年度に関しては通年での受講は求めない。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 大学文書館 西山　伸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代日本大学史

 [授業の概要・目的]
本講義では、戦時中から現在までの日本の大学の歴史を対象とする。戦後教育改革の前提となった
戦時期の高等教育から、戦後改革、高度経済成長、大学紛争、そして近年の大学改革までの時期に
おける大学について、資料にもとづき実証的に検証する。そして、戦後日本にとって大学はどうい
う役割を果たしてきたか、現在の大学が歴史的にどのように形成されたのか、などについて考察す
る。

 [到達目標]
・戦後日本の大学の形成と展開を資料にもとづき理解する。
・日本社会における大学の役割について歴史的視点に立って考察する。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス、戦前の高等教育制度
第2回　戦時期の高等教育改革
第3回　科学動員
第4回　学徒出陣
第5回　戦争末期の大学
第6回　戦後教育改革（１）
第7回　戦後教育改革（２）
第8回　1950年代の大学と学生
第9回　高度経済成長と大学大衆化への動き
第10回　大学紛争（１）
第11回　大学紛争（２）
第12回　紛争後の大学と学生
第13回　近年の大学改革（１）
第14回　近年の大学改革（２）
第15回　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・観点及び達成度]
評価方法：毎回の授業時に提出されるコメントとレポート試験の成績により評価する。
評価基準：授業の内容を理解した上で、受講者独自の見解を示すこと。

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定する文献・史料等に予習・復習として目を通しておくこと。

（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52

授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  幸田露伴

 [授業の概要・目的]
　幸田露伴は明治から昭和に渉って活躍した作家である。この授業では、代表作を中心にその成立
過程や材源を探るとともに、モチーフやテーマを考察し、精緻な読解を目指す。併せて、受講生の
批判意識を深め、研究の手法を学ぶ。なお、後期の履修を推奨する。  

 [到達目標]
　幸田露伴に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分の考えを
論理的に述べられるようになること。他の受講生の多様な意見を受け入れ、適宜意見交換をしなが
らさらに自分の論点を深められること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。批判
的な考え方が出来ること。説得性と独自性を備えたレポートを書くことができること。

 [授業計画と内容]
　幸田露伴の研究において受講生の批判意識を深め、研究の手法を学ぶべく、毎回作品や講義・先
行論文の内容に関する質問、意見、感想などを書いて貰う。教員は、それを踏まえて講義を行い、
成立事情や語句の意味を解明し、作品の発想基盤、構成、主題を追究していく。 
　学生は、教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業
に出席するとともに、自宅において、質問や意見を用紙に記入し、授業の際に提出する。 
　全体の授業内容を踏まえて受講生全員でレポートを書く。なお、理解の程度にあわせて進度や内
容を調整することがある。 
第1回　ガイダンス。幸田露伴の生涯と作品 
第2回 「土偶木偶」 
第3回　「観画談」 
第4回　「骨董」 
第5回　「暴風裏花」 
第6回　「幻談」(1)典拠との関わり 
第7回　「幻談」(2)主題について 
第8回　「雪たたき」 
第9回　「鵞鳥」 
第10回　「連環記」(1)「大日本史」について 
第11回　「連環記」(2)日本と中国の材源について 
第12回　「連環記」(3)主題について 
第13回　「運命」(1)研究史と新たな問題点 
第14回　「運命」(2)典拠について。レポート提出 
第15回　フィードバック(レポートの講評)

 [履修要件]
特になし

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
質問・意見等の表明５割、レポート５割。

 [教科書]
　プリントを配布することがある。

 [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]
　教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業に出席す
るとともに、自宅において、質問や意見等を用紙に記入し、授業の際に提出する。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話したい学生は、人環ＨＰよりメールアド
レスを検索し、希望日時を第三希望までと、学生番号、氏名を明記してメールすること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 須田　千里

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  久生十蘭

 [授業の概要・目的]
　久生十蘭は、近来注目を集めつつある昭和の作家である。この授業では主としてその代表作を取
り上げ、作品内容の理解・注釈・先行論文の読解による新たな作品像の構築を目指す。教室で意見
交換することによって、お互いの知見を高めていきたい。 
　なお、前期の履修を推奨する。   

 [到達目標]
　久生十蘭に関する研究内容の把握が出来ること、従来の評価や論点を知った上で、自分の考えを
論理的に述べられるようになること。他の受講生の多様な意見を受け入れ、適宜意見交換をしなが
らさらに自分の論点を深められること。クラス全体で、重層的に考えを発展していけること。批判
的な考え方が出来ること。説得性と独自性を備えたレポートを書くことができること。

 [授業計画と内容]
　久生十蘭の研究において受講生の批判意識を深め、研究の手法を学ぶべく、毎回作品や講義・先
行論文の内容に関する質問、意見、感想などを書いて貰う。教員は、それを踏まえて講義を行い、
成立事情や語句の意味を解明し、作品の発想基盤、構成、主題を追究していく。 
　学生は、教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業
に出席するとともに、自宅において、質問や意見を用紙に記入し、授業の際に提出する。 
　全体の授業内容を踏まえて受講生全員でレポートを書く。なお、理解の程度にあわせて進度や内
容を調整することがある。 
第1回　ガイダンス。久生十蘭の生涯と作品 
第2回　「湖畔」(1)典拠について 
第3回　「湖畔」(2)解釈の多様性について 
第4回　「母子像」 
第5回　「新西遊記」 
第6回　「重吉漂流記」 
第7回　「藤九郎の島」 
第8回　「ボニン島物語」 
第9回　「奥の海」 
第10回　「鈴木主水」 
第11回　「白雪姫」 
第12回　「ハムレット」(1)典拠について 
第13回　「ハムレット」(2)主題について 
第14回　「玉取物語」。レポート提出。 
第15回　　フィードバック(レポートの講評)

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
質問・意見等の表明５割、レポート５割。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布することがある。

 [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]
　教員の講義内容がより深く理解できるように、各自作品本文を十分読み込んだ上で授業に出席す
るとともに、自宅において、質問や意見等を用紙に記入し、授業の際に提出する。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーは特に定めないが、講義時間外に直接話したい学生は、人環ＨＰよりメールアド
レスを検索し、希望日時を第三希望までと、学生番号、氏名を明記してメールすること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系54

授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 庵逧　由香

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮近現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
　本講義は、朝鮮近現代史の諸問題について学ぶことを目的とします。今学期はとりわけ、開港期
から植民地期を経て朝鮮戦争まで(1860年代～1953年)の具体的な事件や政策、社会状況などを、で
きる限り研究状況や史料に即して考察していきます。

 [到達目標]
朝鮮近現代史の諸問題や研究状況を理解する。  
朝鮮近現代史に関わる論点について、事実や資料に即して説明できる。

 [授業計画と内容]
１． 講義概要(講義の進め方、成績評価、自己紹介など)および概論 
２． 日本による植民地支配と現代韓国社会 １ 
３． 日本による植民地支配と現代韓国社会 ２
４． 東アジア三国の世界資本主義体制への編入と分化　(朝鮮後期～開港期)  
５． 日清・日露戦争と朝鮮の植民地化１ 
６． 日清・日露戦争と朝鮮の植民地化２
７． 日本の植民地政策と朝鮮社会１ （朝鮮総督府の機構と1910年代の政策）
８． 日本の植民地政策と朝鮮社会２ （1920年代の諸政策）
９． 日本の植民地政策と朝鮮社会３ （1930年代の諸政策）
１０． 日本の植民地政策と朝鮮社会４（民族解放運動の流れ）
１１． 日本の植民地政策と朝鮮社会５（戦時動員政策） 
１２． 「解放」前後の朝鮮
１３． 朝鮮戦争1 
１４． 朝鮮戦争２
１５． 期末試験／学習到達度の評価 
１６． フィードバック 
※講義の進行状況や、受講生の関心によって、講義内容を変更することもあります。

 [履修要件]
特になし

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(50点)：　出席、コミュニケーションペーパー提出、質疑応答などの参加態度などを総合的
に評価する。 
レポート(50点)：　講義内で取り扱ったテーマ・人物・事件などの中で関心のあるものを一つ選び、
レポートを提出すること。2000字以上とし、論文・書籍などの参考文献を必ず３つ以上利用するこ
と。

 [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]
新聞やニュースで関連記事について日頃から気をつけて見てください。 
講義中に提示する参考文献や資料を、各自の関心に従い読んでください。 

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 中島　琢磨

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦後日本政治外交史

 [授業の概要・目的]
　本授業では、第二次世界大戦後の日本の政治外交の重要局面を考察する。とくに、日米安保体制
に関する重要な交渉を取り上げる。2010年以降、安保改定と沖縄返還という二つの大型交渉に関す
る日本側の記録が公開され、冷戦期の日米安保体制の実態をふまえた日本政治の検討が可能となっ
た。授業では、日米の外交文書や当事者の証言などから交渉を辿りたい。
　日本政治は、それぞれの時代の国際情勢や社会の大勢と連関しながら展開してきた。それゆえ授
業では、各年代の国内の権力対立、政策過程、国際政治情勢について論及し、また主要な政治家や
官僚たちの思考と行動について取り上げる。

 [到達目標]
（１）戦後の日本政治外交史に関する重要な事実を正確に理解すること。 
（２）外交の重要争点について、論理的根拠に基づき判断する力を養うこと。 
（３）現代史の議論状況に対する理解を深めること。

 [授業計画と内容]
単元１　戦後史概論――外交の視点から 
単元２　平和国家論 
単元３　日米安保条約の成立過程 
単元４　独立直後の日本 
補論　　日ソ国交回復 
単元５　安保改定問題の争点――日米の対等性のあり方をめぐって 
単元６　安保改定交渉
単元７　核兵器搭載艦船の日本寄港問題 
単元８　保革の対立状況の変化――節目となった1960年 
単元９　沖縄返還交渉（１）――なぜ佐藤政権は沖縄返還交渉を開始できたのか？ 
単元10　沖縄返還交渉（２）――1967年11月の日米首脳会談まで 
単元11　沖縄返還交渉（３）――「核抜き・本土並み」返還の背景 
単元12　1970年の日本の政治風景――戦後の区切り？
単元13　米中接近後の日本――日中国交正常化への道 
単元14　デタント期の日本の外交構想――福田ドクトリンと総合安全保障戦略
単元15　中曽根内閣期の政治と外交――冷戦期の日本の帰結点、およびフィードバック

 [履修要件]
特になし

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）（80点）と平常点（20点）により評価する。

 [教科書]
使用しない
授業中に配布するレジュメ、資料、およびスクリーンに映す資料に沿って授業を進める。

 [参考書等]
  （参考書）
中島琢磨 『沖縄返還と日米安保体制』（有斐閣、2012年）
中島琢磨 『現代日本政治史３　高度成長と沖縄返還　1960-1972』（吉川弘文館、2012年）
参考文献については、授業の時間帯に適宜紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた条約・コミュニケ・声明などについては、条約集や資料集で改めて全文を参照す
ることを勧める。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 情報学研究科 鹿島　久嗣

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アルゴリズムとデータ構造入門

 [授業の概要・目的]
コンピュータのプログラムは具体的な計算の手続きであるアルゴリズムと、これらが処理する情報
を適切に管理するデータ構造から構成される。 
本講義では、アルゴリズムやデータ構造の基本的な考え方やその具体的な設計法、またコンピュー
タサイエンスにおける重要な概念について学ぶ。

 [到達目標]
・計算機の数理的モデルと、計算量の概念について理解する 
・基本的なアルゴリズムと基本的なデータ構造について理解する 
・分割統治法や動的計画法などのアルゴリズムの設計法について理解する 
・グラフアルゴリズム、乱択アルゴリズム、近似アルゴリズムの基本的事項について理解する   

 [授業計画と内容]
・計算機のモデル 
・基本アルゴリズム（ソート、検索） 
・基本データ構造（リスト、スタック、キュー、二分探索木、ヒープ、ハッシュ） 
・アルゴリズムの設計法（分割統治法、動的計画法） 
・グラフアルゴリズム（深さ・幅優先探索、最短路、最大流） 
・計算複雑度（P、NP、NP完全、NP困難） 
・乱択アルゴリズム、近似アルゴリズム

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間テストと期末テスト

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に設けない

（その他（オフィスアワー等））
面談が必要な場合にはメイルで予約を行ってください。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都産業大学　経済学部　教授 小田　宗兵衛

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  実験経済学：ゲーム理論の体験的入門と人文社会科学における実験研究   

 [授業の概要・目的]
本講義は，受講者に実験経済学の基礎的方法を習得させるとともに，その方法の含意を考えること
を目的とする．
講義の目標は，(1) 経済実験の体験と分析を通じて経済学の思考と方法について基礎的理解を得る
ことと，(2) 経済学に限らず人文社会科学における新たな実験研究の可能性を考察することである．

(1) 経済は多くの意思決定主体からなる体系であり，実験経済学は，各主体の意思決定と体系全体
の挙動を調べるために，ゲーム（経済実験）を作って人間にプレイさせ，結果を経済理論に照らし
て分析する。

(2) 経済実験は，人間の意思決定と人間を要素とする体系の挙動を知るための有力な方法であり，
他の分野の研究にも応用可能である．

これについて担当者の展望を述べる．
具体的には，人間だけでなく計算機エージェントを意思決定者とする実験，自然な環境での実験室
外実験，意思決定時の脳活動の観測に基づく神経経済学などに言及するとともに，人文社会科学に
おける新たな実験研究の可能性として，英語圏で盛んになりつつある哲学実験を経済実験にする担
当者の試みを述べる．

 [到達目標]
(1) 受講者は，経済実験に被験者として参加するとともに，実験者として実験結果の分析に当る．
これによって，経済を二重に---体系内の個々の意思決定者の視点からと体系外の全体の観察者の視
点から---理解できるだろう．

(2) 上の経験と学習のなかで，受講者は，ミクロ経済学とゲーム理論の基礎的知識と基本的方法を
習得するとともに，概念の観察可能性，理論の反証可能性，主体の計算能力，意思決定における自
己言及や体系からの脱出など，経済学をめぐる様々な方法論的考察を深めらるとともに，各々の専
門分野における実験研究の理解を深められるだろう．

 [授業計画と内容]
第1講から第９講までは，授業時間の前半に実験を実施し，後半の実験の解説をする．
実験の内容を具体的に述べると実験結果に影響する恐れがあるので実験の詳細を述べないが，実験
は実験経済学とゲーム理論を効率よく学べるように配置される．

第1講義：経済理論の基本を理解するための実験と実験経済学の解説．
第2講義：ゲーム理論の基本を理解するための実験と解説．
第3講義：動学ゲーム理論の基本を理解するための実験と解説．
第4講義：繰り返しゲームの基本を理解するための実験と解説
第5講義：進化ゲームの基本を理解するための実験と解説

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

第6講義：共有知識を理解するための実験と解説
第7講義：期待利得の最大化を理解するための実験と行動経済学の解説
第8講義：時間選好と不確実性下での意思決定を理解するための実験と神経経済学の解説
第9講義：副作用効果を理解するための実験と実験哲学の解説

第10講義からは以上の実験を参考にしつつ，講義と受講者の発表を組みあわせる．
受講者の関心に応じて内容と方法が変更されるかもしれないが，現時点での講義計画は以下の通り
である．

第10講義：ゲーム理論のまとめ
第11講義：ミクロ経済学のまとめ
第12講義：近代経済学史 （効用について）
第13講義：近代経済学史 （経済学の数学化と科学化について）
第14講義：社会科学における実験（心理学と経済学）
第15講義：社会科学における実験（哲学と経済学）
第16講義：フィードバック

