
専修・科目 講義形態

7102001 系共通科目(心理学) 講義Ｉ 2-4 4 通年 月3 藤田,板倉,Anderson,蘆田,黒島,堀,阿部,熊田 行動・環境文化学系1

7106001 系共通科目(心理学) 講義IIb 3-4 2 前期 水3 藤田　和生・黒島　妃香 行動・環境文化学系2

7113001 系共通科目(心理学)（発達心理学） 講義IId　 3-4 2 前期 火2 板倉　昭二 行動・環境文化学系3

7109001 系共通科目(心理学) 講義IIe　 3-4 2 後期 火2 蘆田　宏 行動・環境文化学系4

7110001 系共通科目(心理学) 講義Ka 2-4 2 前期 木1 野村,楠見,齊藤 行動・環境文化学系5

7114001 系共通科目(心理学)（学習・言語心理学） 講義Kb 2-4 2 前期 水2 楠見　孝 行動・環境文化学系6

7115001 系共通科目(心理学)（知覚・認知心理学） 講義Kc 2-4 2 後期 水4 野村　理朗 行動・環境文化学系7

7202001 系共通科目(言語学) 講義Ｉ 1-4 2 前期 水4 吉田和,千田,定延 行動・環境文化学系8

7204001 系共通科目(言語学) 講義Ｉ 1-4 2 後期 水4 吉田和,千田,定延 行動・環境文化学系9

7206001 系共通科目(言語学) 講義II 1-4 2 前期 月3 吉田和,千田,定延 行動・環境文化学系10

7208001 系共通科目(言語学) 講義II 1-4 2 後期 月3 吉田和,千田,定延 行動・環境文化学系11

7302001 系共通科目(社会学) 講義 2-4 2 前期 水2 太郎丸　博 行動・環境文化学系12

7304001 系共通科目(社会学) 講義 2-4 2 後期 水2 太郎丸　博 行動・環境文化学系13

7401001 系共通科目(地理学) 講義 2-4 4 通年 火4 水野,米家 行動・環境文化学系14

7170001 心理学研究法 講義 1-4 2 後期 金4 齋木,板倉,黒島,船曳,月浦,畑中 行動・環境文化学系15

7172001 心理学概論 講義 1-4 2 前期 金3 蘆田、板倉、黒島他 行動・環境文化学系16

7132001 心理学（感情・人格心理学） 特殊講義 3-4 2 前期 火2 北川　恵 行動・環境文化学系17

7133001 心理学（臨床心理学概論） 特殊講義 3-4 2 後期 火2 岡野　憲一郎 行動・環境文化学系18

7131003 心理学 特殊講義 3-4 2 前期 月2 上北　朋子 行動・環境文化学系19

7131004 心理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 嶋田　総太郎 行動・環境文化学系20

7138001 心理学（神経・生理心理学） 特殊講義A 3-4 2 前期 水4 阿部　修士 行動・環境文化学系21

7131006 心理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 唐沢　かおり 行動・環境文化学系22

7131007 心理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 川口　潤 行動・環境文化学系23

7136001 心理学（知覚・認知心理学） 特殊講義A 3-4 2 前期 金2 齋木　潤 行動・環境文化学系24

7137001 心理学（知覚・認知心理学） 特殊講義B 3-4 2 後期 金2 齋木　潤 行動・環境文化学系25

7134001 心理学（神経・生理心理学） 特殊講義A 3-4 2 前期 月1 月浦　崇 行動・環境文化学系26

7135001 心理学（神経・生理心理学） 特殊講義B 3-4 2 後期 月1 月浦　崇 行動・環境文化学系27

7140001 心理学 演習Ｉ 3-4 4 通年 月4 板倉,藤田,黒島 行動・環境文化学系28

7140002 心理学 演習II 4 4 通年 月4 蘆田,堀 行動・環境文化学系29

7151001 心理学 講読 3-4 2 前期 火3 藏口　佳奈 行動・環境文化学系30

7151002 心理学 講読 3-4 2 後期 木3 幡地　祐哉 行動・環境文化学系31

7163001 心理学（心理学実験） 実習IA 2-4 2 前期 火4,火5 蘆田,板倉,藤田,黒島,堀 行動・環境文化学系32

7167001 心理学 実習IB 2-4 2 後期 火4,火5 蘆田,板倉,藤田,黒島,堀 行動・環境文化学系33

7165001 心理学（心理学統計法） 実習IIA 2-4 1 前期 金3 山本　寛樹 行動・環境文化学系34

7166001 心理学（心理学統計法） 実習IIB 2-4 1 後期 金3 堀　裕亮 行動・環境文化学系35

7164001 心理学 実習III 3-4 2 通年 木2 蘆田,板倉,藤田,黒島,堀 行動・環境文化学系36

7231001 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 金2 吉田　和彦 行動・環境文化学系37

7231002 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 金2 吉田　和彦 行動・環境文化学系38

7231003 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 水4 CATT， Adam Alvah 行動・環境文化学系39

7231004 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 水3 齋藤　治之 行動・環境文化学系40

7231005 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 水3 齋藤　治之 行動・環境文化学系41

【行動・環境文化学系】
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7231006 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 水4 谷口　一美 行動・環境文化学系42

7231007 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 水4 谷口　一美 行動・環境文化学系43

7231008 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 木4 武内　康則 行動・環境文化学系44

7231009 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 火5 上田　功 行動・環境文化学系45

7231010 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 水3 宮本　陽一 行動・環境文化学系46

7231012 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 沈　力 行動・環境文化学系47

7231013 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 高橋　英海 行動・環境文化学系48

7231015 言語学 特殊講義 3-4 2 前期 月4 千田　俊太郎 行動・環境文化学系49

7231016 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 月4 千田　俊太郎 行動・環境文化学系50

7231017 言語学 特殊講義 3-4 2 後期 金2 堂山　英次郎 行動・環境文化学系51

7246001 言語学 基礎演習 2-4 2 前期 水2 南本　徹 行動・環境文化学系52

7246002 言語学 基礎演習 2-4 2 後期 水2 山本　武史 行動・環境文化学系53

7241001 言語学 演習 3-4 2 後期 木2 笹間　史子 行動・環境文化学系54

7241002 言語学 演習 1-4 2 前期 木2 パリハワダナ　ルチラ 日本語教育セミナー 行動・環境文化学系55

7241003 言語学 演習 3-4 2 前期 金3 定延　利之 行動・環境文化学系56

7241004 言語学 演習 3-4 2 後期 金3 定延　利之 行動・環境文化学系57

9612001 言語学 語学 2-4 2 前期 火3 河﨑　靖 学部共通科目 行動・環境文化学系58

9613001 言語学 語学 2-4 2 後期 火3 河﨑　靖 学部共通科目 行動・環境文化学系59

9620001 言語学 語学 3-4 4 通年 金1 森　若葉 学部共通科目 行動・環境文化学系60

9624001 言語学 語学 2-4 2 前期 火3 井戸根　綾子 学部共通科目 行動・環境文化学系61

9625001 言語学 語学 2-4 2 後期 火3 井戸根　綾子 学部共通科目 行動・環境文化学系62

9648001 言語学 語学 2-4 2 前期 月2 杉山　豊 学部共通科目 行動・環境文化学系63

9649001 言語学 語学 2-4 2 後期 月2 杉山　豊 学部共通科目 行動・環境文化学系64

9650001 言語学 語学 2-4 2 前期 火2 朴　真完 学部共通科目 行動・環境文化学系65

9651001 言語学 語学 2-4 2 後期 火2 朴　真完 学部共通科目 行動・環境文化学系66

9657001 言語学 語学 2-4 2 前期 木4 植田　尚樹 学部共通科目 行動・環境文化学系67

9658001 言語学 語学 2-4 2 後期 木4 植田　尚樹 学部共通科目 行動・環境文化学系68

7245001 言語学 卒論演習 4 2 後期 水5 吉田和,千田,CATT,定延 行動・環境文化学系69

7331001 社会学 特殊講義 2-4 2 前期 月2 落合　恵美子 行動・環境文化学系70

7330001 社会学 特殊講義 2-4 4 通年 金3 荻野　昌弘 行動・環境文化学系71

7331002 社会学 特殊講義 2-4 2 前期 火3 安里　和晃 学部共通科目 行動・環境文化学系72

7331003 社会学 特殊講義 1-4 2 前期 火2 Stephane Heim 学部共通科目 行動・環境文化学系73

7334001 社会学 特殊講義 2-4 3 前期 月4 落合,Stephane Heim 学部共通科目 行動・環境文化学系74

7331004 社会学 特殊講義 2-4 2 前期 火2 加藤　源太 行動・環境文化学系75

7331005 社会学 特殊講義 2-4 2 前期 水5 竹沢　泰子 行動・環境文化学系76

7331006 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 水5 竹沢　泰子 行動・環境文化学系77

7331007 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 木5 丸山里美 行動・環境文化学系78

7331008 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 月4 伊達　平和 行動・環境文化学系79

7331009 社会学 特殊講義 2-4 2 前期 集中 長谷川公一 行動・環境文化学系80

7331010 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 火2 安里　和晃 行動・環境文化学系81

7331011 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 金3 秋津　元輝 行動・環境文化学系82

7331012 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 金3 岩井　八郎 行動・環境文化学系83
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7331013 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 金3 岡邊　健 行動・環境文化学系84

7331014 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 月3 佐藤　卓己 行動・環境文化学系85

7331015 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 金5 吉田　純 行動・環境文化学系86

7331016 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 水2 岡邊　健 行動・環境文化学系87

7331017 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 木3,木4 埴淵　知哉 行動・環境文化学系88

7331018 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 火2 山本　昭宏 行動・環境文化学系89

7331019 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 火2 山本　昭宏 行動・環境文化学系90

7331020 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 水1 小川　佐和子 仏書講読 行動・環境文化学系91

7331021 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 水1 小川　佐和子 仏書講読 行動・環境文化学系92

7331022 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 木2 宮　紀子 中書講読 行動・環境文化学系93

7331023 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 木2 宮　紀子 中書講読 行動・環境文化学系94

7331024 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 木2 柴田　悠 行動・環境文化学系95

7331025 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 月5 落合　恵美子 行動・環境文化学系96