 [履修要件]
受講者の多くは経済学を専門としない諸君であろうから，経済学の知識を前提にしない．
経済あるいは経済学に興味のある人も，自分の専門や興味から遠いと感じる人も歓迎する．
自分の専門から離れたことを楽しむつもりで参加してもらえばよい．
経済実験をするためには，ある程度の人数が必要なので，気楽に受講してほしい．

もちろん熱心に勉強したいという受講者には，京都産業大学の経済実験室での実験の便宜を含め，
支援をする．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートのできに応じて評価する予定。

 [教科書]
使用しない
授業中に指示する
一昨年この講義をもとに，昨年12月に科学技術振興機構（JST）の支援事業「さくらサイエンスプ
ラン」で，アジアの学生・院生を対象に英語講義を行った．
そのときの資料を配布する．
そのほかの参考文献については、授業中に指示する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業中に紹介する

メディア文化学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(3)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介するとともに，以下の担当者のWeb siteで示す．

http://keel.main.jp/oda/

授業外学習（予習・復習）にための参考文献を授業中に示すので，それに応じて予習と復習をする
ことが望まれる．
それぞれの専門の勉強に配慮して，過大な負担をかけずないように配慮する．

（その他（オフィスアワー等））
経済実験に興味のある受講生には、京都産業大学の経済実験室での実験の便宜をはかります。（受
講すべきかどうかも含めて）相談があれば，気楽にoda@cc.kyoto-su.ac.jpにメイルを送ってください。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　総合情報学部　教授 研谷　紀夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目 Digital Heritageと負の記憶遺産━負のビジュアル資料が担う記憶の喚起とその継承━  

 [授業の概要・目的]
現在様々な文化資源や歴史史料をデジタル化した、デジタルアーカイブやデジタルミュージアム、
デジタルライブラリーが多数公開されていますが、これらは海外においてはDigital Cultural Heritage
やDigital Heritageなどと総称されています。（以下Digital Heritageと表記）。こうしたコンテンツは、
図書館(Library)、博物館(Museum)、文書館(Archives)の他に、大学（University）、企業＆各種機関
（Industry & Institute）などによって担われていますが、近年ではこれらの機関の頭文字をとった
MALUI連携によって、コンテンツの横断検索や、各種規格の標準化が模索されています。 
　また、こうしたDigital Heritageに格納される資料は戦争や、震災などの災害、911のようなテロ、
さらに特定の事故や事件のビジュアル資料にも及んでいます。 
　本講では前半において、これらのDigital Heritage公開の状況や、標準化の進展、さらにMALUI連
携の現状などを理解した上で、後半においてはこれらを社会史や思想史の中でどのような位置づけ
にあるかを考えます。具体的には、近年起きた戦争、震災、テロ、事件・事件など、「負の記録遺
産」や「ダークツーリズム」の対象となる、歴史的出来事に関するビジュアル資料がデジタル化さ
れ公開されることによって、それが社会における「（１）共同体（国・地域）の形成と記憶の継承」

「（２）芸術・文化・歴史の評価」「（３）空間・イメージの意味と表徴」「（４）民主主義と文
化の公共性・共有性」「（５）「見る」者と「見せる」者の立場」「（６）帝国主義・グローバリ
ゼーションと記憶」「（７）資料の情報化と情報フォーマットの国際標準化」といった課題にどの
ような影響を与えるかを、具体例を交えながら議論していきます。 

 [到達目標]
文化資源をデジタル化して公開するDigital Heritageの現状を学んだ上で、それらのコンテンツの中
でも「負の記録遺産」に納められた視覚資料が社会にどのような影響を与え歴史資料としてどのよ
うな役割を担うかを学び、考えることを目標とします。 
授業計画と内容

 [授業計画と内容]
第01講：Digital Heritageの現状（Google Art&Cultureからみる”負の記憶と記録”）
第02講：Digital HeritageとMuseum(ルーヴル美術館の歴史と”正の記憶”） 
第03講：Digital HeritageとLibrary（大英図書館・米国議会図書館と”正の記録”） 
第04講：Digital HeritageとArchives（米国国立公文書館と”正と負の記憶と記録”） 
第05講：Digital HeritageとMLA連携と写真資料 
第06講：Digital Heritageと戦争の記憶と世界の写真アーカイブ 
第07講：Digital Heritageと戦争の記憶と映像資料（映像アーカイブとNHK「映像の世紀」を中心と
して） 
第08講：Digital Heritageとホロコースト 
第09講：Digital Heritageと震災の資料 
第10講：Digital Heritageと原爆の資料 
第11講：Digital Heritageと原発事故の資料（チェルノブイリと福島） 
第12講：Digital Heritageとテロの資料（911と地下鉄サリン事件） 
第13講：Digital Heritageと難民の資料 

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

第14講：Digital Heritageと公害・産業事故の資料 
第15講：デジタル技術と「負の記憶」の継承

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価の方法・観点及び達成度
・出席（50点）と授業でのコメントシートやレポート（50点）により評価する。 

・４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。 
・独自の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
研谷紀夫 『デジタルアーカイブにおける「資料基盤」統合化モデルの研究』（勉誠出版）ISBN:
4585104429
ピーター バーク 『時代の目撃者―資料としての視覚イメージを利用した歴史研究』（中央公論美 
術出版）ISBN:4805505486
竹沢 尚一郎 『ミュージアムと負の記憶―戦争・公害・疾病・災害:人類の負の記憶をどう展示する
か』（東信堂）ISBN:4798913170

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ示した内容について予習し、授業後に課題が提示された場合は提出すること。  

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 吉田　純

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  情報ネットワーク社会論

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

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

 [授業計画と内容]
以下の計画で講義をおこなう。

 1 オリエンテーション
 2 情報ネットワーク社会への視点
 3 日本社会の情報化　――情報化の現代史(1)
 4 アメリカ社会の情報化　――情報化の現代史(2)
 5 監視社会論　――システムの情報化(1)
 6 リスク社会論　――システムの情報化(2)
 7 経済システムの情報化　――システムの情報化(3)
 8 再帰的近代化としての情報化　――生活世界の情報化(1)
 9 ネット空間の展開　――生活世界の情報化(2)
10 生活世界のリアリティの再構築　――生活世界の情報化(3)
11 公共圏の情報化
12 親密圏の情報化
13 公共圏／親密圏の再編成
14 情報ネットワーク社会論の再構築
15 フィードバック (PandA上で実施)

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
素点(100点満点)で評価する。 
・平常点(45点)+期末レポート(55点) 
・平常点は、PandAまたはTwitterを用いた課題の提出による 
　(詳細はオリエンテーションで説明)

 [教科書]
使用しない

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・毎回の授業資料を1週間前までにPandAの「リソース」にアップロードするので、あらかじめダウ
ンロードし予習しておくこと。 
・PandAの「フォーラム」を授業後の質疑応答・感想等の提出に利用するので、積極的に活用する
こと。 

（その他（オフィスアワー等））
PandAで、資料配付・課題提出・質問受付・その他の各種連絡をおこなう。 
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください 。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義)
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 情報学研究科 五十嵐　淳
助教 情報学研究科 馬谷　誠二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  Java言語を使った計算機プログラミングへの入門

 [授業の概要・目的]
この講義では，計算機プログラミングの基本的な概念と技法について学びます．プログラミング言
語 Java を使い，マウスの動きやクリックに反応して様々な動作を行うプログラムを実際に作成する
ことで，プログラミングの本質である抽象化や，計算機科学に欠かせない再帰といった概念を習得
します．

 [到達目標]
- 手続きや状態，その組合せであるオブジェクトを使ったシステムの抽象化の概念と技法を習得
- イベント駆動プログラミングの概念と技法を習得
- 再帰の概念と再帰を利用したプログラミング技法の習得

 [授業計画と内容]
1. 講義概要 (1週)
　プログラミングとは何かについて講述する．
2. イベント駆動プログラミング (2週)
　マウスの動きやクリックに反応する簡単なインタラクティブ・プログラムの作成を通じて，イベ
ント駆動プログラミングの基本，メソッド，インスタンス変数について学ぶ．
3. 基本的データと条件分岐 (2-3週)
　数値，文字列，浮動小数点数などの基本的なデータ型，真偽値を使った条件分岐について学ぶ．
4. クラスとインターフェース (2-3週)
　クラスを使った複合的なデータ構造の表現と，インターフェースによる実装の隠蔽・抽象化につ
いて学ぶ．
5. 制御構造とアクティブオブジェクト (2-3週)
　プログラムのループ構造，並行動作を行うアクティブオブジェクトについて学ぶ．
6. 再帰 (2-3週)
　再帰的なデータ構造の表現と，再帰的な処理について学ぶ．
7. 学習到達度の評価 (1週)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験とプログラミング演習についての数回のレポート

メディア文化学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Kim B. Bruce, Andrea Pohoreckyj Danyluk, Thomas P. Murtagh 『Java: An Eventful Approach』（Pearson 
Education, Inc.）ISBN:9780131424159

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布資料の予習とプログラミング課題による復習

（その他（オフィスアワー等））
当該年度の受講生の理解度に応じて一部省略，追加がありうる．

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義） 
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 村上　衛

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仲介者のつくる歴史　伝統中国

 [授業の概要・目的]
グローバル化が進展する現在、ビジネスの世界で仲介者の果たす役割はますます大きくなっている。
例えば、企業がある地域に進出する場合、現地の言語・事情に通じ、信頼のおける有能な仲介者を
確保しなければ、その事業は失敗に終わるであろう。本講義は、こうした仲介者の意義について、
伝統中国（主として19世紀中葉まで）における事例を中心に、中国経済の歴史的展開をふまえつつ
考察してみたい。

 [到達目標]
　前近代における中国経済の展開を把握したうえで、伝統中国における仲介者の役割について理解
する。

 [授業計画と内容]
1.	ガイダンス
2.	古代中国経済と商業
3.	隋唐帝国経済と商業
4.	宋代商業の発展と仲介者
5.	モンゴル時代のユーラシア商業
6.	明代経済の展開と牙行
7.	明代中期の商業の発展と仲介者
8.	明代後期の商業の発展と仲介者
9.	東アジア海域交流と仲介者
10.	倭寇的状況と仲介地（1）
11.	倭寇的状況と仲介地（2）
12.	明清交替期の海域世界と仲介者
13.	清代海上貿易の展開と仲介者
14.	まとめ
15.	フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：毎回行われる小テストによって評価する。

メディア文化学(特殊講義）  (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義）  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義） 
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人文科学研究所 村上　衛

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仲介者のつくる歴史　近現代中国

 [授業の概要・目的]
グローバル化が進展する現在、ビジネスの世界で仲介者の果たす役割はますます大きくなっている。
例えば、企業がある地域に進出する場合、現地の言語・事情に通じ、信頼のおける有能な仲介者を
確保しなければ、その事業は失敗に終わるであろう。本講義はこうした仲介者の意義について、近
現代中国（19世紀中葉～20世紀中葉）の事例を中心に、中国経済の変容をふまえつつ考察する。同
時に世界の他地域の仲介者や現在の仲介者と比較してみたい。

 [到達目標]
　近現代における仲介者の役割を把握したうえで、前近代や他地域の仲介者と比較してその特徴を
理解する。

 [授業計画と内容]
1.	ガイダンス
2.	海域近代のはじまりと仲介者
3.	開港場貿易：外国人商人と買弁
4.	苦力貿易と客頭
5.	開港場貿易の発展と行桟
6.	外国籍華人と在華外国領事の役割（1）
7.	外国籍華人と在華外国領事の役割（2）
8.	工業化と日系企業のあり方：日系商社、在華紡
9.	前近代東南アジア海域の仲介者
10.	前近代インド洋世界の仲介者
11.	前近代地中海世界の仲介者
12.	現代の多国籍企業と仲介者
13.	現代中国の仲介の場：香港・「経済特区」
14.	まとめ
15.	フィードバック

 [履修要件]
前期・後期ともに履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：毎回行われる小テストによって評価する。

メディア文化学(特殊講義）  (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義）  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。



授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義） 
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

神戸大学　　　　　　　
国際文化学研究科 教授 長　志珠絵

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本近代における「戦争」と文化をめぐる諸問題

 [授業の概要・目的]
　19-20世紀の近代国民国家は「国民」形成の中核に「戦争」をめぐる文化装置を必要とした。ま
たこの問題は「国民」をめぐる文化政治と密接に関係するため、植民地支配や総力戦体制下で変容
する。戦争認識をめぐる文化研究、社会史研究、ジェンダー研究などの方法論や、帝国と戦後を架
橋する空襲・防空研究典型的な歴史事象に言及しながら、19世紀末から1970年代にいたる戦争と文
化をめぐる諸問題を考察する。 

 [到達目標]
日本近代における戦争と文化をめぐる研究上の成果や論点、史料状況について具体的な知識を獲得
するとともに、研究方法や分析視点を習得することで、近い過去の論争的課題についての考察力を
獲得する。 

 [授業計画と内容]
*各項目の講義の回数は固定したものではなく、講義の進行状況や受講者の理解の程度に応じて、
変動することがある。 
　 
1　導入-戦争の想起と文化をめぐる研究動向 
2　「国民化」の時代と「戦争」メディア＜2回＞　 
3　　戦争記憶の展示と同時代教育＜2回＞ 
4　「国民」とは誰か？ー兵士のジェンダーと植民地支配＜2回＞ 
4　防空言説と国民像の変容＜3回＞ 
5　占領と戦争経験・戦争像＜2回＞　 
6　戦後史のなかの空襲の記憶と記録＜2回＞ 
7　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の発言・コメント紙回答50%　レポートとテスト50％などを総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示するほか、適宜史料レジュメ等を配布する。

 [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]
各自、授業中に指示した関連文献や配布史料等に目を通しておくこと

（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。

第一教務掛３
テキストボックス
基礎現代文化学系63
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(特殊講義） 
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヒトの移動から考える日本の近代

 [授業の概要・目的]
この講義では，私たちがいま生きている世界のありようはいつから続いているのかという問いを「
近代」という概念に込め，特にグローバルなヒトの移動という現象を切り口としながら「日本の近
代」について考える。

 [到達目標]
日本の「近代」や「国民国家」論をめぐるさまざまな見解とその争点，およびグローバルなヒトの
移動からみた「日本の近代」の特徴を理解し，これらを踏まえ，自らの関心に基づいて日本の近代
とはなにか論じられるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について，それぞれ2～3回をかけて論ずる。

（1）「近代」とは何か
（2）「国民国家」は実在するか
（3）主権国家と世界市場の「近代」
（4）ヒトの移動と国境管理
（5）「民族」の政治
（6）戦後国際秩序とヒトの移動

フィードバックについては授業時に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して，紹介する参考文献を読むこと。

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

メディア文化学(特殊講義）
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  新聞の誕生から考える東アジアの近代

 [授業の概要・目的]
前期の講義内容を踏まえつつ，日本の近代を「東アジア近代」の一部として捉える観点から，近代
初期の東アジアに生まれた新聞ネットワークと「公論空間」について考察する。

 [到達目標]
東アジアにおける近代の始まりとその特質について，国際秩序の変容や新聞ネットワークの形成か
ら具体的に理解し，これらを踏まえ，自らの関心に基づいて東アジア・日本の近代とはなにか論じ
られるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について，それぞれ2～3回をかけて論ずる。

（1）公共圏とメディアの近代
（2）東アジアの近代はいつ始まったか
（3）東アジア新聞ネットワークの形成
（4）1870年代の東アジア国際紛争とジャーナリズム論争
（5）1880年代の東アジア国際紛争とジャーナリズム論争
（6）日清戦争と東アジア新聞ネットワークの変容

フィードバックについては授業時に説明する。

 [履修要件]
前期の内容を踏まえて講義を行うが，後期からの履修も可能である。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して，紹介する参考文献を読むこと。

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

メディア文化学(特殊講義） 
Media and Culture Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 杉本　舞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  第二次大戦期前後のコンピューティング史を考える

 [授業の概要・目的]
この授業では、戦間期・第二次世界大戦中のコンピュータ開発に関するさまざまな側面を取り上げ
ながら、理論史・思想史・文化史・ハードウェア史をはじめとしたコンピューティング史への多様
な取り組み方について理解を深めることを目指す。具体的には、第一次AIブームのさきがけとなっ
た様々な研究活動や思想について、コンピューティング史の観点から考察し、コンピュータをとり
まくさまざまな研究分野の重なりや関連性、またその変化についても検討していきたい。

 [到達目標]
第二次世界大戦前後のコンピューティングの歴史について理解し、様々な近接分野との関連性につ
いて吟味できるようになる
コンピューティング史のヒストリオグラフィや史料の取り扱いについて理解する。

 [授業計画と内容]
授業は以下の計画で進める。講義形式の授業と、授業内で指定した文献に関するディスカッション
等を組み合わせながら進める予定である。

ガイダンス
「機械の脳」という発想（2回）
第二次世界大戦中のコンピュータ開発（2～3回）
戦時研究との関係（1～2回）
コンピューティング史における先取権争い（1回）
数学・論理学分野との関連性の検討（1回）
サイバネティクスの興隆（1～2回）
脳・神経系とのアナロジー表現（1回）
メディアにおけるハイプ（1回）
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・観点及び達成度]
平常点100％
授業期間中には授業テーマに関わる小レポートを数回課し、学期末には課題を出す。それらの点数
の合計を平常点とする。いずれのレポートも到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

メディア文化学(特殊講義） (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義） (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内容に関わる文献を授業外で読んでくること。文献リストについては授業中に指示する。

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

メディア文化学(演習Ｉ)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化の諸問題 Ａ

 [授業の概要・目的]
  各自が、現代を中心に、メディア文化に関する研究文献（学術書ないし学術論文）を任意で選び、
その内容を報告する。その後、全員によるディスカッションをおこなう。メディア文化の諸問題を
幅広く学ぶことが目的である。

 [到達目標]
　既存の学術書・学術論文を読み込むことで、自身が取り組むべき、そして取り組み可能な研究テ
ーマを発見する力を養う。
　同時に、研究動向を把握し、先行研究を批判的に理解する力も養うことができる。

 [授業計画と内容]
１回目：テーマの選び方、および、文献調査方法について講述する
２回目以降：各回とも、１名ないし２名の受講生が、任意で選んだ文献について、①著者の経歴、
②内容、③評価、④当該テーマの関連文献、について紹介する。そのうえで、全員によるディスカ
ッションをおこなう。
最終回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（報告に応じた適切な発言内容、および発言頻度）による。
　また、報告者となることが、単位取得の上で必須である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
　関心のあるテーマについて、既存の学術書・論文はどのようなアプローチをしているのだろうか。
まず３～４点ほどの学術書・論文を熟読することからはじめて、アプローチの仕方を事前に考えよ
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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(演習Ｉ)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化の諸問題 B

 [授業の概要・目的]
　各自が、現代を中心に、メディア文化に関するテーマを任意で選び、それについてのリサーチ結
果を報告する。その後、全員によるディスカッションをおこなう。研究論文執筆につながりうるテ
ーマを選択できる眼力の涵養と、資料発見能力の育成を目的とする。

 [到達目標]
　研究論文を書くには、研究状況と資料状況を踏まえて、自身が取りくみえる研究テーマを発見す
ることが重要である。この授業では、そのような発見力を養う。

 [授業計画と内容]
１回目：テーマの選び方について講述する
２回目以降：各回とも、１名ないし２名の受講生が、任意で選んだテーマについて、①研究意義、
②研究史の整理、③論旨、④関連文献を報告する。そのうえで全員によるディスカッションをおこ
ない、報告の問題点を洗い出し、研究論文執筆のうえで今後取り組むべき課題を考える。
最終回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（報告に応じた適切な発言内容、および発言頻度）による。 
　また、報告者となることが、単位取得の上で必須である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
　関心のあるテーマについて、既存の学術書・論文はどのような資料を用いて論じているのだろう
か。そのことに注意を払いながら、まず３～４点ほどの学術書・論文を熟読してみよう。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II）[セミナー］
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  歴史学的・社会学的に読む

 [授業の概要・目的]
現代の状況を歴史学的方法、特に歴史社会学・思想史の方法で読むことを演習を通して学ぶ。 

目標は、現在を、現在の状況だけで理解せず、その由来・来歴も考慮に入れて理解する力を養うこ
と。自然科学や自然科学的社会科学が注目する対象とは異なり、我々が現実社会の中で経験するイ
ベントの多くは時空を超える普遍的法則だけでは説明できない。その背景に、社会というコンテキ
ストと、当時に歴史・文化というコンテキストがあり、我々が棲む「その歴史」は唯一のものだか
らである。 

たとえば現代のIT（情報技術）や情報社会の思想・現象でさえ、歴史的コンテキストを探れば、そ
のルーツが哲学、経済、政治、数学・自然科学、心理学などに見いだされ、たとえば、アダム・ス
ミスの「国富論」の分業思想のチャールズ・バベッジへの影響のように、ルーツを数世紀も遡れる
場合さえ珍しくない。 

現代を理解するには、この様な視点が欠かせない。その視点・手法を学ぶのが、この演習の目的で
ある。

 [到達目標]
現代の状況を歴史学的方法、特に歴史社会学・思想史の方法で読むことできる基本的能力を身に着
けることを目標とする．

 [授業計画と内容]
この科目は、基本的に講読であり、各自が本や論文などを一つ決め、また、毎回担当者を決め、報
告資料を作成・提出して、それをもとに報告してもらい、参加者全員で議論を行う。 それぞれが読
む本などは、林と相談の上で決めてもらう。なるべく受講生の希望を尊重するが、易しすぎるもの、
テーマが本科目にあわないもの、などは「ノー」ということがたまにある。その様な場合には、林
が担当者の興味に合わせて別の候補を示唆することもある。 

同じ本を複数名が読んでもよい。また、参加者の数にもよるが、最低でも1年に4，5度は発表でき
るように調整する。発表担当者は、他のメンバーが、その資料を理解できるように、資料のコピー、
レジュメの配布などを適切に行う。これらの作成に必要となる費用（コピー代など）は、情報・史
料学専修の経費で行う。

 [履修要件]
情報・史料学演習の単位を少なくとも2単位取得済であること．

メディア文化学（演習II）[セミナー］(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学（演習II）[セミナー］(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点．特に発表や議論の内容・仕方により採点する．

 [教科書]
上に書いたように相談の上で受講者ごとに決める。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当となったものは，レジュメの作成に相当量の予習が必要．他の者も配布されたレジュメを元に
演習中の議論を反芻しておくこと．  

（その他（オフィスアワー等））
平成29年度まで開講していた情報・史料学専修演習に対応する科目であり，情報・史料学演習に読
み換えることができる．また，情報・史料学専修に所属するものは，必ず履修すること．

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II）[田辺演習］ 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  田辺元を読む 

 [授業の概要・目的]
手稿・日記などの一次資料を通して過去の偉大な思索者の思想を読み解く．読み解く対象は，哲学
者田辺元の種の論理が誕生した昭和9年の特殊講義「認識の形而上学」の講義準備ノートである．
これは田辺の特殊な筆跡のため没後50年間，田辺哲学の専門家にも読めなかった史料だが，本演習
を通して開発された「ITツールを利用する協同翻刻」の手法により，田辺哲学を理解していない学
部学生でも十分翻刻ができるようになっている．また，そのことにより従来の田辺哲学像，特に「
種の論理」の解釈が大きく変わりつつある．つまり，演習自体が最前線の研究なのである．この演
習の目的は，このような史料とITに基づく思想史研究の面白さを経験してもらい，その手法を身に
つけてもらうことであり，日本哲学史を専攻していなくても，史料研究に興味をもつすべての人に
役立つ演習となることを目指している． 

 [到達目標]
手書き史料をITツールを用いて読む方法を学び，それにより日本哲学史の古典の一つ田辺元の「種
の論理」の発生の過程の一端を理解することを目指す．

 [授業計画と内容]
まず史料の背景を説明する講義を行い，その準備のもとで演習を行う．史料読みの演習では, 史料
のオリジナルではなく，その電子画像を使い，難解な崩し字を読むために，歴史史料研究用のツー
ル SMART-GS を使う．出席者の知識や能力に応じて，講義と演習の比重は変化する．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当箇所の報告資料と発表の様子で評価する．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

メディア文化学（演習II）[田辺演習］ (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学（演習II）[田辺演習］ (2)

  （関連ＵＲＬ）
http://sourceforge.jp/projects/smart-gs/(演習に使うITツールのページ)
http://kyoto-gakuha.info/(演習の成果が公開されるデジタル・アーカイブ)
http://www.shayashi.jp/xoopsMain/html/modules/wordpress/index.php?p=234(本演習で過去に得られた成
果を紹介している岩波「思想」の記事)

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当にあたったものは，かなりの量の準備が必要となる．それ以外のものは，演習中の議論を担当
者がメーリングリスト経由で配布する最新の翻刻で確認しておくこと． 

（その他（オフィスアワー等））
手稿分析などに史料分析用ソフトウェアSMART-GS http://sourceforge.jp/projects/smart-gs/ を多用する．
講義参加者用のノートＰＣを数台用意しているが，自習などを考慮し自分のＰＣを持ってくるとよ
い． 

この演習の成果は，京都学派アーカイブ　http://kyoto-gakuha.info を通して広く京都学派の研究者に
公開されている．学問の最前線に貢献する楽しさを味わって欲しい． 
※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。 
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。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  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

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国共産党史資料選読 

 [授業の概要・目的]
　中国現代史の史料一般についての基本的な知識を得たうえで、中国共産党史に関する中国語資料
を精読する。中国共産党史に関する資料を読むことによって、中国革命に対する理解を深める。

 [到達目標]
 中国語資料・中国共産党史資料の扱い方、特徴などを理解し、中国現代史を研究するにあたっての
史料の読解、操作能力の向上を図る。  

 [授業計画と内容]
　中国共産党史関連資料のうち、『建党以来重要文献選編』から関連文献を選んで精読する（全15
回）。具体的には、党の諸会議で決議された文書、党中央から各組織に対して出された指示など、
主として政治運動に関する文献を取り上げる。必要に応じてそれら文書の背景となるコミンテルン
資料も読む。なお、史料の内容や背景を理解するには、一定の中国革命史・現代史にかんする全般
的基礎知識が必要なので、講義形式の解説を必要に応じて加えることとする。
　初回と２回目の授業で史料について解説を行った後，3回目以降は担当者を決めて史料を読み進
めていく予定である。なお、授業の進捗と受講者の状況によって、上記の予定は変更することがあ
る。

 [履修要件]
　現代中国語の資料をもちいるので、中国語についての理解力・読解力（第二外国語履修程度）が
履修要件となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない
テキストはコピーして授業の際に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定部分の日本語訳

（その他（オフィスアワー等））
毎回、テキストの音読、読解を輪番で課すため、十分な予習が必要である。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II）
Media and Culture Studies (Seminars)

  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

  2018・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国共産党史資料選読

 [授業の概要・目的]
　中国現代史の史料一般についての基本的な知識を得たうえで、中国共産党史に関する中国語資料
を精読する。中国共産党史に関する資料を読むことによって、中国革命に対する理解を深める。

 [到達目標]
 中国語資料・中国共産党史資料の扱い方、特徴などを理解し、中国現代史を研究するにあたっての
史料の読解、操作能力の向上を図る。

 [授業計画と内容]
　中国共産党史関連資料のうち、『建党以来重要文献選編』から関連文献を選んで精読する（全15
回）。具体的には、党の諸会議で決議された文書、党中央から各組織に対して出された指示など、
主として政治運動に関する文献を取り上げる。必要に応じてそれら文書の背景となるコミンテルン
資料も読む。なお、史料の内容や背景を理解するには、一定の中国革命史・現代史にかんする全般
的基礎知識が必要なので、講義形式の解説を必要に応じて加えることとする。
　初回と２回目の授業で史料について解説を行った後，3回目以降は担当者を決めて史料を読み進
めていく予定である。なお、授業の進捗と受講者の状況によって、上記の予定は変更することがあ
る。

 [履修要件]
　現代中国語の資料をもちいるので、中国語についての理解力・読解力（第二外国語履修程度）が
履修要件となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない
テキストはコピーして授業の際に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定部分の日本語訳

（その他（オフィスアワー等））
毎回、テキストの音読、読解を輪番で課すため、十分な予習が必要である。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 斎藤　理生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  太宰治1947

 [授業の概要・目的]
1947（昭和22）年に発表された太宰治の作品を精読する。 

 [到達目標]
太宰治の作品について理解を深めることはもちろん、近代小説の読解方法を身につけることが目標
である。具体的には、作品の読解を通じて、自分なりの論点を見つけ、明確な論拠を示して論を展
開できるようになると共に、議論を通じて自らの読みを対象化して捉えられ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として、授業の概要、進め方を説明し、受講生の発表担当作品と発表
順を決める。太宰治について解説する。 
第2回　『トカトントン』（「群像」1947年1月）を講師が精読し、内容について討論する。 
第3回　『メリイクリスマス』（「中央公論」1947年1月）を担当者が精読し、内容について討論す
る。　 
第4回　『メリイクリスマス』を論じた先行研究（第3回に配布）を担当者が分析する。その分析と、
前回の発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第5回　『母』（「新潮」1947年3月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第6回　『母』を論じた先行研究（第5回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表・
討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第7回　『ヴィヨンの妻』（「展望」1947年3月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第8回　『ヴィヨンの妻』を論じた先行研究（第7回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前
回の発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第9回　『父』（「人間」1947年4月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第10回 『父』を論じた先行研究（第9回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表・
討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第11回 『おさん』（「改造」1947年10月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第12回 『おさん』を論じた先行研究（第11回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発
表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第13回 『斜陽』（「新潮」1947年7～10月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第14回 『斜陽』を論じた先行研究（第13回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表
・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第15回　まとめ：1947年の太宰治の創作活動全体について討論する。

 [履修要件]
特になし

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表、及び授業中の発言などの平常点による。授業内に発表できなかった受講生は、レポートによ
って評価する。発表・レポートは、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者以外の受講者もあらかじめ作品を読み、疑問点を明らかにして授業に臨むこと。

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

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 斎藤　理生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  太宰治1948   