7331027 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 火4 安里　和晃 行動・環境文化学系97

7331028 社会学 特殊講義 3-4 2 前期 水3 広井　良典 行動・環境文化学系98

7331029 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 水3 広井　良典 行動・環境文化学系99

7331030 社会学 特殊講義 2-4 2 前期 木3,木4 KORHONEN Ari Pekka 行動・環境文化学系100

7331031 社会学 特殊講義 2-4 2 後期 金2 奥村　隆 行動・環境文化学系101

7331032 社会学 特殊講義 3-4 2 後期 金2 岩井　八郎 行動・環境文化学系102

7346001 社会学 演習Ｉ 3-4 2 前期 水3 落合　恵美子 行動・環境文化学系103

7346002 社会学 演習Ｉ 3-4 2 後期 水3 太郎丸　博 行動・環境文化学系104

7353001 社会学 講読 3-4 2 前期 火5 Stephane Heim 英書講読 行動・環境文化学系105

7353002 社会学 講読 3-4 2 後期 火5 ﾎﾟﾝｻﾋﾟﾀｯｸｻﾝﾃｨ･ﾋﾟﾔ 英書講読 行動・環境文化学系106

7361001 社会学 実習 3-4 2 通年 月3 松田　素二 行動・環境文化学系107

7361002 社会学 実習 3-4 2 通年 水4 太郎丸　博 行動・環境文化学系108

7345001 社会学 卒論演習 4 4 通年 金3 松田,落合,太郎丸,Heim 行動・環境文化学系109

7430001 地理学 特殊講義 3-4 4 通年 月1 杉浦　和子 行動・環境文化学系110

7431001 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 水2 水野　一晴 行動・環境文化学系111

7431002 地理学 特殊講義 3-4 2 後期 水2 水野　一晴 行動・環境文化学系112

7431003 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 金2 米家　泰作 行動・環境文化学系113

7431004 地理学 特殊講義 3-4 2 後期 金2 米家　泰作 行動・環境文化学系114

7431005 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 水3 小方　登 行動・環境文化学系115

7431006 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 火3 小島　泰雄 行動・環境文化学系116

7431007 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 金3 山村　亜希 行動・環境文化学系117

7431008 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 松四　雄騎
教職科目
「自然地理学」

行動・環境文化学系118

7431009 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 山縣　耕太郎 行動・環境文化学系119

7431010 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 金3 藤塚　吉浩 行動・環境文化学系120

7431011 地理学 特殊講義 3-4 2 後期 金3 藤塚　吉浩 行動・環境文化学系121

7431012 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 福本　拓 行動・環境文化学系122

7431013 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 集中 山崎　孝史 行動・環境文化学系123

7431014 地理学 特殊講義 3-4 2 後期 集中 山崎　孝史 行動・環境文化学系124

7431015 地理学 特殊講義 3-4 2 前期 木3,木4 埴淵　知哉 行動・環境文化学系125
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7441001 地理学 演習 3-4 2 後期 金3 山村　亜希
地理学演習
（歴史地理学)

行動・環境文化学系126

7440001 地理学 演習Ｉ 3-4 4 通年 水3 杉浦,水野,米家 行動・環境文化学系127

7442001 地理学 演習II 4 4 通年 水4 杉浦,水野,米家 行動・環境文化学系128

7450001 地理学 講読 2-4 4 通年 月2 杉浦　和子 英語地理書講読 行動・環境文化学系129

7451001 地理学 講読 3-4 4 通年 木5 杉浦　和子 独書講読 行動・環境文化学系130

7456001 地理学 講読 3-4 2 前期 水1 小川　佐和子 仏書講読 行動・環境文化学系131

7456002 地理学 講読 3-4 2 後期 水1 小川　佐和子 仏書講読 行動・環境文化学系132

7457001 地理学 講読 3-4 2 前期 木2 宮　紀子 中書講読 行動・環境文化学系133

7457002 地理学 講読 3-4 2 後期 木2 宮　紀子 中書講読 行動・環境文化学系134

7460001 地理学 実習 2-4 4 通年 月3,月4 水野,米家 行動・環境文化学系135



行動・環境文化学系1

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(心理学)(講義Ｉ)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 Anderson，James Russell
教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 堀　裕亮
特定准教授 こころの未来研究センター 阿部　修士
教授 情報学研究科 熊田　孝恒

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  実験心理学概論

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、実験心理学の基礎的知識から最新の研究成果を身につけることにある。多様な
心理学領域から、行動の科学としての目的、問題、手法、考え方などを学ぶとともに、最新の研究
成果を知ることによって実験心理学を概観する。

 [到達目標]
実験心理学の多様な領域に関する基本事項を理解するとともに、その最新の研究成果に触れること
によって現在の研究の動向を理解することができるようになる。

 [授業計画と内容]
　ヒトや動物の行動を解明するための実験心理学的手法とその成果について、最新のトピックやデ
モを織り込みながら、講座の教員全員および関連部局の教員によるリレー形式で講じる。 
　講義内容は以下の通りである。必修科目ではないが、心理学専修を希望する者はぜひ履修するよ
う強く推奨したい。 

第1回　実験心理学とは何か
第2回　発達研究法
第3回　乳幼児期の認知発達
第4回　乳幼児期の社会的認知の発達
第5回　感情の研究方法と理論
第6回　動機づけ
第7回　社会的認知
第8回　意思決定 
第9回　注意
第10回　実行機能 
第11回　脳と神経
第12回　感覚知覚の諸相
第13回　感覚知覚の基本法則と歴史
第14回　感覚知覚測定法
第15回　知能とAI 
第16回　愛着
第17回　非言語コミュニケーション
第18回　自己認識
第19回　セルフコントロール
第20回　学習理論

系共通科目(心理学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Ｉ)(2)

第21回　学習の制約
第22回　言語
第23回　記憶 
第24回　動物の社会的認知（協力行動と高次感情）
第25回　個性・性格
第26回　遺伝と環境 
第27回　思考と推論
第28回　メタ認知
第29回　総括
第30回　試験 
フィードバックについては授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
京都大学心理学連合 『心理学概論』（ナカニシヤ出版）ISBN:9784779503993（心理学の全貌を基礎
から知るための概論書。）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系2

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(心理学)(講義IIb)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
准教授 文学研究科 黒島　妃香

 

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  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  知性と感情の系統発生論

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

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

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

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義IIb)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IIb)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価方法：平常点（20%）、及びレポート（80%）により評価する
評価基準：レポートについては、到達目標の達成度に基づき評価する

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

 [参考書等]
  （参考書）
藤田和生 『動物たちのゆたかな心』（京都大学学術出版会）ISBN:9784876988228（講師のラボでお
こなわれた研究を中心にまとめた読み物）
藤田和生 『比較認知科学』（放送大学教育振興会（ＮＨＫ出版））ISBN:9784595317040（放送大学
 の同名の科目の印刷教材。「比較行動学」の改訂版として２０１７年３月に刊行。最新の比較 認
知科学の内容が平易に論じられている）
藤田和生（編著） 『動物たちは何を考えている？　動物心理学の挑戦』（技術評論社）ISBN:
9784774172583 C3045（動物の心の働きに関するさまざまな話題と最新の成果をQ&Aの形で紹介し 
たもの）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系4

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(心理学)(講義IIe)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 蘆田　宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学講義IIe：知覚心理学 

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

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

 [授業計画と内容]
講義内容は次の通り． 

1 錯視と恒常性
2 視覚メカニズムと補完
3 色覚 
4 明るさの知覚 
5 運動視 
6 立体視 
7 顔の知覚 
8 眼球運動 
9 聴覚 
10 味覚と嗅覚 
11 多感覚相互作用 
12 時間知覚と注意 
13 美の知覚
14 総括
15 期末試験

フィードバックについては授業中に指示する．

なお，出席者とのやりとりなどにより順序，内容を変更する可能性がある．

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義IIe)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IIe)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（筆記）による．講義範囲についての到達目標達成度により評価する．授業中の発言等，
特に積極的な参加が認められる場合に加点する可能性がある．

 [教科書]
北岡明佳編 『知覚心理学』（ミネルヴァ書房）ISBN:978-4-623-05769-6（必須ではないが強く推奨
する。）

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系5

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(心理学)(講義Ka)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 教育学研究科 野村　理朗
教授 教育学研究科 楠見　孝
教授 教育学研究科 齊藤　智

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知デザイン特論

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

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

 [授業計画と内容]
1. ブレイン・サイエンス：脳のデザイン 
2. 知覚機能の制約 
3. 行動の制約 
4. 視覚情報のデザイン 
5. 記憶の制約 
6. 思考と意思決定の制約 
7. 遺伝子の機能：行動のデザイン 
8. 生育環境のデザイン 
9. エラーのデザイン 
10. 言語芸術のデザイン 
11. テキストのデザイン 
12. メディア・学習環境のデザイン 
13. エラーを活かすデザイン 
14. まとめ／評価 
15.フィードバック 

* 授業の順序は変更することがある。その場合は、事前に通知をする。

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義Ka)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Ka)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業の参加，試験などに基づく総合評価 
評価基準は、到達目標について、教育学部の評価基準に従って評価する。

 [教科書]
使用しない

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

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

（その他（オフィスアワー等））
授業責任者連絡先　E-mailアドレス nomura.michio.8u@kyoto-u.ac.jp

※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。



行動・環境文化学系8

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 吉田　和彦
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
教授 文学研究科 定延　利之

 

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4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目
言語学講義I　－－言語学の研究分野の紹介、音声学、音韻論、形態論、歴史比較言語学
を中心に

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

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

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

１．導入１
２．導入２
３．音声学
４．音韻論１
５．音韻論２
６．音韻論３
７．音韻論４
８．形態論１
９．形態論２
10. 歴史比較言語学１
11. 歴史比較言語学２
12. 歴史比較言語学３
13. 歴史比較言語学４
14．まとめ
15. 授業で扱った問題の発展に向けてのフィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
言語学の基本的な方法を習得するために、世界諸言語の言語データを分析する。提出を求めない場
合でも、授業時以外に言語データに向かい合う必要がある。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系9

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 吉田　和彦
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
教授 文学研究科 定延　利之

 

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4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学概論II　－－統語論，談話文法，意味論を中心に