 [授業の概要・目的]
1948（昭和23）年に発表された太宰治の作品を精読する。   
 

 [到達目標]
太宰治の作品について理解を深めることはもちろん、近代小説の読解方法を身につけることが目標
である。具体的には、作品の読解を通じて、自分なりの論点を見つけ、明確な論拠を示して論を展
開できるようになると共に、議論を通じて自らの読みを対象化して捉えられ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として、授業の概要、進め方を説明し、受講生の発表担当作品と発表
順を決める。 
第2回　『眉山』（「小説新潮」1948年3月）を講師が精読し、内容について討論する。 
第3回　『饗応夫人』（「光」1948年1月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第4回　『饗応夫人』を論じた先行研究（第3回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の
発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第5回　『女類』（「八雲」1948年4月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第6回　『女類』を論じた先行研究（第5回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表
・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第7回　『渡り鳥』（「群像」1948年4月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第8回　『渡り鳥』を論じた先行研究（第7回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発
表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第9回　『桜桃』（「世界」1948年5月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第10回 『桜桃』を論じた先行研究（第9回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回の発表
・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第11回 『家庭の幸福』（「中央公論」1948年8月）担当者が『家庭の幸福』を精読し、内容につい
て討論する。　 
第12回 『家庭の幸福』を論じた先行研究（第11回に配布）を担当者が分析する。その分析と、前回
の発表・討論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第13回 『人間失格』（「展望」1948年6～8月）を担当者が精読し、内容について討論する。　 
第14回 『人間失格』を論じた先行研究（第13回に配布）を分析する。その分析と、前回の発表・討
論とを踏まえて、再び作品の精読を試み、内容について討論する。 
第15回　まとめ：1948年の太宰治の創作活動全体について討論する。

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表、及び授業中の発言などの平常点による。授業内に発表できなかった受講生は、レポートによ
って評価する。発表・レポートは、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者以外の受講者もあらかじめ作品を読み、疑問点を明らかにして授業に臨むこと。    

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

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 山本　昭宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化からみる集合的〈記憶〉と集合的〈夢〉

 [授業の概要・目的]
私たちの社会は、多様な方法で過去を記憶し、未来を夢見ている。 
過去を記憶し、未来を夢見るという行為を方向付けるものの一つとして、メディア文化を挙げるこ
とができる。マスメディアの報道だけでなく、広く共有された映画・マンガ・文学などは、それぞ
れの時代における集合的〈記憶〉や集合的〈夢〉について、その一端を分析する有効な手がかりに
なるだろう。 
この授業では、まず二回目の授業で講師が特定のメディア文化を取り上げてそれを分析してみせる。
それを踏まえた上で、三回目以降は、受講生が順番に報告し・議論する。 
取り上げるメディア文化は、一回目の授業で決める。各自、個人報告をしてもらうが、受講生の数
によってはグループ報告に変更することもあり得る。

 [到達目標]
近現代の日本社会における、戦争（戦場、原爆、空襲）やビックイベント（オリンピックや博覧会）
、あるいは日常生活（夢見られた「豊かな生活」）などについて、集合的〈記憶〉と集合的〈夢〉
の動態を理解する。 
具体的には、歴史学と社会学の先行研究の理解と、文献資料調査を通じて、批判的思考能力を養う
とともに、個人報告（グループ報告）を通して、プレゼンテーション能力を高める。加えて、共同
討議で発言することで、「質問する力」や「コメントする力」を養う。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンスとテーマ設定、報告順の決定　（1回目） 
２　講師による講義　報告のポイント共有　（2回目） 
３　受講生による報告と共同討議　 
　　3～5回目：戦争の〈記憶〉 
　　6～9回目：原爆の〈記憶〉 
　　9～10回目：原子力の〈夢〉 
　　11～12回目：宇宙開発の〈夢〉　 
　　13～14回目：豊かな生活の〈夢〉 
４　議論の総括（15回目）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末のレポート 
なお、平常点とは、授業内での個人報告（グループ報告）を指す。

 [教科書]
使用しない

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(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]

個人報告（グループ報告）の順番が決まったあとは、担当するメディア文化（映画・マンガ・文学）
を分析するだけではなく、その作品が当時の社会でどのように受け止められたのかを調査してもら
う。 
そのため、大学図書館での予習が必須である。詳細は授業で指示する

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 山本　昭宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  映像表現・映像資料からみる近現代の日本社会

 [授業の概要・目的]

映画・アニメーション・ドキュメンタリー、TVドラマなどの映像表現・資料は近現代社会を知る
ための資料でもある（近年は個人所蔵のホームビデオなどの資料的価値も高まっている）。 
この授業では、戦後日本社会に焦点を絞り、多様な映像表現・資料を時代別に取り上げることで、
戦後史を理解する。映像表現から、従来言われている通説を理解すると同時に、通説に修正の余地
を見出す批判的な読解と調査を求める。 
この授業では、まず二回目の授業で講師が特定の映像表現を取り上げてそれを分析してみせる。そ
れを踏まえた上で、三回目以降は、受講生が順番に報告し・議論する。 
取り上げる映像表現・資料は、一回目の授業で決める（一回目に出られない者は二回目に決める）。
各自、個人報告をしてもらうが、受講生の数によってはグループ報告に変更することもあり得る

 [到達目標]
この授業で求められていることは、映像表現・資料を選び、観るだけではない。 
選んだ映像について、先行研究・制作者たちの意図・当時の社会での評価を調べてもらう。批判的
思考と資料の収集能力を養う。個人報告（グループ報告）を通して、プレゼンテーション能力を高
める。加えて、共同討議で発言することで、「質問する力」や「コメントする力」を養う。したが
って、「自分の報告が終われば出席しない」というような態度は認められない。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンスとテーマ設定、報告順の決定　（1回目） 
２　講師による講義　報告のポイント共有　（2回目） 
３　受講生による報告と共同討議　 
　　3～5回目：戦後復興期 
　　6～9回目：高度経済成長 
　　9～10回目：７０年代の家族 
　　11～12回目：８０年代以降の消費社会　 
　　13～14回目：９０年代以降の現代 
４　議論の総括（15回目）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートにより総合的に判断する。 
なお、平常点は授業内の報告と共同討議でのコメントで評価する

 [教科書]
使用しない

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(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]
個人報告（グループ報告）の順番が決まったあとは、担当する映像表現・資料を分析するだけでは
なく、その作品が当時の社会でどのように受け止められたのかを調査してもらう。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都精華大学　研究員 伊藤　遊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  二十世紀以降の日本のマンガ環境について考える――マンガ雑誌を手がかりに

 [授業の概要・目的]
現代日本に居住する私たちの身の回りには、ひとりではとうてい網羅できないほど、多種多様なマ
ンガの雑誌や単行本があふれている。とりわけ戦後の日本社会を考察する上で、マンガは避けて通
れない視覚表現・メディアと言えよう。
本講義では、そうしたマンガ環境の一側面を具体的に考察するために、マンガ雑誌を資料とした演
習を行う。掲載された作品はもとより、活字記事や広告等から、そのメディア的特徴、各誌の出版
戦略、マンガ誌の文化的意義、「マンガ読者」という共同体の有様など、複眼的な考察を行い、微
視的には「マンガ文化のあり方」を、巨視的には「二十世紀以降の大衆文化の有様」の一端を把握
することがねらいである。
形式は、受講者による発表が基本。これをふまえ、受講者全体でのディスカッション、担当教員の
コメントを加える。

 [到達目標]
マンガ雑誌という具体的な素材に実際に触れる機会を持つことで、ポピュラー文化研究における文
献調査の方法論を学ぶ。
同時に、プレゼンテーションの技術と方法論を実践的に学ぶ。

 [授業計画と内容]
第1回：ガイダンス。発表順・日程の調整。 
第2回：担当教員による講義。現在のマンガ雑誌に関する情報と視点を提供。 
第3回：担当教員による「京都国際マンガミュージアム」における講義。マンガミュージアム所管
のマンガ雑誌資料について解説。テーマ設定についてディスカッション。 
第4回～第5回：雑誌を使ったマンガ研究の論文を講読 
第6回～最終回：受講者による発表。（＊） 

（＊）　最低1冊のマンガ雑誌を取り上げ、（A）テーマを設定した上で、あるいは（B）指定のテ
ーマに従って、少なくとも5年分を調査の上、そこにおける変化やそのコンテキスト等について分
析する。

 [履修要件]
特にないが、少なくとも1回、「京都国際マンガミュージアム」（京都市中京区）での授業を実施
する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点：30点、発表内容・ディスカッションへの貢献度：70点

 [教科書]
使用しない

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(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]
発表のための文献調査を各自で行うことが必要となる。必要に応じて、担当教員がその調査をサポ
ートする。

（その他（オフィスアワー等））
「京都国際マンガミュージアム」（京都市中京区）での授業を実施する。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 テレビプロデューサ 山登　義明

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  映像メディア論

 [授業の概要・目的]
メディアの映像は現代の暮らしに大きな影響を与えている。作為であれ不作為であれ映像は操作さ
れて視聴者に届けられる。ドキュメンタリーの過去の作品１０本余を取り上げて、作り手の意図、
視点を読み解いていく。 

 [到達目標]
映像メディア、とりわけテレビドキュメンタリー番組はどのように手法やコンテンツを構築してい
ったかを理解し、今後のテクノロジーの進展にどのように対応していくかを探る。

 [授業計画と内容]
１、オリエンテーション：テレビという文化の歴史 
２、ドキュメンタリーとは何か：虚構と事実の関係 
３、番組のジャンル：フィクション、エンターテイメントと並存する事実番組 
４、ヒューマンドキュメンタリー：ヒトを描く、ウゴキ、時代を掴む 
５、主題としての戦争：戦争を知らない世代の制作する視点 
６、戦争の記憶：８．１５をめぐって編成された作品群 
７、ドキュメンタリーの演出とは何か：ヤラセの構造と風土 
８、他のメディアと融合する：マンガ、アニメ、ネットの活用する 
９、フィードバック
10、新しい傾向、シチュエーションドキュメンタリーへの挑戦

 [履修要件]
毎日曜日の「ＮＨＫスペシャル」、「情熱大陸」を視聴する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
受講後のリポート

 [教科書]
山登義明 『ドキュメンタリーを作る２・０』（京都大学学術出版会）
桜井均 『テレビは戦争をどう描いてきたか』（岩波書店）ISBN:4623055620

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
次の映画作品のうち１つは視聴すること。「ジョーズ」(スピルバーグ)、「蛍の墓」(高畑勲)、「
仁義なき戦い」(深作欣治)。 「君の名は」（新海誠）

（その他（オフィスアワー等））
集中講義なので「オフィスアワー」はとくに設けません。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学(演習II)
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 京都精華大学　研究員 伊藤　遊

 

配当
学年  1-3回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  マンガ研究ことはじめ：方法論を学ぶ

 [授業の概要・目的]
現代日本に居住する私たちの身の回りには、ひとりではとうてい網羅できないほど、多種多様なマ
ンガの雑誌や単行本があふれている。とりわけ戦後の日本社会を考察する上で、マンガは避けて通
れない視覚表現・メディアと言えよう。
そうした認識に対応する形で、戦後、様々な立場からの「マンガ評論／研究」が試みられてきた。
本講義では、マンガを学術的な研究対象とするにあたっての、特に人文・社会学的な方法論を、具
体的なマンガ研究論文の講読等を通じて紹介することを目的とする。
形式は、担当教員による講義、および受講者によるマンガ研究論文の講読。
マンガに関する卒業論文執筆や学会発表など、具体的な課題を抱えている場合は、それらのブラッ
シュアップの場をすることもできる。

 [到達目標]
マンガ研究の方法論を体系的に知ることで、ポピュラー文化を対象とする研究のための手がかりを
つかんでももらうことを目指す。
同時に、プレゼンテーションおよび他人の研究発表に対する評価（コメント）の技術と方法論を実
践的に学ぶ。

 [授業計画と内容]
第1回：ガイダンス。発表順・日程の調整。
第2回～第3回：担当教員による講義。学術研究全体におけるマンガ研究の位置付けを解説した上で、
マンガ研究の諸方法論を、具体的な研究書などを紹介することで概観する。
第4回～最終回：指定されたマンガ研究の論文の講読。担当者が論文の内容を紹介する形で発表、
参加者全員でディスカッションする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点：30点、発表内容・ディスカッションへの貢献度：70点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
竹内オサム／西原麻里・編著 『マンガ文化　55のキーワード』（ミネルヴァ書房）ISBN:
9784623075409

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

小山昌宏／玉川博章／小池隆太・編著 『マンガ研究13講』（水声社）ISBN:9784801001688

 [授業外学習（予習・復習）等]
論文の講読においては、当該論文をあらかじめ熟読してくること。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
非常勤講師 滑田　教夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  京都市西山地区の文化観光プロジェクト

 [授業の概要・目的]
　現在の京都市では、東山地区に観光客が集中し、交通渋滞や「京都らしさ」の低下など、さまざ
まな問題がおこっている。一方、西山地区では、観光客誘致が取り組まれてきたものの、期待され
た成果が生みだされていない。西山地区の潜在的観光資源を調査したうえで、それを利用した文化
観光企画を考案する。

 [到達目標]
　①地区の文化的歴史を調査することによりリサーチ力を高め、②その歴史を地区の経済的活性化
のために利用する工夫を考察することにより企画力を養い、③その企画を実際に商品化するプロセ
スを学ぶことにより提案力を涵養できる。

 [授業計画と内容]
１課題あたり１～３週の授業をする。 

＊イントロダクション：「観光を活かした地域づくり」総論
＊宿泊施設の現状と今後の課題
＊文化観光の先例
＊京都市西山地区の観光資源検討
＊西山地区観光客の現状と課題
＊各自が作成した企画案の検討
＊観光商品化へ向けた課題を検討
最終回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（リサーチ力40点、企画力40点、提案力20点）で評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　西山地区を自身の足で歩き、自身の目で観察してください。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

国際日本文化研究センター
研究部 教授　　　　　　 松田　利彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  韓国語資料演習

 [授業の概要・目的]
朝鮮近現代史をテーマとして、論文執筆、学会発表をおこなうのに必要な技術を身につけることを
めざす。そのために、①インターネットを含む朝鮮近代史関係資料の探索・調査・収集のための情
報・ツールなどについて講義する。②植民地期朝鮮史研究の方法論に関わる基礎的な韓国語論文を
講読する。③植民地期の政治・社会史に関わる韓国語の一次史料を精読する。自叙伝・小説・日記
・新聞など多様な素材から、受講生の希望も加味していくつかのテキストの抜粋を読み込む。

 [到達目標]
１）　インターネットを含む朝鮮近代史関係史料の探索・調査・収集のための情報・ツールについ
ての知識を獲得し、自ら資料探索ができるようになる。
２）　韓国語論文読解の基礎的な知識を得ることができる。
３）　植民地朝鮮の社会についての一次史料を精読することによって、資料から歴史像を構築する
トレーニングを積むことができる。

 [授業計画と内容]
1回目　朝鮮近代史についての概説講義
2回目　朝鮮近代資料論の講義
3～6回目　植民地期朝鮮史研究の方法論に関わる韓国語論文の講読
7～15回目　朝鮮語で書かれた自叙伝・小説・日記・新聞などの一次史料の精読

 [履修要件]
韓国語の学習歴が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
論文講読・資料精読の平常点により成績評価を行う。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講読・予習については予習を必須とする。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 大学文書館 冨永　望

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  屋良朝苗日誌を読む

 [授業の概要・目的]
屋良朝苗日誌の輪読を行う。手書きの日記という一次史料の読解に取り組むことで、歴史上の人物
を生身の人間として見直すとともに、史料から事実を読み取る力を身につける。また、高校までの
歴史の授業で習う機会に乏しい沖縄の現代史について理解を深める。

 [到達目標]
１．一次史料の読解能力
２．沖縄戦後史の理解
３．人物・事件を確定し、わかりやすくまとめる能力

 [授業計画と内容]
初回はガイダンスを行い、輪読の担当を決定する。2回目以降は実際に輪読を進める（全15回）。
自分の担当部分だけではなく、他の人の担当部分も予習してくることが望ましい。また、担当部分
で初出の人名や事件があった場合は調べてきて、当日説明すること。

 [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、輪読での報告内容、授業内での発言回数）

 [教科書]
テキストは授業中にコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
櫻澤誠 『沖縄現代史　米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』（中央公論新社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
他の受講者の担当分も読んでおくこと。沖縄の近現代史について予習しておくことが望ましい。

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

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 大学文書館 冨永　望

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  屋良朝苗日誌を読む

 [授業の概要・目的]
屋良朝苗日誌の輪読を行う。手書きの日記という一次史料の読解に取り組むことで、歴史上の人物
を生身の人間として見直すとともに、史料から事実を読み取る力を身につける。また、高校までの
歴史の授業で習う機会に乏しい沖縄の現代史について理解を深める。

 [到達目標]
１．一次史料の読解能力
２．沖縄戦後史の理解
３．人物・事件を確定し、わかりやすくまとめる能力

 [授業計画と内容]
初回はガイダンスを行い、輪読の担当を決定する。2回目以降は実際に輪読を進める（全15回）。
自分の担当部分だけではなく、他の人の担当部分も予習してくることが望ましい。また、担当部分
で初出の人名や事件があった場合は調べてきて、当日説明すること。

 [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、輪読での報告内容、授業内での発言回数）

 [教科書]
テキストは授業中にコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
櫻澤誠 『沖縄現代史　米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』（中央公論新社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
他の受講者の担当分も読んでおくこと。沖縄の近現代史について予習しておくことが望ましい。

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

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ外交文書演習

 [授業の概要・目的]
現代史を考える上で，アメリカ合衆国の動向は（好悪にかかわりなく）きわめて重要である。さい
わい，そのアメリカの重要な外交文書の重要なものは，刊本などの形で公刊されており，比較的容
易にアクセスできる。（これは，アメリカの尊敬すべき文化のひとつでもある。）本演習では，ア
メリカの対外政策の形成や対外的行動の実際を，公刊されたアメリカ外交文書集に収録された一次
史料を読解することを通じて分析する。 

 [到達目標]
・アメリカ外交文書の種類や所在について基本的な知識を修得し，自らの関心に沿って文書を探索
できるようになる。
・アメリカ外交文書の読み方や研究への活用の仕方を修得する。
・上記を通じて，一次史料から歴史を考察し歴史的分析を展開するための基本的な知識と技術（そ
して願わくはセンス）を修得する。 

 [授業計画と内容]
下記のアメリカ外交文書集の日本関係のセクション（約300ページ）の前半を読了することを目指
す。
Foreign Relations of the United States, 1950, Volume VI: East Asia and the Pacific.
全15回の授業で，毎回，10ページをめどに読み進めていく。
具体的な授業の進め方や報告方法は，受講者の人数や顔ぶれを見て決定する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験は行わず，平常点で評価する。

 [教科書]
上記のアメリカ外交文書集を各自で準備すること。
刊本は，文学部を含め，学内に複数の所蔵あり。ウィスコンシン大デジタル・アーカイヴでPDF版
を，アメリカ国務省歴史課（Office of Historian, Department of State）でテキスト版を，それぞれ無料
で入手可能。

メディア文化学（演習II）  (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学（演習II）  (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]
毎回10ページ程度読み進めるので，受講者は全員当該箇所を読んでおくこと。 

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

メディア文化学（演習II） 
Media and Culture Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ外交文書演習 

 [授業の概要・目的]
現代史を考える上で，アメリカ合衆国の動向は（好悪にかかわりなく）きわめて重要である。さい
わい，そのアメリカの重要な外交文書の重要なものは，刊本などの形で公刊されており，比較的容
易にアクセスできる。（これは，アメリカの尊敬すべき文化のひとつでもある。）本演習では，ア
メリカの対外政策の形成や対外的行動の実際を，公刊されたアメリカ外交文書集に収録された一次
史料を読解することを通じて分析する。

 [到達目標]
・アメリカ外交文書の種類や所在について基本的な知識を修得し，自らの関心に沿って文書を探索
できるようになる。
・アメリカ外交文書の読み方や研究への活用の仕方を修得する。
・上記を通じて，一次史料から歴史を考察し歴史的分析を展開するための基本的な知識と技術（そ
して願わくはセンス）を修得する。

 [授業計画と内容]
下記のアメリカ外交文書集の日本関係のセクション（約300ページ）の後半を読了することを目指
す。
Foreign Relations of the United States, 1950, Volume VI: East Asia and the Pacific.
全15回の授業で，毎回，10ページをめどに読み進めていく。
具体的な授業の進め方や報告方法は，受講者の人数や顔ぶれを見て決定する。

 [履修要件]
必須ではないが，前期の同名科目を受講していることが望ましい。（授業は，前期の受講者を前提
として進める。） 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験は行わず，平常点で評価する。

 [教科書]
上記のアメリカ外交文書集を各自で準備すること。
刊本は，文学部を含め，学内に複数の所蔵あり。ウィスコンシン大デジタル・アーカイヴでPDF版
を，アメリカ国務省歴史課（Office of Historian, Department of State）でテキスト版を，それぞれ無料
で入手可能。

メディア文化学（演習II）  (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学（演習II）  (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]
毎回10ページ程度読み進めるので，受講者は全員当該箇所を読んでおくこと。

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  南部アフリカ現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
  南部アフリカ（南アフリカおよび周辺諸国）の、アパルトヘイト体制崩壊以降の歴史を、背景と
なるそれ以前の時期の歴史を含めて、扱う。
　南部アフリカ諸地域は、第二次世界大戦後にアパルトヘイト体制を本格化させた南アフリカを中
心に、世界が脱植民地する時期に、いわばそれに逆行するかのように、植民地主義と人種主義のさ
らなる激化を経験した。1990年代以降、その体制が崩壊し、現在に至るまで、大きな社会変動が生
まれている。その変動の中で当該社会がどのような課題に直面し、それらをどのように乗り越えよ
うとしているのかを多面的に取り上げる。それを通じて、植民地主義とアパルトヘイトとはどのよ
うなものであったかを考え、さらには、ポストコロニアリズムとコロニアリズムとの関係に考察を
及ばせる。
　以上のような南部アフリカ社会の検討は、世界各地での脱植民地化や、紛争後社会の体制移行の
問題についての理解をも深めることに通ずるだろう。

 [到達目標]
・南部アフリカのアパルトヘイト体制とその前史としての植民地主義について、基本　的な事実を
理解する。
・1990年代以降の南部アフリカ社会の変動にかんする基本的事実、人々の抱えている　課題とその
克服の試みについて、世界史の中に位置づけて理解する。
・南部アフリカ社会の変動についての理解を通じて、現代世界の抱える基本的な問題
　としての帝国主義と脱植民地化についての理解を深め、「現代」を考察する視座を　得る。

 [授業計画と内容]
以下のテーマにつき、各2～4回程度で扱う（全15回）。

1. 植民地主義とアパルトヘイト
2. アパルトヘイト体制の崩壊と「和解」
3. 土地改革
4. 伝統とジェンダー
5. コロニアリズムとポストコロニアリズム

※フィードバックについては授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

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・観点及び達成度]
基本的に学期末のレポートで評価する。
授業中に随時、小課題を課し、それを勘案することがある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（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））
オフィスアワーについては授業の中で説明する。

※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。
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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 庵逧　由香

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮近現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
　本講義は、朝鮮近現代史の諸問題について学ぶことを目的とします。今学期はとりわけ、開港期
から植民地期を経て朝鮮戦争まで(1860年代～1953年)の具体的な事件や政策、社会状況などを、で
きる限り研究状況や史料に即して考察していきます。

 [到達目標]
朝鮮近現代史の諸問題や研究状況を理解する。  
朝鮮近現代史に関わる論点について、事実や資料に即して説明できる。

 [授業計画と内容]
１． 講義概要(講義の進め方、成績評価、自己紹介など)および概論 
２． 日本による植民地支配と現代韓国社会 １ 
３． 日本による植民地支配と現代韓国社会 ２
４． 東アジア三国の世界資本主義体制への編入と分化　(朝鮮後期～開港期)  
５． 日清・日露戦争と朝鮮の植民地化１ 
６． 日清・日露戦争と朝鮮の植民地化２
７． 日本の植民地政策と朝鮮社会１ （朝鮮総督府の機構と1910年代の政策）
８． 日本の植民地政策と朝鮮社会２ （1920年代の諸政策）
９． 日本の植民地政策と朝鮮社会３ （1930年代の諸政策）
１０． 日本の植民地政策と朝鮮社会４（民族解放運動の流れ）
１１． 日本の植民地政策と朝鮮社会５（戦時動員政策） 
１２． 「解放」前後の朝鮮
１３． 朝鮮戦争1 
１４． 朝鮮戦争２
１５． 期末試験／学習到達度の評価 
１６． フィードバック 
※講義の進行状況や、受講生の関心によって、講義内容を変更することもあります。

 [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・観点及び達成度]
平常点(50点)：　出席、コミュニケーションペーパー提出、質疑応答などの参加態度などを総合的
に評価する。
レポート(50点)：　講義内で取り扱ったテーマ・人物・事件などの中で関心のあるものを一つ選び、
レポートを提出すること。2000字以上とし、論文・書籍などの参考文献を必ず３つ以上利用するこ
と。

 [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]
新聞やニュースで関連記事について日頃から気をつけて見てください。
講義中に提示する参考文献や資料を、各自の関心に従い読んでください。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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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 中島　琢磨

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦後日本政治外交史  

 [授業の概要・目的]
　本授業では、第二次世界大戦後の日本の政治外交の重要局面を考察する。とくに、日米安保体制
に関する重要な交渉を取り上げる。2010年以降、安保改定と沖縄返還という二つの大型交渉に関す
る日本側の記録が公開され、冷戦期の日米安保体制の実態をふまえた日本政治の検討が可能となっ
た。授業では、日米の外交文書や当事者の証言などから、交渉の経緯を辿りたい。 
　日本政治は、それぞれの時代の国際情勢や社会の大勢と連関しながら展開してきた。それゆえ授
業では、各年代の国内の権力対立、政策過程、国際政治情勢について論及し、また主要な政治家や
官僚たちの思考と行動について取り上げる。

 [到達目標]
（１）戦後の日本政治外交史に関する重要な事実を正確に理解すること。 
（２）外交の重要争点について、論理的根拠に基づき判断する力を養うこと。 
（３）現代史の議論状況に対する理解を深めること。

 [授業計画と内容]
単元１　戦後史概論――外交の視点から 
単元２　平和国家論 
単元３　日米安保条約の成立過程
単元４　独立直後の日本 
補論　　日ソ国交回復 
単元５　安保改定問題の争点――日米の対等性のあり方をめぐって 
単元６　安保改定交渉
単元７　核兵器搭載艦船の日本寄港問題 
単元８　保革の対立状況の変化――節目となった1960年 
単元９　沖縄返還交渉（１）――なぜ佐藤政権は沖縄返還交渉を開始できたのか？ 
単元10　沖縄返還交渉（２）――1967年11月の日米首脳会談まで 
単元11　沖縄返還交渉（３）――「核抜き・本土並み」返還の背景 
単元12　1970年前後の日本の政治風景――戦後の区切り？
単元13　米中接近後の日本――日中国交正常化への道
単元14　デタント期の日本の外交構想――福田ドクトリンと総合安全保障戦略を中心に 
単元15　中曽根内閣期の政治と外交――冷戦期の日本の帰結点、およびフィードバック

 [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・観点及び達成度]
定期試験（筆記）（80点）と平常点（20点）により評価する。

 [教科書]
使用しない
授業中に配布するレジュメと資料、およびスクリーンに映す資料に沿って授業を進める。

 [参考書等]
  （参考書）
中島琢磨 『沖縄返還と日米安保体制』（有斐閣、2012年）
中島琢磨 『現代日本政治史３　高度成長と沖縄返還　1960-1972』（吉川弘文館、2012年）
参考文献については、授業の時間帯に適宜紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた条約やコミュニケなどについては、条約集や資料集で改めて全体を参照すること
を勧める。

（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。
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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

  2018・
   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。 
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・観点及び達成度]
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』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』 

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（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。
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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

  2018・
   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。 
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・観点及び達成度]
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』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』  

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（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。
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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

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代における京都イメージの形成と花街   

 [授業の概要・目的]
最初に、近代における京都イメージの形成を考える。雅で貴族的な国風文化、町衆の自治やキリシ
タン文化に代表される安土桃山文化、それらと京都イメージが重ねられる近現代の過程を追う。さ
らに、嵯峨や宇治に女性的なイメージが古典文学とかかわって付与される意味を論じる。後半は、
京都の花街の歴史的な展開を示した上で、花街における宗教の布教の問題をとりあげる。近代にお
いて芸妓や娼妓が求めた救済について、宗教教団の活動から考察したい。全体として、京都イメー
ジの「もてなしの文化」という観光言説が、性を隠蔽したものであることを考える。  

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できる。近現代における京都の文化と政治について、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]
・明治維新と京都 
・1880年代の皇室をめぐる「旧慣」（伝統文化）の保存 
・1895年の第4回内国博覧会と平安遷都千百年紀念祭と京都イメージ 
・「京都らしさ」と国風文化 
・大正期のキリシタン研究・安土桃山文化の顕彰 
・昭和戦前期の明治維新顕彰
・歴史顕彰の研究史
・京都と「もてなしの文化」イメージ 
・京都における花街の歴史的展開 
・京都における花街と観光 
・絵画・文学のなかの花街
・民衆宗教の近代
・宗教と花街布教 
・花街と衛生・病気の問題 
・芸能者の信仰と花街 

以上の諸問題を考える。内容は変更することもある。フィードバックについては授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

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・観点及び達成度]
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。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）

 [授業外学習（予習・復習）等]
祇園・宮川町・七条新地など、近現代の花街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。
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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

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化財の近現代

 [授業の概要・目的]
現代の文化財は、富岡製糸場などの近代化遺産の評価をめぐってや、「仁徳天皇陵古墳」として世
界遺産登録されようとする陵墓問題などにみられるように、密接に政治と関わっている。昨年に引
き続き、日本近現代の特色を文化財から考えたい。
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。こうした日本の文化財の有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
・日本的な文化の語り
・廃仏毀釈と文化財の破壊
・1880年代の古社寺や旧跡の保存
・正倉院御物・京都御苑・離宮の形成
・陵墓の近現代
・「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と20世紀の文化財行政
・吉野山・奈良公園・嵐山の近現代
・神苑の形成（伊勢神宮・明治神宮・橿原神宮）
・国民道徳と南朝史蹟・赤穂浪士の史蹟・神武聖蹟
・伝説・物語と文化財
・戦後改革と文化財の誕生
・世界遺産と文化財保護法

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。

 [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・観点及び達成度]
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。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）
今尾文昭・高木博志編 『世界遺産と天皇陵古墳を問う』（思文閣出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
奈良や京都において、文化財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。
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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 村上　衛