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

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

 [授業計画と内容]
言葉を通して人間理解にいたる道程は実に多様である。この授業では現代言語学の主要領域をカバ
ーし，具体的で興味深い事例をあげながら解説する。中心的なトピックとして，統語論，談話文法，
意味論を対象にする。今年度は定延利之がすべての授業を担当する。
1. はじめに～言語学のさまざまな立場を理解するために
2. 言語記号，恣意性，体系，言語学の各分野
3. 談話，パラ言語と非言語，プロソディ，コミュニケーション行動，時間
4. コミュニケーションと発話1
5. コミュニケーションと発話2
6．構造主義言語学と「認知革命」
7. 「心」と状況1
8. 「心」と状況2
9. 文法化
10.　生成言語学と認知言語学1
11.　生成言語学と認知言語学2，機能主義言語学　　　　　　　　
12.　言語類型論と社会言語学　　　
13.　文法と文化
14.　文字と言語
15.　まとめ

 [履修要件]
前期の言語学講義Iを履修していることが望ましい。

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
いくつかの基本的現象に関しては，世界諸言語の言語データを分析する。提出を求めない場合でも，
授業時以外も言語データと向き合う必要がある。

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

※オフィスアワーの詳細については、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(言語学)(講義II)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 吉田　和彦
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
教授 文学研究科 定延　利之

 

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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学の歴史：古代世界から２０世紀まで

 [授業の概要・目的]
言語の研究は長い歴史を有しているが，言語学という科目は高校までの教科に存在しないためにな
じみの薄い研究分野のように思われている．この講義では，言語学についての予備知識がない学生
を対象にして，古代から20世紀までの言語研究の歴史を概観することによって，今日の言語学の研
究方法や，そこで用いられる概念・用語の成立の背景について論じる.

 [到達目標]
過去2,000年以上にわたる言語研究の流れの概要が把握され，現在使われている言語学の述語や概念
の成立の事情が理解できるようになる．

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて，言語学の歴史の流れに沿って，順次概説していく．今年度は吉田和彦がす
べての授業を担当する.
１．導入（文字の成立など言語学以前の言語研究）（第１週）
２．古代世界の言語研究（第２週）
３．現代言語学の礎となった１８～１９世紀の比較言語学（第３～５週）
４．構造主義の言語学（第６～８週）
５．生成文法（第９～１１週）
６．機能主義の言語学（第１２～１４週）
７．授業で扱った問題の発展に向けてのフィードバック(第１５週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する．

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

（その他（オフィスアワー等））
授業の後に，相談を受け付ける．それ以外でも適宜面談の機会を持つが，メールなどで事前にアポ
イントメントを取ることが望ましい．

※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>

系共通科目(言語学)(講義II)
Linguistics (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 吉田　和彦
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
教授 文学研究科 定延　利之

 

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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  20世紀後半からの言語学の歴史

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

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

 [授業計画と内容]
20世紀後半以降、言語研究に大きな影響を及ぼした個人・組織を取り上げ、その成果について解説
する。今年度後期は千田俊太郎がすべての授業を受け持つ。解説は、時代別ではなく、以下の分野
別に行ってゆく。

1.   はじめに: 概観
2.   古典類型論とその問題点
3-4. チョムスキーとグリーンバーグ
5.   形態に関する言語普遍、有標性と階層
6.   語順に関する言語普遍
7.   能格性
8.   主語と主題
9.　 音韻に関する言語普遍
10.　最適性理論
11.  語彙・意味に関する言語普遍
12.　メタファー研究
13.  形式意味論
14． 言語と認知
15.　試験

 [履修要件]
前期の言語学講義2を履修していることが望ましい。

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

系共通科目(言語学)(講義II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義II)(2)

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系12

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(社会学)（講義）
Sociology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学概論：理論編

 [授業の概要・目的]
　社会学の諸理論を包括的に概観し、一般にそれがどのように応用されているのか、論じる。社会
学には合理的選択理論、コンフリクト理論、デュルケム理論、ミクロ相互作用論、のようないくつ
かの理論的な伝統があるが、これらの基本的な考え方を紹介する。このような一般的な理論は、具
体的な社会的事実の記述や解釈をする際にも重要な役割を果たすことがしばしばあるため、基礎と
して非常に重要である。また、今日、社会学理論はさまざまな学派に分かれていて、それらの全体
像が見えにくくなっているため、包括的にこれらの異同や関係を解説する。

 [到達目標]
  社会学の基礎的な概念と理論を習得し、それらを実際の社会的事実の記述や説明に応用できるよ
うになる。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下の順で講義を進める。ただし講義の進み具合によって各テーマの回数は変動する可
能性がある。 
第1回　	オリエンテーション 
第2回　	近代化と現代社会
第3回　	合理的選択理論
第4回　	コンフリクト理論
第5回　	デュルケム理論
第6回　	機能主義と中範囲理論
第7回　	ミクロ社会学
第8回　	大衆消費社会論
第9回　	後期近代とモダニティ論
第10回　	近代家族論
第11回　	ジェンダー論
第12回　	労働と疎外
第13回　	エスニシティとナショナリズム
第14回　	グローバル化
第15回　	試験
第16回　	フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(社会学)（講義）(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(社会学)（講義）(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験による。

 [教科書]
友枝敏雄・浜日出夫・山田真茂留 『社会学の力：最重要概念・命題集』（有斐閣）ISBN:978-4-641-
17430-6

 [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]
予習は特に指示がない限り必要ないが、きちんとテキストを読んで復習すること。

（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>

系共通科目(社会学)（講義）
Sociology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学概論：方法編

 [授業の概要・目的]
一般的な社会学理論が現代社会の理解にどう役立つのか、個別の分野での応用を具体例を紹介しな
がら包括的に概観する。3冊の新書をとりあげ、これらを読み解くための基礎知識を講義で提供し、
それらを批判的に評価していくことを通して、現代社会論の方法について一般的・包括的に論じて
いく。

 [到達目標]
具体的な事例に関して、社会学の一般的な概念や理論を使って記述や説明ができるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　	オリエンテーション 
第2回　	現代社会論の課題
第3回　	社会変動論
第4回　	福祉レジーム
第5回　	高齢化と時代・コーホート
第6回　	社会階層と社会移動
第7回　	文化的再生産とハビトゥス
第8回　	教育
第9回　	階級文化
第10回　	科学と社会
第11回　	社会関係資本
第12回　	信頼
第13回　	社会的ジレンマ
第14回　	社会学の方法
第15回　	期末試験
第16回　	フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点 20%、 レポート 40%、試験 40%。
レポートはテキストの内容を正しく理解しているかどうか、適切な事例を選べているか、独創的な
視点から議論がなされているか、社会学的な方法を正しく理解しているかどうか、理路整然とわか
りやすく指定された形式に従って書かれているか、といった観点から評価する。

 [教科書]
筒井 淳也 『仕事と家族: 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』（中公新書）ISBN:978-
4121023223
竹内 洋 『教養主義の没落: 変わりゆくエリート学生文化』（中公新書）ISBN:978-4121017048

系共通科目(社会学)（講義）(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(社会学)（講義）(2)

山岸 俊男 『安心社会から信頼社会へ: 日本型システムの行方』（中公新書）ISBN:978-4121014795

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://sociology.jugem.jp
http://tarohmaru.web.fc2.com

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストや配布資料を授業の前にちゃんと読んで予習してくること。

（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>

系共通科目(地理学)(講義)
Geography (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  地理学概説

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

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

 [授業計画と内容]
　以下のようなテーマで授業をする予定である。

前期（水野担当）
1 気候変動と地球の歴史
2 大陸移動と火山活動
3 火山灰や花粉からみた環境変遷
4 環境変遷と日本の歴史
5 気候変動と世界の歴史
6 気候変動と東京の地形発達
7 気候変動と名古屋・大阪の地形発達
8 京都の地形発達
9 京都の地形と土地利用
10 京都の地形と防災
11 日本の植生分布
12 世界の植生分布
13 多様な環境と世界の社会
14 多様な環境と世界の文化
15 ※フィードバック

後期（米家担当）
16　はじめに―人文地理学入門―
17　頭の中の地図―メンタルマップ―
18　空間認知とその発達―子供の地図―
19　場所の現象学―人文主義地理学―
20　風水地理―民俗知としての地理学― 
21　環境決定論と近代地理学―気候と文明―
22　環境改変と文化景観―新大陸の地理学―
23　風土論の系譜―和辻とベルク―
24　分布とパターン―立地論と中心地論の展開―
25　集積の利とイノベーション―協働と知識の経済地理学―
26　空間と社会―時間地理学と空間編成―

系共通科目(地理学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(地理学)(講義)(2)

27　地図の想像力―ジオボディと共同体―
28　アイデンティティの空間―ジェンダー地理学―
29　地理教育と国家―地理的知のポリティクス―
30　※フィードバック

 [履修要件]
高校地理の履修の程度は問わない。
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後期，それぞれにおいて，試験と平常点とで成績評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴 『自然のしくみがわかる地理学入門』（ベレ出版）ISBN:978-4-86064-430-7
水野一晴 『人間の営みがわかる地理学入門』（ベレ出版）ISBN:978-4-86064-467-3
竹中克行編 『人文地理学への招待』（ミネルヴァ書房）ISBN:978-4-623-07229-3

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に必要ない

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

心理学研究法
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 人間・環境学研究科 齋木　潤
教授 文学研究科 板倉　昭二
准教授 文学研究科 黒島　妃香
教授 人間・環境学研究科 船曳　康子
教授 人間・環境学研究科 月浦　崇
特定助教 こころの未来研究センター 畑中　千紘

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学研究法

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

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

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

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

＊全学共通科目のフィードバック期間中に授業のフィードバックを行う。

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

 [履修要件]
特になし

心理学研究法(2)へ続く↓↓↓



心理学研究法(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

心理学概論 
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 文学研究科 黒島　妃香
教授 人間・環境学研究科 齋木　潤
教授 人間・環境学研究科 月浦　崇
教授 人間・環境学研究科 永田　素彦
教授 教育学研究科 楠見　孝
教授 教育学研究科 岡野　憲一郎
教授 教育学研究科 桑原　知子
准教授 教育学研究科 松下　姫歌
准教授 教育学研究科 森口　佑介
教授 こころの未来研究センター 吉川　左紀子
准教授 高等教育研究開発推進センター 山田　剛史