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仲介者のつくる歴史　伝統中国

 [授業の概要・目的]
グローバル化が進展する現在、ビジネスの世界で仲介者の果たす役割はますます大きくなっている。
例えば、企業がある地域に進出する場合、現地の言語・事情に通じ、信頼のおける有能な仲介者を
確保しなければ、その事業は失敗に終わるであろう。本講義は、こうした仲介者の意義について、
伝統中国（主として19世紀中葉まで）における事例を中心に、中国経済の歴史的展開をふまえつつ
考察してみたい。

 [到達目標]
前近代における中国経済の展開を把握したうえで、伝統中国における仲介者の役割について理解す
る。

 [授業計画と内容]
1.	ガイダンス
2.	古代中国経済と商業
3.	隋唐帝国経済と商業
4.	宋代商業の発展と仲介者
5.	モンゴル時代のユーラシア商業
6.	明代経済の展開と牙行
7.	明代中期の商業の発展と仲介者
8.	明代後期の商業の発展と仲介者
9.	東アジア海域交流と仲介者
10.	倭寇的状況と仲介地（1）
11.	倭寇的状況と仲介地（2）
12.	明清交替期の海域世界と仲介者
13.	清代海上貿易の展開と仲介者
14.	まとめ
15.	フィードバック

 [履修要件]
前期・後期ともに履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：毎回行われる小テストによって評価する。

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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（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。
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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 村上　衛

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仲介者のつくる歴史　近現代中国

 [授業の概要・目的]
グローバル化が進展する現在、ビジネスの世界で仲介者の果たす役割はますます大きくなっている。
例えば、企業がある地域に進出する場合、現地の言語・事情に通じ、信頼のおける有能な仲介者を
確保しなければ、その事業は失敗に終わるであろう。本講義はこうした仲介者の意義について、近
現代中国（19世紀中葉～20世紀中葉）の事例を中心に、中国経済の変容をふまえつつ考察する。同
時に世界の他地域の仲介者や現在の仲介者と比較してみたい。

 [到達目標]
近現代における仲介者の役割を把握したうえで、前近代や他地域の仲介者と比較してその特徴を理
解する。

 [授業計画と内容]
1.	ガイダンス
2.	海域近代のはじまりと仲介者
3.	開港場貿易：外国人商人と買弁
4.	苦力貿易と客頭
5.	開港場貿易の発展と行桟
6.	外国籍華人と在華外国領事の役割（1）
7.	外国籍華人と在華外国領事の役割（2）
8.	工業化と日系企業のあり方：日系商社、在華紡
9.	前近代東南アジア海域の仲介者
10.	前近代インド洋世界の仲介者
11.	前近代地中海世界の仲介者
12.	現代の多国籍企業と仲介者
13.	現代中国の仲介の場：香港・「経済特区」
14.	まとめ
15.	フィードバック

 [履修要件]
前期・後期ともに履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価：毎回行われる小テストによって評価する。

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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（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。
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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 大学文書館 西山　伸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代日本大学史

 [授業の概要・目的]
本講義では、戦時中から現在までの日本の大学の歴史を対象とする。戦後教育改革の前提となった
戦時期の高等教育から、戦後改革、高度経済成長、大学紛争、そして近年の大学改革までの時期に
おける大学について、資料にもとづき実証的に検証する。そして、戦後日本にとって大学はどうい
う役割を果たしてきたか、現在の大学が歴史的にどのように形成されたのか、などについて考察す
る。

 [到達目標]
・戦後日本の大学の形成と展開を資料にもとづき理解する。
・日本社会における大学の役割について歴史的視点に立って考察する。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス、戦前の高等教育制度
第2回　戦時期の高等教育改革
第3回　科学動員
第4回　学徒出陣
第5回　戦争末期の大学
第6回　戦後教育改革（１）
第7回　戦後教育改革（２）
第8回　1950年代の大学と学生
第9回　高度経済成長と大学大衆化への動き
第10回　大学紛争（１）
第11回　大学紛争（２）
第12回　紛争後の大学と学生
第13回　近年の大学改革（１）
第14回　近年の大学改革（２）
第15回　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・観点及び達成度]
評価方法：毎回の授業時に提出されるコメントとレポート試験の成績により評価する。
評価基準：授業の内容を理解した上で、受講者独自の見解を示すこと。

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）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定する文献・史料等に予習・復習として目を通しておくこと。

（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。
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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 教育学研究科 佐藤　卓己

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学概論

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

 [到達目標]
メディア文化学の基本をなす比較メディア論の研究パラダイムがどのように形成されたかを理解し，
その視点から個別のメディアの歴史を吟味し，現代社会の合意形成システムを分析することができ
るようになる。

 [授業計画と内容]
第1-2回　メディア社会とは何か 
第3回　メディア史としてのコミュニケーション研究 
第4回　メディア都市の成立 
第5章　出版資本主義と近代精神 
第6回　大衆新聞の成立 
第7回　視覚人間の国民化 
第8回　　宣伝のシステム化と動員のメディア 
第9回　ラジオとファシスト的公共性 
第10回　トーキー映画と総力戦体制 
第11回　テレビによるシステム統合 
第12回　情報化の未来史 
第13回　脱・情報化社会へ 
第14回　総論・試験 
第15回　フィードバック

 [履修要件]
メディアに関心があり、情報への感度が高いこと。 
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（80％）とコメントペーパー、出席度など（20％）。定期試験の方式については、講義中
に説明する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
佐藤卓己 『ヒューマニティーズ　歴史学』（岩波書店）ISBN:4000283227（メディア史＝メディア
論の発想法について、参照のこと。）
佐藤卓己 『メディア社会―現代を読み解く視点』（岩波新書）ISBN:4004310229（『現代メディア
史』のサブ・テキストとして一般向けに書かれたもの ）
佐藤卓己 『ファシスト的公共性―総力戦体制のメディア論』（岩波書店）

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

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

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

※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。
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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 東南アジア地域研究研究所 帯谷　知可

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代中央アジアにおける歴史の見直しの諸相

 [授業の概要・目的]
この授業では、旧ソ連中央アジア、特にウズベキスタンを対象として、ソ連時代のペレストロイカ
による自由化、さらに独立とソ連解体を契機として進行した、歴史の見直しの諸相を検討する。そ
れを通じて、現代中央アジア理解を深めるとともに、多様な歴史叙述のあり方についての認識を深
めることをねらいとする。

 [到達目標]
中央アジアの近現代（帝政ロシア支配期～ソ連期～ソ連解体・独立から現代まで）の歴史の流れと、
ソ連時代から現代に至るまでの中央アジアにおける基本的な民族観・歴史観および歴史記述の特徴
を理解する。

 [授業計画と内容]
以下の予定に従い、講義を行う。 

＊旧ソ連中央アジアという地域の概要（第1-2週）
＊民族史の記述（第3-4週）
＊ペレストロイカと歴史の見直し（第5-7週） 
＊独立後の新しいナショナリズムと歴史研究 （第8-9週）
＊評価の逆転（ティムール、ジャディード運動、バスマチ運動）（第10-12週）
＊新しい正史（第13-14週）
＊まとめ、フィードバック（第15週） 

なお、参加者の関心次第で、現代ウズベク語またはロシア語の資料を読むことも視野に入れる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点30％、期末のレポート70％の割合で評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
宇山智彦 『中央アジアを知るための60章』（明石書店）ISBN:978-4-7503-3137-9（中央アジア研究

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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の入門書）
小松久男 『革命の中央アジア―あるジャディードの肖像』（東京大学出版会）ISBN:4-13-025027-2
（ロシア革命期の中央アジアに関する必読文献）
宇山智彦 『「カザフ民族史再考―歴史記述の問題によせて」『地域研究論集』Vol. 2, No. 1 (1999)』
（国立民族学博物館地域研究企画交流センター）（ソ連中央アジアの歴史記述の基本理念を論じた
論文）
帯谷知可 『英雄の復活―現代ウズベキスタン・ナショナリズムのなかのティムール」酒井啓子・臼
杵陽編『イスラーム地域の国家とナショナリズム』』（東京大学出版会）ISBN:4-13-034185-5（ソ
連解体後の中央アジアナショナリズムと歴史の見直しを論じた論文）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業期間中に、各回の講義内容を復習するとともに、参考書等としてあげている文献を読み、より
深い理解と考察に結びつけてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
授業でも紹介しますが、中央アジア近現代史に関する文献をできる限り多く読んでください。
連絡の必要がある場合はこちらへ　obiya[AT]cseas.kyoto-u.ac.jp （[AT]を@に替えてください）

※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。
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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 小関　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アイルランド革命（1913～1923年）

 [授業の概要・目的]
今年度の授業では、1913～1923年の時期のアイルランドに生じた重大な変化を「アイルランド革命」
と捉え、内戦の危機、第一次世界大戦、イースター蜂起、独立戦争、内戦、といった出来事を「革
命」という一続きのプロセスの中に位置づけて考察する。「２つのアイルランド」を誕生させた「
革命」には、現在に至るアイルランドの歩みを決定づける意味があった。行論にあたっては、アイ
ルランドとイギリスの関係のみならず、アメリカやドイツの情勢にも留意する。 

 [到達目標]
アイルランドに固有の文脈においてだけでなく、イギリス、アメリカ、ドイツ、等も視野に収め、
第一次世界大戦というグローバルな地殻変動の中でアイルランドという「小国」の動向を理解する
能力を身につけること。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。 
(1) アイルランド革命とはなにか？（１回）
(2) 前史（１回）
(3) 自治法案と内戦の危機（１回）
(4) 第一次世界大戦（２回）
(5) アメリカとドイツ（２回）
(6) イースター蜂起（２回）
(7) 独立戦争（３回）
(8) 内戦（２回）
(9) 革命以降のアイルランド（１回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。
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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]
以下の文献を参照することが望ましい。

小関 隆『アイルランド革命：第一次世界大戦と二つの国家の誕生』岩波書店、2018年４月（刊行予
定）。

（その他（オフィスアワー等））
今年度に関しては通年での受講は求めない。

※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。
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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 小関　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  サッチャリズム序説

 [授業の概要・目的]
第二次世界大戦以降、保守党か労働党かを問わず、歴代の政権が共有した「コンセンサスの政治」
に終止符を打ち、ネオ・リベラリズムを基調とする政策を精力的に遂行したサッチャー政権の時代
（1979～1990年）は、イギリス現代史上の決定的な転換期であった。サッチャーが退場して四半世
紀以上が経過したが、依然としてイギリスはサッチャリズムが定めた方向性から脱却できていない。
今年度の授業では、サッチャー政権の主要な政策を検討しながら、今も残るサッチャリズムの刻印
を検証する。

 [到達目標]
サッチャリズムの今日的な意味を、1970年代以降の世界の転換を視野に収めつつ理解する能力を身
につけること。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～２回程度の授業を充てる予定である。
(1) マーガレット・サッチャー（１回）
(2) ニュー・ライト（１回）
(3) マネタリズム（１回）
(4) フォークランド戦争（２回）
(5) 労働組合との闘争（２回）
(6) 核抑止力と反核運動（１回）
(7) 福祉国家の解体（２回）
(8) 民営化（２回）
(9) ヨーロッパ統合（２回）
(10) 地方自治体と人頭税（１回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。 

オーウェン・ジョーンズ（依田卓巳訳）『チャヴ：弱者を敵視する社会』海と月社、2017年。
セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
長谷川貴彦『イギリス現代史』岩波新書、2017年。

（その他（オフィスアワー等））
前期の受講を前提とはしない。

※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。
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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 伊藤　順二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  末期ロシア帝国と南カフカス

 [授業の概要・目的]
19世紀後半から第一次世界大戦までのロシア帝国の南カフカスにおける植民地政策と現地住民の活
動を概観する。 
　南カフカスはロシア帝国初の本格的植民地であり、オスマン帝国との最前線の一つだった。住民
に対する民族学的視線は帝国の統治政策に直結すると同時に、「高貴な野蛮人」への文学的憧憬を
も産み出し、それはグルジア人などの現地住民にもフィードバックされた。バクーの油田は帝国の
重要な資源となると同時に、労働運動や民族運動や宗教的改革運動を隆盛させ、多国籍企業を誘致
し、ロシア・コスミズムの進展にも大きな影響を与えた。本講義では南カフカスという場がもつ歴
史的意義を考えることで、ロシア帝国に対する総合的理解にも道を拓きたい。 

 [到達目標]
ロシア帝国に関する基本的知識を習得し、帝国についての歴史的イメージを会得する。

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション
第2,3回：「半アジア人」
第4,5回：帝国統治と学問
第6,7回：戦争と現地動員
第8,9回：文字と言語と宗教をめぐって
第10,11回：石油資源と労働運動
第12,13回：黒海沿岸の正教改革運動
第14回：ロシア・コスミズムとカフカス
第15回：おわりに

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート(80点)および中間レポート(20点)による。

 [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

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [授業外学習（予習・復習）等]
各自、授業中に紹介する基本文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、月曜３限とする。

※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。
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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 伊藤　順二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア革命と南カフカス

 [授業の概要・目的]
　南カフカスは「東部戦線」と並んでロシア帝国の最前線だった。グルジアの社会主義者やアルメ
ニアやアゼルバイジャンの民族主義者のほとんどは、第一次世界大戦開戦に際し、帝国の戦争に全
面協力した。帝国の中心における革命は彼らにとって予期せぬ事件だったが、さまざまな構想を一
気に開花させる力となった。本講義では南カフカスにおける戦争と革命の経緯を総合的にたどりつ
つ、ロシア革命なるものの影響力を再考したい。

 [到達目標]
第一次世界大戦とロシア革命についての基礎的知識を習得するとともに、帝国・戦争・革命に対す
る歴史的洞察力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション
第2,3回:徴兵制とロシアの聖戦
第4,5回：バルカン戦争と戦争準備
第6回：戦争への期待
第7,8回：カフカス戦線
第9,10回：「アルメニア人問題」
第11回：社会主義者の戦争観
第12回：中央の革命と南カフカス
第13,14回：革命政権と油田
第15回：おわりに

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート(80点)および中間レポート(20点)による。

 [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]
各自、授業中に紹介する基本文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、月曜３限とする。

※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。
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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 人間・環境学研究科 江田　憲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア近代と西洋文明

 [授業の概要・目的]
本授業では、東アジア近現代を対象領域とし、近代当初にあって東アジア世界がいかなる構造的変
革を見たかを確認した上で、東アジアとくに中国がどのように西洋文明を受容し、またこれを変容
させたか、それが現代の社会状況といかなる連続性を持つのか、について考察する。 
　東アジア、とくに中国の歴史過程について史料と研究にもとづいた批判的理解を可能にすること
が目的である。 
　なお、講義形式の授業のほか、適宜、受講者が従来の研究論文を要約して受講者が報告する発表
形式の授業をも行

 [到達目標]
東アジア、とくに中国の歴史過程と現状について、資料と先行研究にもとづいて考察する視座と方
法を獲得し、批判的に理解する

 [授業計画と内容]
第１回　ガイダンス（授業の概要・方針などの説明）
第２回　東アジア世界の西洋文明受容――日本・中国・朝鮮の比較（１）
第３回　東アジア世界の西洋文明受容――日本・中国の比較（2）
第４回　中国における民主主義の受容――変法運動(1)
第５回　中国における民主主義の受容――変法運動(2)
第６回　東アジア「近世」から「近代」へ――日清戦争前夜
第７回　東アジア「近世」から「近代」へ――日清戦争とその歴史的意義
第８回　中国における民主主義の受容――辛亥革命(1)
第９回　中国における民主主義の受容――辛亥革命(2)
第10回　中国における社会主義の受容――国家社会主義
第11回　中国における社会主義の受容――アナキズム
第12回　中国における社会主義の受容――マルクス主義
第13回　日本における侵略思想の展開――日中戦争をもたらしたもの
第14回　人民共和国の成立
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポート

 [教科書]
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)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ配布する資料がある場合は、かなら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。
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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 人間・環境学研究科 江田　憲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

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・観点及び達成度]
平常点とレポート

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
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]
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。
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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 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   ヒトの移動から考える日本の近代

 [授業の概要・目的]
この講義では，私たちがいま生きている世界のありようはいつから続いているのかという問いを「
近代」という概念に込め，特にグローバルなヒトの移動という現象を切り口としながら「日本の近
代」について考える。

 [到達目標]
日本の「近代」や「国民国家」論をめぐるさまざまな見解とその争点，およびグローバルなヒトの
移動からみた「日本の近代」の特徴を理解し，これらを踏まえ，自らの関心に基づいて日本の近代
とはなにか論じられるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について，それぞれ2～3回をかけて論ずる(全15回）。

（1）「近代」とは何か
（2）「国民国家」は実在するか
（3）主権国家と世界市場の「近代」
（4）ヒトの移動と国境管理
（5）「民族」の政治
（6）戦後国際秩序とヒトの移動

フィードバックについては授業時に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して，紹介する参考文献を読むこと。

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  新聞の誕生から考える東アジアの近代

 [授業の概要・目的]
前期の講義内容を踏まえつつ，日本の近代を「東アジア近代」の一部として捉える観点から，近代
初期の東アジアに生まれた新聞ネットワークと「公論空間」について考察する。

 [到達目標]
東アジアにおける近代の始まりとその特質について，国際秩序の変容や新聞ネットワークの形成か
ら具体的に理解し，これらを踏まえ，自らの関心に基づいて東アジア・日本の近代とはなにか論じ
られるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について，それぞれ2～3回をかけて論ずる（全15回）。

（1）公共圏とメディアの近代
（2）東アジアの近代はいつ始まったか
（3）東アジア新聞ネットワークの形成
（4）1870年代の東アジア国際紛争とジャーナリズム論争
（5）1880年代の東アジア国際紛争とジャーナリズム論争
（6）日清戦争と東アジア新聞ネットワークの変容

フィードバックについては授業時に説明する。

 [履修要件]
前期の内容を踏まえて講義を行うが，後期からの履修も可能である。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して，紹介する参考文献を読むこと。

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本近代における「戦争」と文化をめぐる諸問題  

 [授業の概要・目的]
19-20世紀の近代国民国家は「国民」形成の中核に「戦争」をめぐる文化装置を必要とした。また
この問題は「国民」をめぐる文化政治と密接に関係するため、植民地支配や総力戦体制下で変容す
る。戦争認識をめぐる文化研究、社会史研究、ジェンダー研究などの方法論や、帝国と戦後を架橋
する空襲・防空研究典型的な歴史事象に言及しながら、19世紀末から1970年代にいたる戦争と文化
をめぐる諸問題を考察する。 

 [到達目標]
日本近代における戦争と文化をめぐる研究上の成果や論点、史料状況について具体的な知識を獲得
するとともに、研究方法や分析視点を習得することで、近い過去の論争的課題についての考察力を
獲得する。 

 [授業計画と内容]
*各項目の講義の回数は固定したものではなく、講義の進行状況や受講者の理解の程度に応じて、
変動することがある。
　
1　導入-戦争の想起と文化をめぐる研究動向
2　「国民化」の時代と「戦争」メディア＜2回＞　
3　　戦争記憶の展示と同時代教育＜2回＞
4　「国民」とは誰か？ー兵士のジェンダーと植民地支配＜2回＞
4　防空言説と国民像の変容＜3回＞
5　占領と戦争経験・戦争像＜2回＞　
6　戦後史のなかの空襲の記憶と記録＜2回＞
7　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の発言・コメント紙回答50%　レポートとテスト50％などを総合的に評価する。

 [教科書]
授業中に指示するほか、適宜史料レジュメ等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

現代史学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　各自、授業中に指示した関連文献や配布史料等に目を通しておくこと  

（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。
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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 杉本　舞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  第二次大戦期前後のコンピューティング史を考える

 [授業の概要・目的]
この授業では、戦間期・第二次世界大戦中のコンピュータ開発に関するさまざまな側面を取り上げ
ながら、理論史・思想史・文化史・ハードウェア史をはじめとしたコンピューティング史への多様
な取り組み方について理解を深めることを目指す。具体的には、第一次AIブームのさきがけとなっ
た様々な研究活動や思想について、コンピューティング史の観点から考察し、コンピュータをとり
まくさまざまな研究分野の重なりや関連性、またその変化についても検討していきたい。

 [到達目標]
第二次世界大戦前後のコンピューティングの歴史について理解し、様々な近接分野との関連性につ
いて吟味できるようになる
コンピューティング史のヒストリオグラフィや史料の取り扱いについて理解する。

 [授業計画と内容]
授業は以下の計画で進める。講義形式の授業と、授業内で指定した文献に関するディスカッション
等を組み合わせながら進める予定である。

ガイダンス
「機械の脳」という発想（2回）
第二次世界大戦中のコンピュータ開発（2～3回）
戦時研究との関係（1～2回）
コンピューティング史における先取権争い（1回）
数学・論理学分野との関連性の検討（1回）
サイバネティクスの興隆（1～2回）
脳・神経系とのアナロジー表現（1回）
メディアにおけるハイプ（1回）
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・観点及び達成度]
平常点100％
授業期間中には授業テーマに関わる小レポートを数回課し、学期末には課題を出す。それらの点数
の合計を平常点とする。いずれのレポートも到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
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)

 [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]
授業内容に関わる文献を授業外で読んでくること。文献リストについては授業中に指示する。

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

現代史学(演習ＩＡ)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 永原　陽子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代史学演習ⅠＡ：現代史研究と史料

 [授業の概要・目的]
　実際に史料を読むことによって，現代史学研究の基礎となる史料の操作方法を学ぶ。
　ＩＡでは、公刊されている英国議会資料を用いて、史料の読解と分析、史料批判の方法を学ぶ。

 [到達目標]
　歴史学研究の学問的な基礎は史料批判にあり、収集した史料から信頼できる情報をとりだすため
の手順を身につけなければ、それ以上の研究は不可能である。実際に史料を解読しながら、初歩的
であれ史料の操作法と史料批判の方法を身につけることが到達目標である。

 [授業計画と内容]
　「英国議会資料」British Parliamentary Papers はイギリス史・イギリス帝国史にとどまらず、世界
各地の現代史の研究に役立てることのできる貴重な歴史史料である。本学図書館に所蔵される資料
実物にも触れながら、本資料を現代史研究に活用する方法について学ぶ。
　資料の基本的な性格や利用方法の概容を学び、また実物資料を図書館で手にしてみたのち（第1
～2回）、参加者は自身の関心に基づいて一つまたは複数の資料を選び、その資料の作られた文脈
や背景と内容、また関連する研究について発表する(第3～15回）。

 [履修要件]
　演習Ｉは現代史学専修必修科目である。原則として３回生のときに、Ａ、Ｂ各２単位を履修しな
くてはならない。
　留学等の特別な事情のある場合に限り、２学年以上にわたって履修することができるが、その場
合にも、卒業までにＡ、Ｂ各２単位、計４単位を履修しなくてはならない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによって総合的に評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱う史料は，全員が必ず読んでおくこと。  発表者は遅くとも１週間前に、自分の取り上げ
る資料を参加者に知らせなくてはならない。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習ＩＢ)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代史学演習ＩＢ：現代史研究と史料

 [授業の概要・目的]
実際に史料を読むことによって，現代史学研究の基礎となる史料の操作方法を学ぶ。
この演習では，日本近現代史研究における史料の調査・読解を実践する。

 [到達目標]
歴史学研究の学問的な基礎は史料批判にあり，収集した史料から信頼できる情報をとりだすための
手順を身につけなければ，それ以上の研究は不可能である。実際に史料を解読しながら，初歩的で
あれ史料の操作法と史料批判の方法を身につけることが到達目標である。

 [授業計画と内容]
（1）日本近現代史料の概観（第1回～第3回）
（2）日本近現代史研究の精読（第4回～第9回）
（3）『胡桃沢盛日記』の精読（第10回～第15回）

（1）では日本近現代史料について，さまざまな形態とそれぞれの特徴，所在と調査方法を学ぶ。
（2）では日本近現代史研究の重要文献を読み，その文献で用いられている史料を調べて検証する。

（3）では史料の批判的読解のトレーニングとして，長野県下伊那郡河野村の農家に生まれ，戦時
中に村長を務めた胡桃沢盛（1905-46）の日記を精読する。

以上は参加者の報告および討論を主として進行する。

 [履修要件]
演習Ｉは現代史学専修必修科目である。原則として３回生のときに，Ａ，Ｂ各２単位を履修しなく
てはならない。
留学等の特別な事情のある場合に限り，２学年以上にわたって履修することができるが，その場合
にも，卒業までにＡ，Ｂ各２単位，計４単位を履修しなくてはならない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによって評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
初回授業で文献リストを配布する。

現代史学(演習ＩＢ)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(演習ＩＢ)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げる文献・史料を，全員が必ず予め読了しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
初回に報告者を決定する。報告者だけでなく，全受講者が文献・史料を事前に読んでおくことが必
須条件になる。この授業は卒業必修科目であるので，現代史学専修の３回生は必ず履修すること。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習II) 
Contemporary History (Seminars)

  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

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国共産党史資料選読

 [授業の概要・目的]
　中国現代史の史料一般についての基本的な知識を得たうえで、中国共産党史に関する中国語資料
を精読する。中国共産党史に関する資料を読むことによって、中国革命に対する理解を深める。

 [到達目標]
　中国語資料・中国共産党史資料の扱い方、特徴などを理解し、中国現代史を研究するにあたって
の史料の読解、操作能力の向上を図る。  

 [授業計画と内容]
　中国共産党史関連資料のうち、『建党以来重要文献選編』から関連文献を選んで精読する（全15
回）。具体的には、党の諸会議で決議された文書、党中央から各組織に対して出された指示など、
主として政治運動に関する文献を取り上げる。必要に応じてそれら文書の背景となるコミンテルン
資料も読む。なお、史料の内容や背景を理解するには、一定の中国革命史・現代史にかんする全般
的基礎知識が必要なので、講義形式の解説を必要に応じて加えることとする。
　初回と２回目の授業で史料について解説を行った後，3回目以降は担当者を決めて史料を読み進
めていく予定である。なお、授業の進捗と受講者の状況によって、上記の予定は変更することがあ
る。

 [履修要件]
　現代中国語の資料をもちいるので、中国語についての理解力・読解力（第二外国語履修程度）が
履修要件となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
使用しない
テキストはコピーして授業の際に配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定部分の日本語訳

（その他（オフィスアワー等））
毎回、テキストの音読、読解を輪番で課すため、十分な予習が必要である。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習II) 
Contemporary History (Seminars)

  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

  2018・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中国共産党史資料選読  

 [授業の概要・目的]
　中国現代史の史料一般についての基本的な知識を得たうえで、中国共産党史に関する中国語資料
を精読する。中国共産党史に関する資料を読むことによって、中国革命に対する理解を深める。

 [到達目標]
 中国語資料・中国共産党史資料の扱い方、特徴などを理解し、中国現代史を研究するにあたっての
史料の読解、操作能力の向上を図る。

 [授業計画と内容]
　中国共産党史関連資料のうち、『建党以来重要文献選編』から関連文献を選んで精読する（全15
回）。具体的には、党の諸会議で決議された文書、党中央から各組織に対して出された指示など、
主として政治運動に関する文献を取り上げる。必要に応じてそれら文書の背景となるコミンテルン
資料も読む。なお、史料の内容や背景を理解するには、一定の中国革命史・現代史にかんする全般
的基礎知識が必要なので、講義形式の解説を必要に応じて加えることとする。
　初回と２回目の授業で史料について解説を行った後，3回目以降は担当者を決めて史料を読み進
めていく予定である。なお、授業の進捗と受講者の状況によって、上記の予定は変更することがあ
る。

 [履修要件]
　現代中国語の資料をもちいるので、中国語についての理解力・読解力（第二外国語履修程度）が
履修要件となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない
テキストはコピーして授業の際に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指定部分の日本語訳

（その他（オフィスアワー等））
毎回、テキストの音読、読解を輪番で課すため、十分な予習が必要である。

※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112

授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習II)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ外交文書演習

 [授業の概要・目的]
現代史を考える上で，アメリカ合衆国の動向は（好悪にかかわりなく）きわめて重要である。さい
わい，そのアメリカの重要な外交文書の重要なものは，刊本などの形で公刊されており，比較的容
易にアクセスできる。（これは，アメリカの尊敬すべき文化のひとつでもある。）本演習では，ア
メリカの対外政策の形成や対外的行動の実際を，公刊されたアメリカ外交文書集に収録された一次
史料を読解することを通じて分析する。

 [到達目標]
・アメリカ外交文書の種類や所在について基本的な知識を修得し，自らの関心に沿って文書を探索
できるようになる。
・アメリカ外交文書の読み方や研究への活用の仕方を修得する。
・上記を通じて，一次史料から歴史を考察し歴史的分析を展開するための基本的な知識と技術（そ
して願わくはセンス）を修得する。

 [授業計画と内容]
下記のアメリカ外交文書集の日本関係のセクション（約300ページ）の前半を読了することを目指
す。
Foreign Relations of the United States, 1950, Volume VI: East Asia and the Pacific.
全15回の授業で，毎回，10ページをめどに読み進めていく。
具体的な授業の進め方や報告方法は，受講者の人数や顔ぶれを見て決定する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験は行わず，平常点で評価する。

 [教科書]
上記のアメリカ外交文書集を各自で準備すること。
刊本は，文学部を含め，学内に複数の所蔵あり。ウィスコンシン大デジタル・アーカイヴでPDF版
を，アメリカ国務省歴史課（Office of Historian, Department of State）でテキスト版を，それぞれ無料
で入手可能。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回10ページ程度読み進めるので，受講者は全員当該箇所を読んでおくこと。

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

現代史学(演習II) 
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アメリカ外交文書演習 

 [授業の概要・目的]
現代史を考える上で，アメリカ合衆国の動向は（好悪にかかわりなく）きわめて重要である。さい
わい，そのアメリカの重要な外交文書の重要なものは，刊本などの形で公刊されており，比較的容
易にアクセスできる。（これは，アメリカの尊敬すべき文化のひとつでもある。）本演習では，ア
メリカの対外政策の形成や対外的行動の実際を，公刊されたアメリカ外交文書集に収録された一次
史料を読解することを通じて分析する。

 [到達目標]
・アメリカ外交文書の種類や所在について基本的な知識を修得し，自らの関心に沿って文書を探索
できるようになる。
・アメリカ外交文書の読み方や研究への活用の仕方を修得する。
・上記を通じて，一次史料から歴史を考察し歴史的分析を展開するための基本的な知識と技術（そ
して願わくはセンス）を修得する。

 [授業計画と内容]
下記のアメリカ外交文書集の日本関係のセクション（約300ページ）の後半を読了することを目指
す。
Foreign Relations of the United States, 1950, Volume VI: East Asia and the Pacific.
全15回の授業で，毎回，10ページをめどに読み進めていく。
具体的な授業の進め方や報告方法は，受講者の人数や顔ぶれを見て決定する。