 

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

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学概論

 [授業の概要・目的]
心理学は人の仕組みと働きを解明する学問である。本講義は，国家資格である公認心理師を目指す
学生が，はじめて心理学を学ぶための科目である。その内容は，心理学のさまざまな研究分野にお
いて，心の探究がどのように進められてきたかという心理学の成り立ちと，心の基本的な仕組みと
働きについて解説をする。特に人間の心の基礎的な側面に着目し，知覚，認知，学習，感情などの
心の機能，およびこれら心の機能を実現する脳，ならびにその発達，社会や教育との関連をとりあ
げる。さらに，心の機能の個人差をもたらす人格，心の機能に関わる困難を心理学的に支援するた
めの臨床や障害などのトピックを取り上げる。
本講義は，京都大学・心の先端研究ユニット（京都大学心理学連合）に所属する教員が，それぞれ
の専門領域に基づいて概論講義を行う。

 [到達目標]
１．	心理学の成り立ちについて概説できる。
２．	人の心の基本的な仕組みおよび働きについて概説できる。

 [授業計画と内容]
　多様な観点から多様な方法論を駆使して展開されている現代の心理学研究の全体像を知るための
概論科目である。各回では，その分野の心理学の成り立ちと，心の基本的な仕組みと働きについて
解説をする。以下のスケジュールで，各担当教員が１回の講義をおこなう予定である。なお，順序
は変更となることがある。 

1.	序論：心理学全体の成り立ちと方法，心全体の仕組みと働き　楠見
2.	知覚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蘆田
3.	認知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斎木
4.	学習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒島
5.	感情　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉川
6.	神経・生理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月浦

心理学概論  (2)へ続く↓↓↓



心理学概論  (2)

7.	社会・集団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永田
8.	発達１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　板倉
9.	発達２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森口
10.	教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田
11.	人格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡野
12.	臨床　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桑原
13.	障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松下
14.	まとめ
15.	期末試験・フィードバック
フィードバック方法は別途，連絡します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（筆記）100%

 [教科書]
京都大学心理学連合 『心理学概論』（ナカニシヤ出版）ISBN:978-4-7795-0399-3

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習すべきこと 
・KULASIS上の授業資料，教科書の該当箇所あらかじめ読んでおくこと。
復習すべきこと 
・授業では教科書を参照するが，時間の制約上，該当する章の全範囲を必ずしも扱うわけではない。
取り扱われなかった領域については，自身で教科書を読んで理解すること。また教科書に含まれな
い最先端の内容等も盛り込まれる場合があるので，授業で理解できなかった部分や興味を持った部
分については図書館等で関連書籍を探し，復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
各学部の心理学専修，心理学系に進学を希望し，公認心理師資格の受験資格を得ることを目指す学
生は，１，２年生のあいだに本講義を履修することが望ましい。なお，シラバス記載の担当教員な
らびにスケジュールには変更がありうる。その場合にはあらかじめ連絡する。 
※オフィスアワー実施の有無は，KULASISで確認してください。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 上北　朋子

 

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  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  心理学実験の基礎と応用

 [授業の概要・目的]
心理学実験をどのように計画し、実施するかについての方法論と、過去の実証的研究から得られた
知見について紹介する。テーマは感覚からコミュニケーションまで広く扱い、神経科学との連携の
中で明らかになってきた新たな知見も紹介する。

 [到達目標]
こころを科学的に分析するための研究方法について学ぶ。心理学実験の長所と短所を理解したうえ
で、各自が研究に取り組む際に適切な手法を選択・実施できるようになることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第1回　心理学実験の意義
第2回　要因計画とは
第3回　要因計画の実際
第4回　観察法とは
第5回　観察法の実際
第6回　感覚・知覚の実験(1)
第7回　感覚・知覚の実験(2)
第8回　物体認知の実験(1)
第9回　物体認知の実験(2)
第10回　空間認知の実験(1)
第11回　空間認知の実験(2)
第12回　他者認知の実験
第13回　表情認知の実験
第14回　コミュニケーションの実験
第15回　総括

フィードバック方法は授業中に説明する。
授業の進行状況によって、回数や順序に変更が生じることがある

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（80点）、平常点（20点）により評価する。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習では、授業内のディスカッションのための材料として、関連文献の講読をすることが望ましい。

復習では、ノートや配付資料の見直しと整理を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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 嶋田　総太郎

 

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  身体性と社会性の認知脳科学

 [授業の概要・目的]
本講義では、身体性と社会性に関する脳機能についての研究を概観する。特に自己身体認識、運動、
社会性認知、コミュニケーション等を実現する脳のメカニズムについて理解を深める。これらを通
じて身体性認知と社会性認知が深いレベルで関連しているという視点を提供する。

 [到達目標]
ヒトの身体性認知および社会性認知の脳機能を理解する。また両者の関係性について考察できる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション：身体性の哲学から
第2回　自己身体認識（１）身体保持感の神経基盤
第3回　自己身体認識（２）運動主体感の神経基盤
第4回　自己身体認識（３）内受容感覚
第5回　運動を司る脳のネットワーク
第6回　アフォーダンス
第7回　ミラーニューロンシステム（１）総説
第8回　ミラーニューロンシステム（２）理論とモデル
第9回　共感の神経基盤
第10回　社会性認知と「心の理論」
第11回　コミュニケーションの神経基盤
第12回　メディアと社会性認知
第13回　記号接地問題と言語の身体性
第14回　エンボディメント（身体化された認知）
第15回　まとめ

フィードバック方法は授業中に説明する。

※集中講義のため、開講日時についてはKULASISを通じて改めて連絡する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業内に提出するレポートにより評価する。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

（その他（オフィスアワー等））
集中講義のため、成績報告が遅くなる可能性がある。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学大学院人文社会系研究科
教授　　　　　　　　　　　　　 唐沢　かおり

 

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  対人認知の諸問題

 [授業の概要・目的]
社会的認知研究の成果と課題を基盤にしつつ、「他者の心の推論と評価的・道徳的判断」という視
点からみた対人認知、対人判断に焦点を当てつつ、解説する。

 [到達目標]
社会的認知に関する主要な知見や理論、重要な諸概念、研究手法に対する基礎的理解を獲得すると
ともに、日常における社会的な相互作用で展開する対人判断の実際について洞察を深める。

 [授業計画と内容]
1.　心を読むこと・みきわめること：対人認知を分析する視点【1回】
2.　性格特性を手がかりとした他者理解【2～3回】
3.　行動の原因と心の推論【4～6回】
4.　心の推論方略【7～8回】
5.　非人間化と人間らしさの2次元【9～11回】
6.　心の知覚とモラル・タイプキャスティング【12～14回】
7． 他者からみきわめられるということについて【15回】
8.　試験

フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
リストした全ての論文を読んでくること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点　授業内でのコメント　40点
最終試験　60点

 [教科書]
唐沢かおり 『なぜ心を読みすぎるのか』（東京大学出版会）ISBN:978-4-13-013310-4

 [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]
授業で取り上げることが出来なかった話題について、教科書をよみ知識を補う。

（その他（オフィスアワー等））
講義期間は8月下旬を予定しており、成績報告が遅れる。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

名古屋大学大学院情報学研究科
教授　　　　　　　　　　　　 川口　潤

 

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  エピソード記憶を中心とした記憶のメカニズムと機能

 [授業の概要・目的]
人間の記憶の中で，自分自身の体験の記憶をエピソード記憶と呼んでいるが，近年，そのはたらき
に関する認知心理学的研究が急速に進んでいる。本講義では，認知心理学における記憶研究の流れ
を概観するとともに，エピソード記憶に関するメカニズムおよびその機能について議論する。

 [到達目標]
認知心理学における記憶研究の代表的な理論や考え方を学ぶとともに，最近の研究の発展を踏まえ
たエピソード記憶のはたらきについて関する知識を身につけ，近接領域での関連研究についても考
察できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目については受講者の理解の程度を確認しながら進めるため，
順序や回数を変えることがある。
1.記憶の心理学研究に関する概説１
2.記憶の心理学研究に関する概説２
3.記憶と意識
4.エピソード記憶と想起意識１
5.エピソード記憶と想起意識２
6.エピソード記憶の想起とエピソード的未来思考１
7.エピソード記憶の想起とエピソード的未来思考２
8.エピソード記憶の想起と複合感情：nostalgia
9.エピソード記憶のコントロール１：記憶の忘却
11.エピソード記憶のコントロール２：retrieval induced forgetting
12.エピソード記憶のコントロール３：Think/ No-Think
13.エピソード記憶の想起・コントロールと心理的健康
14.まとめ
15.レポート
16.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]
授業中の質疑や討論への積極的参加（50点），レポート（50点）により評価する。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
具体的な論文を紹介するので，その論文を実際に読んでみることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
質問がある場合は，以下のメールアドレスに連絡をしてください。
Kawaguchijun@nagoya-u.jp

※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>

心理学(演習Ｉ)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 藤田　和生
准教授 文学研究科 黒島　妃香

 

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  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  心理学演習I

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表する内容のレジュメおよびスライドの作成を着実に行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

心理学(演習II)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 蘆田　宏
助教 文学研究科 堀　裕亮

 

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  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  心理学演習II

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表用のレジュメやスライドの作成を着実に行うこと。

（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>

心理学(講読)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 藏口　佳奈

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  心理学英語文献講読

 [授業の概要・目的]
英語で書かれた論文から最新の知見を得ることは、心理学分野において必要不可欠である。前期で
は、「科学英語を読むスキル」を向上させるため、実験心理学の幅広い知見を紹介する英語教科書
の輪読を行う。実験心理学の基本的な内容について精読することで、論文を読むにあたって前提と
なる知識を習得しながら、その素地を養うことを目的とする。心理学論文で頻出する用語や表現に
通じることで、今後より多くの文献をスムーズに読み進めることができるだろう。また、該当箇所
の理解を深められるように、発表内容に関するディスカッションやまとめの機会を設ける予定であ
る。

 [到達目標]
実験心理学に関する英語文献を読むうえで必要な知識を習得する。

 [授業計画と内容]
【第1回】
次回以降の発表予定を決定する。（履修希望者は必ず出席すること）
【第2回～第15回】
 Sarah Grison, Todd Heatherton, & Michael Gazzaniga “Psychology in Your Life (Second Edition)” の輪
読を行う。受講者には、担当箇所のレジュメを作成し、発表してもらうことを予定している。発表
担当でない場合でも、課題やディスカッション時には積極的な参加が求められる。なお、フィード
バック方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。評価対象となるのは、発表および授業内で実施する課題（ディスカッション含
む）である。

 [教科書]
Sarah Grison, Todd Heatherton, & Michael Gazzaniga  『Psychology in Your Life』（W. W. Norton & 
Company）ISBN: 978-0393600674
こちらから使用する範囲のコピーを配布するため、各自での購入の必要はない。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動・環境文化学系31

授業科目名
　<英訳>

心理学(講読)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 幡地　祐哉

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  心理学英語文献講読   

 [授業の概要・目的]
英語で書かれた論文を読んで他者と議論することは、研究において重要な能力である。本授業では、
心理学関連の学術論文を実際に読み、その内容についての議論を行う。自らの興味に基づいて学術
論文を探し、発表論文を選ぶことで、論文の検索方法を習得する。発表論文を要約し、内容を発表
することで、研究の背景や方法論・議論の組みたて方などを知る。受講者間の議論を通して、論文
を批判的に吟味する姿勢・生産的に意見を交換する姿勢を養う。

 [到達目標]
・自らの興味に基づいて学術論文を探し、「おもしろい」と思える論文を選ぶ。
・選んだ論文を適切に要約し、その内容を発表する。
・論文内容を批判的に吟味し、他者と生産的に議論する。

 [授業計画と内容]
各受講者が選定した心理学関連の学術論文を、発表形式で読んでいく。発表論文は自らの興味に基
づいて、講師と相談のうえ選定する。
受講者には期間内に1～数回、内容を要約したレジュメを作成して発表してもらうことを予定して
いる。発表担当でない回も、内容に関する質問をし、積極的に議論に参加することが求められる。

第1回　イントロダクション
　授業の進め方・論文の探し方・論文の読み方について概説する
第2回～第15回
　各受講者の発表を行う

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。評価対象は、発表内容＋授業内での発言（議論への積極的な参加）とする。

 [教科書]
使用しない
（論文のコピーを事前に配布する）

心理学(講読)(2)へ続く↓↓↓



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

（その他（オフィスアワー等））
※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>

心理学（実習IA）(心理学実験)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 堀　裕亮

 

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4,5

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学基礎実験A

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

 [到達目標]
心理学の基礎的な研究手法を身につける。 

 [授業計画と内容]
本科目は心理学連合共通科目（心の先端研究ユニット提供科目）として実施される。初回に内容の
紹介と実習項目の選択のためのオリエンテーションを行うので、必ず出席すること。初回の集合場
所はシラバス掲載の教室とは異なるので必ず掲示を参照すること。 
　３週まではレポート（論文）の書き方など基礎的な内容を全体で学び、その後（4週から14週）
は文学部、教育学部及び総合人間学部で提供される実習項目を選択する。毎回簡単な心理学実験を
自ら実施し、データを集め、分析し、レポートにまとめる。内容は、知覚・認知の研究法、動物研
究法、発達研究法、質問紙法、調査法等が予定されているが、変更の可能性もある。 
　15週目は総括とフィードバックを行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と毎回のレポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
心理学専修希望者は必ず文学部で「心理学実習ＩA(心理学実験)」として登録すること（全学共通
科目や他学部科目として登録しない）。 
心理学専修を希望する可能性がある者は２回生で履修することが望ましい。

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

心理学(実習IB)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 蘆田　宏
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 藤田　和生
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 堀　裕亮

 

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4,5

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学基礎実験B

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

 [到達目標]
実験心理学の発展的な研究手法を習得する。

 [授業計画と内容]
　心理学実習IAで学ぶ基礎的な研究手法を踏まえて、文学部で行われる実験心理学のために、さら
に発展的あるいは実践的な研究手法を学ぶ。内容は、知覚、認知、比較認知、認知発達など、1週
目から14週目までは、担当者ごとに決められた課題内容の実験を行い、それぞれが研究計画を立案
する心理学特殊実験（実習III）への足がかりとする。15週目には総括とフィードバックを行う。実
施時に最新の研究知見をもとにして実験内容が決められることもある。

 [履修要件]
原則として心理学実習IAを受講済であること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と毎回のレポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
心理学専修を希望する可能性がある者は２回生で履修することが望ましい。

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

心理学(実習III)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 蘆田　宏
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 藤田　和生
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 堀　裕亮

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学特殊実験

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

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

 [授業計画と内容]
　受講者がそれぞれオリジナルの研究テーマを設定し、研究計画の策定から研究の実施、分析、ま
とめを、年間を通しておこなう。

１回目はオリエンテーションを行う。
２回目～２９回目は、履修者による自身の研究の進捗状況報告とそのフィードバックを行う。
３０回目は、履修者全員による最終結果報告とフィードバックを行う。
　初めて自分で計画した実験をおこなうことになるので、履修にあたっては、計画立案の段階から
データのまとめに至るまで、教員、大学院生を始め、関連研究室の諸先輩に積極的に相談し、アド
バイスを受けることが重要である。

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

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 吉田　和彦

 

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 

題目  印欧語比較研究：　史的音韻論

 [授業の概要・目的]
インド・ヨーロッパ系諸言語がさまざまな語派（インド・イラン、ギリシア、アナトリア、イタリ
ック、ケルト、ゲルマン、バルト、スラブ、トカラなど）に分岐する以前の共通基語である印欧祖
語は、紀元前4,000年ごろに遡ると推定されている。印欧祖語に再建される音韻体系がどのようなも
のであるのか、またその体系が分派諸言語においてどのような変化を遂げたのかという問題につい
て考える。

 [到達目標]
古代および現代インド・ヨーロッパ諸語が、歴史的にそこから分岐した印欧祖語からどのような歴
史を経て成立したのかという問題について理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
第１～２回　印欧語比較言語学の研究史
第３～４回　各分派語派の概要
第５～９回　子音体系の歴史
第10～14回　母音体系の歴史
第15回　　　授業で扱った問題の展開に向けてのフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中に、数回アサインメントの提出を求める。

 [教科書]
毎回、プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
B.W. Fortson IV 『Indo-European Language and Culture: An Introduction』（Blackwell）ISBN:978-1-
4051-8895-1
吉田和彦 『言葉を復元する――比較言語学の世界』（三省堂）ISBN:4-385-35714-5
吉田和彦 『比較言語学の視点』（大修館書店）ISBN:4-469-21295-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った基本事項についての復習が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
授業後に面談の機会を持つ。またそれ以外でも、適宜相談を受けるが、メール等で事前にアポイン
トメントを取ることが望ましい。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 吉田　和彦

 

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  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  印欧語比較研究：　史的形態論

 [授業の概要・目的]
インド・ヨーロッパ系諸言語がさまざまな語派（インド・イラン、ギリシア、アナトリア、イタリ
ック、ケルト、ゲルマン、バルト、スラブ、トカラなど）に分岐する以前の共通基語である印欧祖
語は、紀元前4,000年ごろに遡ると推定されている。印欧祖語に再建される形態組織がどのようなも
のであるのか、またその組織が分派諸言語においてどのような変化を遂げたのかという問題につい
て考える。  
 

 [到達目標]
古代および現代インド・ヨーロッパ諸語が、歴史的にそこから分岐した印欧祖語からどのような歴
史を経て成立したのかという問題について理解できるようになる。 

 [授業計画と内容]
第１回　語形成の概要 
第２～４回　名詞の母音交替をめぐる諸問題
第５～６回　名詞語尾をめぐる諸問題	 
第７～９回　動詞形態論の概要	
第10～12回　各語派にみられる諸特徴
第13～14回　動詞範疇にみられる諸問題
第15回　　授業で扱った問題の展開に向けてのフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中に、数回アサインメントの提出を求める。

 [教科書]
毎回、プリントを配布する。 

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
B.W. Fortson IV 『Indo-European Language and Culture: An Introduction』（Blackwell）ISBN:978-1-
4051-8895-1
吉田和彦 『比較言語学の視点』（大修館書店）ISBN:4-469-21295-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った基本事項についての復習が求められる。  

（その他（オフィスアワー等））
授業後に面談の機会を持つ。またそれ以外でも、適宜相談を受けるが、メール等で事前にアポイン
トメントを取ることが望ましい。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 CATT， Adam Alvah

 

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 ヴェーダ語の歴史比較文法 (Historical and Comparative Grammar of Vedic Sanskrit)  

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。今回の授業では、格をめぐる問題を言語学および文献研究の観点から詳
しく考察し、問題意識を高めることを目指す。 

 [到達目標]
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する知識を深める。 
・言語学者としてヴェーダ語を考える力を養う。 
・残されている問題を把握し、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業は以下の構成になっている。 
1. 格体系の概観（３週間） 
2. Accusative of respect（２週間） 
3. Transitive nominals（２週間） 
4. 複合語における格（３週間） 
5. Genitive of material/identity（２週間） 
6. Hypostasis, proto-vrddhi（２週間） 
7. フィードバック（１週間）

 [履修要件]
サンスクリット語の基礎知識を持つことが望ましい。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
宿題により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

 [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]
前回の復習と、課された宿題を十分に準備すること。  

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  トカラ語入門

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末レポートと平常点に基づいて評価する。

 [教科書]
Krause, Wolfgang/ Thomas, Werner  『Tocharisches Elementarbuch』（Carl Winter）ISBN:１９６０年出
版でISBNはありません
上記教科書のプリントをこちらで準備して授業中に配布。また授業担当者が執筆した日本語による
教科書のプリントも同時に配布する。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  トカラ語入門

 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的)
後期は前期に終了した箇所の次の項目から授業を行う予定である。
 

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末レポートと平常点に基づいて評価する。

 [教科書]
Krause, Wolfgang 『Tocharisches Elementarbuch』（Carl Winter）
上記教科書のプリントをこちらで準備して授業中に配布。また授業担当者が執筆した日本語による
教科書のプリントも同時に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