 [履修要件]
必須ではないが，前期の同名科目を受講していることが望ましい。（授業は，前期の受講者を前提
として進める。） 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験は行わず，平常点で評価する。

 [教科書]
上記のアメリカ外交文書集を各自で準備すること。
刊本は，文学部を含め，学内に複数の所蔵あり。ウィスコンシン大デジタル・アーカイヴでPDF版
を，アメリカ国務省歴史課（Office of Historian, Department of State）でテキスト版を，それぞれ無料
で入手可能。

現代史学(演習II) (2)へ続く↓↓↓



現代史学(演習II) (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]
毎回10ページ程度読み進めるので，受講者は全員当該箇所を読んでおくこと。

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

現代史学(演習II) 
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 大学文書館 冨永　望

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  屋良朝苗日誌を読む

 [授業の概要・目的]
屋良朝苗日誌の輪読を行う。手書きの日記という一次史料の読解に取り組むことで、歴史上の人物
を生身の人間として見直すとともに、史料から事実を読み取る力を身につける。また、高校までの
歴史の授業で習う機会に乏しい沖縄の現代史について理解を深める。

 [到達目標]
１．一次史料の読解能力
２．沖縄戦後史の理解
３．人物・事件を確定し、わかりやすくまとめる能力

 [授業計画と内容]
初回はガイダンスを行い、輪読の担当を決定する。2回目以降は実際に輪読を進める（全15回）。
自分の担当部分だけではなく、他の人の担当部分も予習してくることが望ましい。また、担当部分
で初出の人名や事件があった場合は調べてきて、当日説明すること。

 [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、輪読での報告内容、授業内での発言回数）

 [教科書]
テキストは授業中にコピーを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
櫻澤誠 『沖縄現代史　米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』（中央公論新社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
他の受講者の担当分も読んでおくこと。沖縄の近現代史について予習しておくことが望ましい。

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

現代史学(演習II)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 大学文書館 冨永　望

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  屋良朝苗日誌を読む

 [授業の概要・目的]
屋良朝苗日誌の輪読を行う。手書きの日記という一次史料の読解に取り組むことで、歴史上の人物
を生身の人間として見直すとともに、史料から事実を読み取る力を身につける。また、高校までの
歴史の授業で習う機会に乏しい沖縄の現代史について理解を深める。

 [到達目標]
１．一次史料の読解能力
２．沖縄戦後史の理解
３．人物・事件を確定し、わかりやすくまとめる能力

 [授業計画と内容]
初回はガイダンスを行い、輪読の担当を決定する。2回目以降は実際に輪読を進める（全15回）。
自分の担当部分だけではなく、他の人の担当部分も予習してくることが望ましい。また、担当部分
で初出の人名や事件があった場合は調べてきて、当日説明すること。

 [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、輪読での報告内容、授業内での発言回数）

 [教科書]
テキストは授業中にコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
櫻澤誠 『沖縄現代史　米国統治、本土復帰から「オール沖縄」まで』（中央公論新社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
他の受講者の担当分も読んでおくこと。沖縄の近現代史について予習しておくことが望ましい。

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

現代史学(演習II)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

国際日本文化研究センター
研究部 教授　　　　　　 松田　利彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  韓国語資料演習

 [授業の概要・目的]
朝鮮近現代史をテーマとして、論文執筆、学会発表をおこなうのに必要な技術を身につけることを
めざす。そのために、①インターネットを含む朝鮮近代史関係資料の探索・調査・収集のための情
報・ツールなどについて講義する。②植民地期朝鮮史研究の方法論に関わる基礎的な韓国語論文を
講読する。③植民地期の政治・社会史に関わる韓国語の一次史料を精読する。自叙伝・小説・日記
・新聞など多様な素材から、受講生の希望も加味していくつかのテキストの抜粋を読み込む。

 [到達目標]
１）　インターネットを含む朝鮮近代史関係史料の探索・調査・収集のための情報・ツールについ
ての知識を獲得し、自ら資料探索ができるようになる。
２）　韓国語論文読解の基礎的な知識を得ることができる。
３）　植民地朝鮮の社会についての一次史料を精読することによって、資料から歴史像を構築する
トレーニングを積むことができる。

 [授業計画と内容]
1回目　朝鮮近代史についての概説講義
2回目　朝鮮近代資料論の講義
3～6回目　植民地期朝鮮史研究の方法論に関わる韓国語論文の講読
7～15回目　朝鮮語で書かれた自叙伝・小説・日記・新聞などの一次史料の精読

 [履修要件]
韓国語の学習歴が求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
論文講読・資料精読の平常点により成績評価を行う。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講読・精読については予習を必須とする。

（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。
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授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習II)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 山本　昭宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化からみる集合的〈記憶〉と集合的〈夢〉  

 [授業の概要・目的]
私たちの社会は、多様な方法で過去を記憶し、未来を夢見ている。 
過去を記憶し、未来を夢見るという行為を方向付けるものの一つとして、メディア文化を挙げるこ
とができる。マスメディアの報道だけでなく、広く共有された映画・マンガ・文学などは、それぞ
れの時代における集合的〈記憶〉や集合的〈夢〉について、その一端を分析する有効な手がかりに
なるだろう。 
この授業では、まず二回目の授業で講師が特定のメディア文化を取り上げてそれを分析してみせる。
それを踏まえた上で、三回目以降は、受講生が順番に報告し・議論する。 
取り上げるメディア文化は、一回目の授業で決める。各自、個人報告をしてもらうが、受講生の数
によってはグループ報告に変更することもあり得る。 

 [到達目標]
近現代の日本社会における、戦争（戦場、原爆、空襲）やビックイベント（オリンピックや博覧会）
、あるいは日常生活（夢見られた「豊かな生活」）などについて、集合的〈記憶〉と集合的〈夢〉
の動態を理解する。 
具体的には、歴史学と社会学の先行研究の理解と、文献資料調査・資料読解を通じて、批判的思考
能力を養うとともに、個人報告（グループ報告）を通して、プレゼンテーション能力を高める。 
加えて、共同討議で発言することで、「質問する力」や「コメントする力」を養う。したがって、
「自分の報告が終われば出席しない」というような態度は認められない。 

 [授業計画と内容]
ガイダンスとテーマ設定、報告順の決定　（1回目） 
講師による講義　報告のポイント共有　（2回目） 
受講生による報告と共同討議　 
3～5回目：戦争の〈記憶〉 
6～9回目：原爆の〈記憶〉 
9～10回目：原子力の〈夢〉 
11～12回目：宇宙開発の〈夢〉　 
13～14回目：豊かな生活の〈夢〉 
議論の総括とフィードバック（15回目）

 [履修要件]
特になし

現代史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートにより総合的に判断する。 
なお、平常点は授業内の報告と共同討議でのコメントで評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
個人報告（グループ報告）の順番が決まったあとは、担当するメディア文化（映画・マンガ・文学）
を分析するだけではなく、その作品が当時の社会でどのように受け止められたのかを調査してもら
う。 
そのため、大学図書館での予習が必須である。詳細は授業で指示する。 

（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。
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授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習II)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 山本　昭宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  映像表現・映像資料からみる近現代の日本社会  

 [授業の概要・目的]
映画・アニメーション・ドキュメンタリー、TVドラマなどの映像表現・資料は近現代社会を知る
ための資料でもある（近年は個人所蔵のホームビデオなどの資料的価値も高まっている）。 
この授業では、戦後日本社会に焦点を絞り、多様な映像表現・資料を時代別に取り上げることで、
戦後史を理解する。映像表現から、従来言われている通説を理解すると同時に、通説に修正の余地
を見出す批判的な読解と調査を求める。 
この授業では、まず二回目の授業で講師が特定の映像表現を取り上げてそれを分析してみせる。そ
れを踏まえた上で、三回目以降は、受講生が順番に報告し・議論する。 
取り上げる映像表現・資料は、一回目の授業で決める（一回目に出られない者は二回目に決める）。
各自、個人報告をしてもらうが、受講生の数によってはグループ報告に変更することもあり得る。 

 [到達目標]
この授業で求められていることは、映像表現・資料を選び、観るだけではない。 
選んだ映像について、先行研究・制作者たちの意図・当時の社会での評価を調べてもらう。 
批判的思考と資料の収集能力・読解能力・整理能力を養う。また個人報告（グループ報告）を通し
て、プレゼンテーション能力を高める。 
加えて、共同討議で発言することで、「質問する力」や「コメントする力」を養う。したがって、
「自分の報告が終われば出席しない」というような態度は認められない。 

 [授業計画と内容]
ガイダンスとテーマ設定、報告順の決定　（1回目） 
講師による講義　報告のポイント共有　（2回目） 
受講生による報告と共同討議　 
3～5回目：戦後復興期 
6～9回目：高度経済成長 
9～10回目：７０年代の家族 
11～12回目：８０年代以降の消費社会　 
13～14回目：９０年代以降の現代 
議論の総括とフィードバック（15回目）

 [履修要件]
特になし

現代史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(演習II)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートにより総合的に判断する。 
なお、平常点は授業内の報告と共同討議でのコメントで評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
個人報告（グループ報告）の順番が決まったあとは、担当する映像表現・資料を分析するだけでは
なく、その作品が当時の社会でどのように受け止められたのかを調査してもらう。 
そのため、大学図書館での予習が必須である。詳細は授業で指示する。 

（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。
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授業科目名
　<英訳>

現代史学(演習IIIA)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 小野澤　透
教授 文学研究科 永原　陽子
准教授 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代史研究の諸問題

 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的)
　演習IIIは、現代史学専修に所属する学部生（３、４回生）、大学院生、教員が参加し、互いに切
磋琢磨し、学知を共有することをめざすフォーラムとなることをねがっている。
　授業は原則として、参加者が順番に自分の行っている、あるいは行おうとする研究について発表
し、それをもとに授業参加者が討論する形式で行う。発表者は他者に自己の研究をわかりやすく提
示する努力をすることで、自己の研究について理解をさらに深めるととともに、様々な角度からの
意見や助言を受けることで、自分の抱える問題点について解決の糸口を見出すことができる。
　また、他者の研究報告をきくことにより、広大な領域にわたる現代史研究の広がりを実感すると
ともに、現代世界についての理解を深め、また現代史研究の様々な方法論を学ぶことができる。
　演習IIIは専修のカリキュラムの中でも中心となる授業であるので，所属学生の必修科目となって
いる。４回生には卒論演習にかわる演習であり，卒業論文作成のために必ず履修しなければいけな
い。また，３回生にとっても必修科目である。４回生になってから「卒業研究をどのように始めて
いいのかわからない」といった状況に陥るのを防止するためにも、プレ卒論演習という位置付けを
演習IIIはもっている。大学院生や４回生の研究報告に接することで、自分の卒業研究をどのように
準備すればいいのかを学んでいってほしい。

 [到達目標]
１．卒業を予定している４回生以上の学生にとっては、すぐれた卒業論文の完成が到達目標である。

２．学部３回生にとっては、卒業研究のテーマを発見すること、さらに卒論演習でよい報告をする
ための学習方法や報告の方法を身につけることが目標となる。

 [授業計画と内容]
最初に４月に大学院修士課程に入学した大学院生が、自分の卒論をもとに研究発表を行い、自分の
卒論作成の経験を語る。
　次に何人かの大学院生が、自己の研究内容を報告し、現代史研究の実例と研究報告の方法につい
て，参考となる手本を示す。
　そのあと、卒業予定者が自分の卒業研究の研究計画を順番に報告する。
　３回生はIIIＡにおいて、授業に参加するが、報告は求められない。

現代史学(演習IIIA)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(演習IIIA)(2)

 [履修要件]
原則として、演習IIIＡ、Ｂ各４単位、計８単位を卒業までに履修する必要がある。
必修科目のため、これを履修しないと卒業できない。
留学等の特別な事情がある場合に限り、Ａ、Ｂの組み合わせについて例外を認めることがある。

1

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加態度などの平常点によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
４回生以上の卒業予定者は、卒業論文の作成に向けて、自分の研究を日々進めなければならない。
毎日がそのための予習であり、復習でもある。
３回生には，IIIＡにおいては４回生以上の行う発表を聞くなかで、自分の研究内容を報告する日に
備えて、研究発表の方法を学ぶことが求められる。

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

現代史学(演習IIIB)
Contemporary History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 小野澤　透
教授 文学研究科 永原　陽子
准教授 文学研究科 塩出　浩之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代史研究の諸問題

 [授業の概要・目的]
　演習IIIは、現代史学専修に所属する学部生（３、４回生）、大学院生、教員が参加し、互いに切
磋琢磨し，学知を共有することをめざすフォーラムである。
　授業は原則として、参加者が順番に自分の行っている、あるいは行おうとする研究について発表
し、それをもとに授業参加者が討論する形式で行う。発表者は他者に自己の研究をわかりやすく提
示する努力をすることで、自己の研究について理解をさらに深めるととともに、様々な角度からの
意見や助言を受けることで，自分の抱える問題点について解決の糸口を見出すことができる。
　また、他者の研究報告を聞くことにより、広大な領域にわたる現代史研究の広がりを実感すると
ともに，現代世界についての理解を深め、また現代史研究の様々な方法論を学ぶことができる。
　演習IIIは専修のカリキュラムの中でも中心となる授業であるので、所属学生の必修科目となって
いる。４回生には卒論演習にかわる演習であり，卒業論文作成のために必ず履修しなければならな
い。また、３回生にとっても必修科目である。４回生になってから「卒業研究をどのように始めて
いいのかわからない」といった状況に陥るのを防止するためにも、プレ卒論演習という位置付けの
授業となる。大学院生や４回生の研究報告に接することで、自分の卒業研究をどのように準備すれ
ばいいのかを学んでいってほしい。

 [到達目標]
１．卒業を予定している４回生以上の学生にとっては、すぐれた卒業論文の完成が到達目標である。

２．学部３回生にとっては、卒業研究のテーマを発見すること、さらに卒論演習でよい報告をする
ための学習方法や報告の方法を身につけることが目標となる。

 [授業計画と内容]
　卒業予定者が順次、自分の卒業研究の本格的な中間報告を行う。卒業予定者の報告は１１月祭の
頃までに終え、そのあとは卒業論文の作成に専念する。教員より卒業論文執筆の要綱を説明する。
　卒業予定者の報告が終了したあとは、３回生が卒業研究の研究計画をたてるための準備作業とし
て、予備的な報告を行い、大学院生や教員が適宜アドバイスを与える。その作業を通じて、３回生
は次年度の演習IIIで報告する卒業研究の研究計画を作りあげていく。

 [履修要件]
原則として、演習IIIＡ、Ｂ各４単位、計８単位を卒業までに履修する必要がある。
必修科目のため、これを履修しないと卒業できない。
留学等の特別な事情がある場合に限り、Ａ、Ｂの組み合わせについて例外を認めることがある。 

11月祭期間中またはその前後に卒業論文執筆予定者の報告を集中的に行う。３回生、４回生とも、
これに出席しなくてはならない。

現代史学(演習IIIB)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(演習IIIB)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加態度などの平常点によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
４回生以上の卒業予定者は、卒業論文の作成にむけて、自分の研究を日々進めなければいけない。
毎日がそのための予習であり、復習でもある。
３回生は，IIIＢにおいては、簡単な研究報告が求められるので，そのための十分な予習が求められ
る。また，授業で受けたさまざな指摘やアドバイスを反映させるためにも、復習は欠かせない。  

（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。
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