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  認知文法研究

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

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

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

第１回：ガイダンス（論文の選定、担当者の決定）
第２回ー３回：認知文法 (1)
第４回ー５回：認知文法 (2)
第６回ー７回：構文文法 (1)
第８回ー９回：構文文法 (2)
第10回ー第11回：認知文法・構文文法の応用的研究 (1)
第12回ー第13回：認知文法・構文文法の応用的研究 (2)
第14回　まとめ
第15回　フィードバック

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

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

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

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  認知意味論研究

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

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

 [授業計画と内容]
メタファー・メトニミー、主体性・主観性、間主観性といった認知意味論の主要概念を取り上げ、
具体的な事例研究を扱う英語論文を講読する。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々
な言語における意味的現象を考察する。受講者はその論文内容の発表を担当すること。その内容に
基づき、受講者相互で議論を深めていく。  

第１回：ガイダンス（論文の選定、担当者の決定）
第２回ー３回：メタファー研究 (1)
第４回ー５回：メタファー研究 (2)
第６回ー７回： 主体性・主観化(1)
第８回ー９回： 主体性・主観化 (2)
第10回ー第11回：認知意味論の応用的研究 (1)
第12回ー第13回：認知意味論の応用的研究 (2)
第14回　まとめ
第15回　フィードバック

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

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

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 武内　康則

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  契丹文字研究の諸問題

 [授業の概要・目的]
契丹文字研究の現段階・契丹語文法などについて簡単に解説した後、実際の契丹文字墓誌の講読を
行い、未解明資料の研究方法および関連資料の調査方法について学ぶ。

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

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【 】で指示し
た週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景
や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 

１　導入【２週】 
東アジアの文字文化 
契丹文字概説 

２　契丹文字と契丹語【４週】 
契丹文字解読の現段階 
契丹文字の表記体系 
契丹語文法 

３　文献資料の研究方法【７週】 
契丹文字墓誌の講読 
考古資料・漢文資料の扱い 
文献資料に反映される言語と文化 

４　討議・フィードバック【２週】 
総括 
期末レポート 
フィードバック

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー等に関しては授業中に指示します。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 上田　功

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英語イントネーションの諸相

 [授業の概要・目的]
英語のイントネーションを概観する。文法は単純であると言われる英語であるが、イントネーショ
ンの体系は非常に複雑であり、話者の心的態度や文法機能の表示、焦点化や談話に関係する機能等、
多くの働きがある。この授業では、特にイントネーションと統語や語用等、他の部門とのインター
フェイスを考察することにより、音韻のデリケートな側面に触れる機会としたい。

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

 [授業計画と内容]
テキストを講読しながら、内容に関して全員で議論しながら進める。具体的な項目は次の通りであ
る。 
1回目：イントロ　2回目：イントネーションの形　3回目：陳述とイントネーション　4回目：疑問
文とイントネーション　5回目：他の文型とイントネーション　6回目：音調と意味　7回目：核配
置　8回目：新旧情報　9回目：フォーカス　10回目：機能語と核　11回目：句動詞　12回目：イン
トネーション句　13回目：トピック　14回目：音調、音調群配置、主調子配置　15回目：発展的問
題

 [履修要件]
調音音声学の基礎知識が必要である。また言語学全般についても、概論程度の知識があることが望
ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の議論への積極的な参加等の平常点と、期末のレポートにより、総合的に評価する。

 [教科書]
Wells, John 『English Intonation』（Cambridge Univeristy Press）ISBN:978-0-521-68380-7
毎回、輪番に講読を指示する。

 [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]
指示された予習、および復習が必要。なお授業への出席は不可欠である。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 宮本　陽一

 

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  統語論研究

 [授業の概要・目的]
統語理論のゴールは, 人間の持つ言語能力の研究を通して人間の心（mind）を理解することにある。
この１つの試みとして生成文法理論がある。本講義では, 生成文法理論において広く議論されてい
る英語の疑問文（移動現象）に注目しながら, 生成文法理論の考え方を学んでいく。

 [到達目標]
（１）生成文法理論の基本的な考え方が理解できるようになる。　
（２）疑問文に関する理論発展が理解できるようになる。　
（３）樹形図, ブラケット等を用いて言語（特に英語と日本語）の基本的な文の構造が表現できる
ようになる。
（４）生成文法理論の枠組みにおいて日英語の統語的な違いが理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の予定で講義を進める。但し, 講義の進み具合により, 多少の変更はあり得る。
第１回：オリエンテーションならびに生成文法の考え方について
第２回：平叙文の構造
第３回：疑問文の構造
第４回－第６回：疑問文にかかる制約
第７回：格
第８回－第１１回：障壁理論
第１２回：相対最小性
第１３回：ミニマリストプログラム
第１４回－第１５回：日英語比較

 [履修要件]
言語学概論程度の知識があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
課題と期末レポートの成績を総合的に評価する。授業の内容を踏まえ, 独創的な視点のもと, 必要な
データ収集・分析を行った期末レポートを高く評価する。

 [教科書]
使用しない
ハンドアウトを配布する場合もあるが, 授業は基本的に板書で進める。

 [参考書等]
  （参考書）
宮本陽一 『 生成文法の展開：「移動現象」を通して』（大阪大学出版会）ISBN:978-4-87259-288-7

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習を必ず行うこと。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　教授 沈　力

 

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  中国語と日本語の対照研究 (Contrastive study of Chinese and Japanese)

 [授業の概要・目的]
　マルティネ(1960)は初めて言語経済の原則を提案した．それは，人間には最大限に自分の思想を
表現する欲望があると同時に，最大限に表現コストを抑制する傾向があるというものである．言語
システムは，この２つの要素が均衡しなければならないと述べている．自然言語は，無限に表現す
る欲望を満たすために，言語によって異なる戦略をとることがある．形態素レベルで見れば，つぎ
の対立が観察される．１つは，意味概念を無限に表現するために意味を担う形式の異なり数を増や
す戦略をとる言語であり、もう一つは，意味概念を無限に表現するために形式の包容力（担う意味
単位数）を高くする戦略をとる言語である．前者の戦略をとっているのは日本語で，後者の戦略を
とっているのは中国語である．言語経済原則の基準から見れば，人間の記憶力には限界があるため
日本語は如何に形式数を抑えるかが課題であるが，中国語は如何に包容力を持つ形式で明晰に表現
するかが課題になる． 
　この授業は，日本語と中国語を比較して，戦略が異なると，両言語の表現システム、すなわち文
法は如何に異なる方向へプログラミングされていくかを解説する．

 [到達目標]
・言語類型論に関する基礎知識を習得する． 
・言語学者として言語データを分析する訓練を行い、体系的に思考する力を養う． 
・言語類型論で残されている問題を把握し、解決法を自分で探せるようになる．  

 [授業計画と内容]
この授業は以下の構成になっている。 
１．<自然言語はどのような意味と形式の対応型を好むのか>（１コマ） 
２．<言語経済原理から見る日本語と中国語の戦略の分かれ道>（３コマ） 
３．<日本語と中国語の異なる戦略から見る形態法の違い>（３コマ） 
４．<日本語と中国語の異なる戦略から見る語彙範疇の違い>（４コマ） 
５. <日本語と中国語の異なる戦略から見る機能範疇の違い>（３コマ） 
６．＜総括とディスカッション＞（一コマ）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・討論への積極的な参加（20点） 
・レポート（80点） 
（レポートについては到達目標の達成度に基づき評価する。独自の工夫が見られるものについては、
高い点を与える。） 

・４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
毎回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]
言語学概論や言語類型論に関する論文などを読んでおくほうが好ましい． 
中国語と日本語に関する基礎知識を把握すること。  

（その他（オフィスアワー等））
９月３日―６日開講

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 高橋　英海

 

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  シリア語文献から見る西南アジアおよび南・中央・東アジア史

 [授業の概要・目的]
主に西南アジア地域のキリスト教徒の言語として用いられてきたシリア語は当該地域における学術
の発展に重要な役割を果たしたほか、南アジアや中央・東アジアへのキリスト教の伝播においても
重要な役割を担った。また、イスラーム勃興以降の西南アジアで少数派となっていったキリスト教
徒が残した歴史的記録は多数派のムスリムによるものとは異なった視点で書かれていることが多く、
多数派による歴史叙述を補完するうえでも有用である。今回の授業では、シリア語文献の講読をと
おして西南アジアおよび南・中央・東アジアの歴史についての新たな視点を提供することを試みる。
語学としてのシリア語の学習に関心がある履修者にはシリア語の基礎を学ぶ機会も提供する。

 [到達目標]
シリア語文献の講読をとおして西南アジアおよび南・中央・東アジアの歴史について新たな視座を
得る。

 [授業計画と内容]
シリア語文学の全容を概観したうえで、履修者の関心に応じて選んだ文献を原文ないし翻訳で講読
する。
第１回　シリア語およびシリア学について
第２～３回　シリア語の基礎
第４～６回　シリア語の歴史書
第７～９回　シリア語の神学・哲学・科学文献
第１０～１２回　中央アジア・中国のシリア・キリスト教
第１３回　インドのシリア・キリスト教
第１４回　シリア語およびシリア・キリスト教徒のいま
第１５回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
授業中に指示する
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Sebastian P. Brock 『A Brief Outline of Syriac Literature』（Kottayam: SEERI, 1997）

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

Anton Baumstark 『Geschichte der syrischen Literatur』（Bonn: Marcus & Weber, 1922）
John F. Healey 『Leshono Suryoyo. First Studies in Syriac』（Gorgias Press, 2005）
その他、授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
履修前にシリア語の文字ぐらいを読めるようになっていていただけるとありがたい。上記の参考書
等については、連絡をいただければ関心のある方には事前に提供する。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  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  オセアニア諸言語概説

 [授業の概要・目的]
世界の言語の約四分の一がオセアニアに分布する。この講義ではオセアニアの諸言語の言語特徴に
ついての知識を身につけてゆきながら、それらを例として言語研究の方法をまなぶ。前期は代名詞、
音素、危機言語、指示詞、所有表現、動詞の屈折などのトピックを取り上げる。

 [到達目標]
オセアニアに分布する言語には南島語族(オーストロネシア語族)の諸言語、パプア諸語、オースト
ラリア諸語が含まれる。授業の到達目標は、この講義で取り上げるいくつかの言語類型特徴・言語
現象と分析方法について理解するとともに、それらについて、オセアニアでは言語グループ別にい
かなる傾向が見られるのか把握することである。

 [授業計画と内容]
1. はじめに オセアニア諸地域と言語分布の概要
2～4. 代名詞
5～7. 音素(母音・子音)
8. 危機言語
9～11. 指示詞
12～13. 所有表現
14. 動詞の屈折
15. まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [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
Lynch, John (1998) Pacific Languages: An Introduction, University of Hawai‘i Press.
Foley, William A. (1986) The Papuan languages of New Guinea, Cambridge University Press.
Dixon, R. M. W. (2002) Australian Languages, Cambridge University Press.
Lynch, John, Malcolm Ross, and Terry Crowley (2002) The Oceanic Languages, London: Curzon Press.

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内で多くの論文・書籍を紹介するので、復習時には配布資料を見返すだけでなく、研究書や論
文を手に取り理解を深めてほしい。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  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  オセアニア諸言語概説

 [授業の概要・目的]
世界の言語の約四分の一がオセアニアに分布する。この講義ではオセアニアの諸言語の言語特徴に
ついての知識を身につけてゆきながら、それらを例として言語研究の方法をまなぶ。後期は數詞、
格、語順、言語系統、ピジン・クレオール、スイッチ・リファレンス、超分節音素などのトピック
を取り上げる。

 [到達目標]
オセアニアに分布する言語には南島語族(オーストロネシア語族)の諸言語、パプア諸語、オースト
ラリア諸語が含まれる。授業の到達目標は、この講義で取り上げるいくつかの言語類型特徴・言語
現象と分析方法について理解するとともに、それらについて、オセアニアでは言語グループ別にい
かなる傾向が見られるのか把握することである。

 [授業計画と内容]
1. はじめに オセアニアの言語についての統計情報
2～3. 數詞
4～5. 格
6～7. 語順
8～10. 文字、言語系統
11～12. ピジン・クレオール
13. スイッチ・リファレンス
14. 超分節音素
15. まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [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
Lynch, John (1998) Pacific Languages: An Introduction, University of Hawai‘i Press.
Foley, William A. (1986) The Papuan languages of New Guinea, Cambridge University Press.

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

Dixon, R. M. W. (2002) Australian Languages, Cambridge University Press.
Lynch, John, Malcolm Ross, and Terry Crowley (2002) The Oceanic Languages, London: Curzon Press.

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内で多くの論文・書籍を紹介するので、復習時には配布資料を見返すだけでなく、研究書や論
文を手に取り理解を深めてほしい。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
大学院文学研究科 准教授 堂山　英次郎

 

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  『リグヴェーダ』研究

 [授業の概要・目的]
ヴェーダ語最古の文献『リグヴェーダ・サンヒター』を読む。初期インド思想の源泉であり，かつ
印欧語比較言語学の発展を担ったこの文献の読解を通じて，初期インド思想を学ぶと同時に，ヴェ
ーダ語を歴史的変遷の中で理解する。特に，言語・思想の両面において，姉妹語派であるイラン語
派との関係を意識しながら進める。

 [到達目標]
・古インド・アーリヤ人の社会や世界観について学び，一方で人類史における，また他方でインド
思想史におけるその意義を理解する。
・個々の語彙や文について，語源・音韻・アクセント・統辞法・韻律等を一通り説明できるように
なる。
・各種語彙・文法現象の歴史的背景を理解する。

 [授業計画と内容]
言語的にも思想的にも重要と思われる讃歌を数篇選んで講読する。第二回以降の授業は輪読形式で
行い，受講者にはそれぞれテキストを音読・翻訳するとともに，一語一語を文法的に分析・説明し
てもらう。講読箇所は，参加者の関心や希望を考慮して決める。
第1回　　授業の概要とテキスト・基本文献の紹介
第2～15回　　　テキスト講読

 [履修要件]
受講者はサンスクリット語の基礎知識を有することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。予習・復習の程度，授業の理解度，発言の内容によって総合的に判断する。

 [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]
毎回講読予定の箇所について，予め辞書や文法書を用いて語義や文法事項を調べ，日本語訳をつく
ってくること。予習が無理または不十分な場合も授業に参加し，復習に多くの時間を当てることが
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>

言語学(基礎演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 南本　徹

 

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2

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  日本語の分析入門

 [授業の概要・目的]
日本語を題材として言語学の基礎的な知識を身につけ、分析法を実践する

 [到達目標]
・言語学の基礎的な知識を得る
・日本語を分析対象として客観的に考察できるようになる
・言語学分野の文献に親しむ
・英語で書かれた文献に親しむ

 [授業計画と内容]
・各受講者が教科書の担当箇所の内容をまとめて発表し、その内容をもとに教室全体で討議を行う
・担当箇所の割り当ては第1回授業の際に行う（1回に2名程度の予定）

第1回：導入、音声学
第2回：音韻論1（連濁、音節とモーラ）
第3回：音韻論2（アクセント）
第4回：形態論1（語の分類、自他対応）
第5回：形態論2（複合語形成）
第6回：統語論1（木構造、語順）
第7回：統語論2（再帰表現のふるまい、受動文）
第8回：統語論3（使役文、修飾節）
第9回：意味論1（直示表現とやりもらい表現）
第10回：意味論2（時制とアスペクト）
第11回：意味論3（動詞意味論、語用論）
第12回：レポート前発表1
第13回：レポート前発表2
第14回：言語内の多様性（方言など）
第15回：フィードバック

（ただし、受講者数や理解度に応じてスケジュールを調節することがある）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
担当箇所の発表（30%）、議論への積極的な参加（20%）、課題（20%）、期末レポート（30%）

 [教科書]
Natsuko Tsujimura 『An introduction to Japanese linguistics』（Wiley-Blackwell）ISBN:9781444337730
（第3版、電子版あり）

言語学(基礎演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・自分の担当箇所であるか否かに関わらず、教科書を予め読み、疑問点やコメントを準備しておく
（ただし、第1回授業については予習は不要）
・「音韻論」「形態論」「統語論」については、それぞれの終わりに課題を課すので、次の授業の
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>

言語学(基礎演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 近畿大学　理工学部　准教授 山本　武史

 

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 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  音韻論入門

 [授業の概要・目的]
　言語学の中で音声を扱う分野である音韻論の基本的概念を理解し、実際にさまざまな言語データ
を分析することによって分析の基本的手法を身につける。また、分析結果を授業中に発表すること
を通じて研究成果を分かりやすく発信する方法についても考える。

 [到達目標]
　IPA（国際音声記号）に親しみ、IPA等で記された言語データの音韻分析ができるようになる。ま
た、分析結果を分かりやすく提示することができるようになる。

 [授業計画と内容]
　受講者が、割り当てられた教科書の部分および練習問題についてハンドアウトを使って説明する。
また、担当でない者も毎回あらかじめ練習問題を解いておいて解答を提出する。
　各回のテーマは以下の通りである。

第1回　Introduction
　授業の進め方を説明し、言語研究の中での音韻論の位置づけや音声学・音韻論の用語のいくつか
について説明する。
第2回　Alternation 1
第3回　Alternation 2　【章末問題2題】
第4回　Alternation with zero　【章末問題2題】
第5回　Other kinds of alternation 1
第6回　Other kinds of alternation 2　【章末問題7題】
第7回　Phonemic analysis　【章末問題4題】
第8回　Natural classes and distinctive features 1
第9回　Natural classes and distinctive features 2　【章末問題3題】
第10回　Rule ordering, opacity, and abstractness 1
第11回　Rule ordering, opacity, and abstractness 2　【章末問題4題】
第12回　Syllables　【章末問題3題】
第13回　Tone　【章末問題3題】
第14回　Stress　【章末問題3題】
第15回　Prosodic morphology　【章末問題5題】

 [履修要件]
特になし

言語学(基礎演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業中の割り当て・課題（50%）および期末レポート（50%）による。4回以上欠席した者、およ
び発表担当日に無断で欠席した者には単位を与えない。

 [教科書]
Robert Kennedy 『Phonology: A coursebook』（Cambridge University Press）ISBN:9781107624948（ペ
ーパーバック版。他にハードカバー版、電子版もある。）

 [参考書等]
  （参考書）
　他の参考書は授業中に適宜、紹介する。

  （関連ＵＲＬ）
https://www.internationalphoneticassociation.org/content/full-ipa-chart(Full IPA Chart.)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　毎回、教科書の該当部分を予習しておくことはもちろんであるが、教科書に詳述されていない音
声学の基本用語等についても参考書などで調べておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
　【関連URL情報】に掲げたURLより2015年版のFull IPA Chartをダウンロードし、紙に印刷するか
タブレット等に入れて毎回、授業に持参すること。

※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>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  調音音声学 

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

 [到達目標]
・IPAの発音を身につける。
・音声を発する際に、音声器官のどこで何が起きているのか内省できるようになる。
・IPAを用いて音声表記ができるようになる。
・IPAの発音・聞き取りの習得をとおして、さまざまな言語音の記述をおこなうための基礎をつく
る。

 [授業計画と内容]
音声器官、気流、発声について説明したのち、IPAの発音・聞き取り練習をおこなう。
第１回　イントロダクション、音声器官のしくみ 
第２回　気流と発声
第３回　破裂音
第４回　鼻音、ふるえ音、はじき音 
第５回　摩擦音①　【小テスト①】
第６回　摩擦音②
第７回　接近音、その他の子音
第８回　非肺気流による子音①
第９回　非肺気流による子音②　【小テスト②】
第10回　子音のまとめ、表記練習
第11回　第一次基本母音
第12回　第二次基本母音、その他の母音
第13回　母音のまとめ、表記練習　【小テスト③】
第14回　総復習と発音テスト①
第15回　総復習と発音テスト②

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計で評価する。
・平常点（毎回の復習クイズ、20点）
・小テスト（３回の聞き取りテスト、各10点）
・発音テスト（40点）
・レポート（10点）
やむを得ない理由で小テストを欠席した場合はすみやかに連絡し、期末テスト後に追試を受けるこ

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

と。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 パリハワダナ　ルチラ

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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

 [授業の概要・目的]
日本語学習者の「日本語学習の目的」として「日本語そのものへの興味」が常に上位にランキング
される。その理由は果たして何か。学習者が日本語を通して体験する世界とは何か。本授業では、
本学で学ぶ日本語・日本文化研修留学生（以下、日研生）と共に、「魅力的な日本語」あるいは習
得が困難な日本語の諸要素を選定し、それらを日研生の母語と対照しながら、多角的に分析するこ
とを通して、外的視点から日本語を考察する。日本人学生・日研生を含む混在グループで、誤用分
析、用法分析、教科書分析を行いつつ、日本語の魅力、特徴に迫る。

 [到達目標]
本授業の到達目標は、 
　(1) 日本語に対する相対的な見方を形成しつつ、その背景にある社会文化的な諸要素についての
理解力の向上図ること、 
　(2) 日本語教育の基礎を学びながら、選定した学習項目・用法を基にその基礎的応用力を習得す
ることである。

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

 [履修要件]
特になし

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の通りに評価する。 
　授業活動への参加度合：30％ 
　中間・期末発表：各30％ 
　期末レポート：40％ 
なお、5回以上欠席した場合には単位認定を行わない。

 [教科書]
使用しない

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

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

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
E-mailアドレス：palihawadana.ruchira.8n@kyoto-u.ac.jp

※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>

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  文法と文化

 [授業の概要・目的]
本演習では2004年に出版されたEnfieldによるEthnosyntaxをテキストとして使用し，文法を社会や文
化とのつながりから理解しようとする文法観に基づくいくつかの論文を通して，言語のあり方に関
する基本的な知識を得ることを目的とする．
授業では各回，学部の学生と大学院の学生がペアになり，割りあてられた部分について，ハンドア
ウトを使って内容を解説するとともに，問題となる事項について討議する。

 [到達目標]
世界の諸言語の文法が有する個別的特徴，さらに言語一般に共通する特徴について，多彩な現象と
分析方法を知ることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：教材紹介，授業の進め方
第2回・第3回：Introduction
第4回・第5回：Masculine and Feminine in the Northen Iroquoian languages
第6回・第7回：Using He and She for Inanimate Referents in English
第8回・第9回：A Study in Unified Diversity: English and Mixtec Locatives
第10回・第11回：English Causative Construction
第12回・第13回：Syntactic Enquiry as a Cultural Activity
第14回：議論 
第15回：全体総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計による：（１）授業でのプレゼン（30%)，（２）討論への積極的な參加（10%），（３）
期末レポート（60%)。

 [教科書]
Enfield, Nick J. (ed.) 『 Ethnosyntax: Explorations in Grammar and Culture』（Oxford University Press）
ISBN:978-0199266500

言語学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
受け持ち部分以外も事前に目を通しておき，授業中の討議や質問を通じて分からない部分を解決す
ることが望まれる。

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

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

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  文法と文化

 [授業の概要・目的]
本演習では2004年に出版されたEnfieldによるEthnosyntaxをテキストとして使用し，文法を社会や文
化とのつながりから理解しようとする文法観に基づくいくつかの論文を通して，言語のあり方に関
する基本的な知識を得ることを目的とする．
授業では各回，学部の学生と大学院の学生がペアになり，割りあてられた部分について，ハンドア
ウトを使って内容を解説するとともに，問題となる事項について討議する。

 [到達目標]
世界の諸言語の文法が有する個別的特徴，さらに言語一般に共通する特徴について，多彩な現象と
分析方法を知ることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：教材紹介，授業の進め方
第2回・第3回：Changes within Pennsylvania German Grammar as Enactments of Anabaptist World View
第4回・第5回：Cultural Logic and Syntactic Productivity: Associated posture Construction in Lao
第6回・第7回：Aspects of Ku Waru Ethnosyntax and Social Lifeglish
第8回・第9回：From Common Ground to Syntactic Construction: Associated Path in Warpiri
第10回・第11回：Ethnosyntax, Ethnopragmatics, Sign-Functions, and Culture
第12回・第13回：Culture, Cognition, and the Grammar of 'Give' Clauses
第14回：議論
第15回：全体総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計による：（１）授業でのプレゼン（30%)，（２）討論への積極的な參加（10%），（３）
期末レポート（60%)。

 [教科書]
Enfield, Nick J. (ed.) 『Ethnosyntax: Explorations in Grammar and Culture』（Oxford University Press）
ISBN:978-0199266500

 [参考書等]
  （参考書）

言語学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
受け持ち部分以外も事前に目を通しておき，授業中の討議や質問を通じて分からない部分を解決す
ることが望まれる。

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

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

オランダ語（初級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語初級

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

   
  

 
   
   

 [到達目標]
CEFRのおよそA1/A2レベルの語学力を目指す。

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法解説から始め（第１～５回）、話す・聴く能力を高めるドリルも行い（第６～10
回）、併せて、ランデスクンデ的な情報を盛り込む（第11～15回）。 専門分野を問わず熱心な参加
（予習・復習ふくめ）を期待する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
こちらで教材を準備する。

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

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

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

オランダ語（中級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語 初・中級  

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

 [到達目標]
CEFRでB1レベルに達することを目指す。

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法の復習を含め（第１～５回）、話す・聴く能力を高めるドリルも行う（第６～10
回）。専門的なテキストにもチャレンジできるくらいのレベルを目指す（第11～15回）。専門分野
を問わず熱心な参加を期待する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

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

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

シュメール語（初級）(語学)
Sumer

  担当者所属・
  職名・氏名

国士舘大学　　　　　　　　　
イラク古代文化研究所 研究員 森　若葉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目 シュメール語文法と楔形文字書記体系のしくみ、楔形文字文献の講読および内容の紹介  

 [授業の概要・目的]
　古代メソポタミア文明で話されていたシュメール語は、紀元前四千年紀末からおよそ三千年間に
わたって数多くの資料を残す楔形文字言語である。 
　この言語は、複雑な動詞組織をもち、系統関係が不明な膠着語であることが知られている。本授
業は、楔形文字で記されるシュメール語の文法と楔形文字文献について学ぶことを目的とする。 
　文法の解説とともに、最古の文字である楔形文字の成立としくみ、および系統不明の古代語であ
るシュメール語ほか楔形文字言語の解読についてもふれる。 
　比較的簡単なシュメール語資料の講読を行い、適宜、そのほかの資料についても内容の紹介をお
こなう。死語となってのちに長期間にわたって書き継がれた言語の文法の問題点などもあわせて論
じる。授業で扱うシュメール語資料は、王碑文、行政経済文書、裁判文書、文学作品、文法テキス
トを予定しているが、受講学生と相談し変更することもある。

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

 [授業計画と内容]
＜前期＞ 
１．シュメール語の背景―メソポタミア文明の世界について（第1回） 
２．シュメール語と楔形文字について（第2回） 
３．楔形文字の解読と楔形文字で書かれた諸言語について（第3回） 
４．楔形文字の成立としくみについて（第4-5回） 
５．シュメール語文法解説と簡単な王碑文・行政文書講読（第6回～15回の間の7回） 
６．楔形文字実習（第6回～15回の間の1回） 
７．シュメールの文学作品の内容紹介（第6回～15回の間の2回]） 
＜後期＞ 
　文法概説と並行して下記文献の講読、資料の紹介を進めていく。博物館の許可がえられれば、博
物館で粘土板の見学実習を行う予定である。 
１．シュメール語文法解説・文献講読（第1回～8回の間の6回） 
２．シュメール語文献講読（第9回～15回の間の4回） 
　　・ 王碑文（初期王朝期、アッカド期、ウル第三王朝期、OB期） 
　　・ 行政文書（初期王朝期、ウル第三王朝期） 
　　・ 裁判・契約文書（初期王朝期、アッカド期、ウル第三王朝期） 
３．シュメール語資料紹介（3回[第2回～8回の間に2回、9回～14回に1回]） 
　　文学作品（叙事詩、賛歌、ことわざなど）、王碑文、文法テクスト（古バビロニア期、新バビ
ロニア期）） 
４．楔形文字粘土板見学（第9回～14回の間の1回）於：京都大学総合博物館） 

授業計画・内容は、変更されることがある．また順序は授業の進度等に応じ変更されうる。

シュメール語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する。　
　楔形文字の実習の際、粘土やカッターナイフ等を各自用意してもらう必要がある。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　事前に授業中に配布する資料に目を通してもらうことがある。また、文献講読については、授業
前にシュメール語テキストの文字や単語について調べてきてもらうことがある。

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

スワヒリ語（初級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（初級）

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション／スワヒリ語文法の概要　
第2回　第1課／現在時制
第3回　第2課／コピュラ文
第4回　第4課／所有表現
第5回　第5課／未来時制
第6回　名詞クラス
第7回　第3課／存在表現
第8回　第1～5課の復習と補足説明
第9回　第6課／あいさつ表現
第10回　第7課／過去時制
第11回　第8課／完了時制
第12回　第9課／形容詞
第13回　第10課／接続形
第14回　第6～10課の復習と補足説明
第15回　期末試験
第16回　フィードバック
なお、授業の進度は適宜調整する

 [履修要件]
特になし

スワヒリ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（初級）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
予習・復習状況などの平常点（30%）、期末試験の結果（70%）により、総合的に判断する。なお、
3分の2以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

スワヒリ語（中級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（中級）

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

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

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション／第1～10課の復習
第2回　第11課／時間
第3回　第12課／指示詞
第4回　第13課／使役
第5回　第14課／条件節
第6回　関係節
第7回　第15課／受身
第8回　第1～5課の復習と補足説明
第9回　第16課／相互形
第10回　第17課／仮想時制
第11回　第18課／複合時制
第12回　第19課／ことわざ・なぞなぞ
第13回　第20課／手紙の書き方
第14回　第16～20課の復習と補足説明
第15回　期末試験
第16回　フィードバック
なお、授業の進度は適宜調整する

 [履修要件]
特になし

スワヒリ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（中級）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
予習・復習状況などの平常点（30%）、期末試験の結果（70%）により、総合的に判断する。なお、
3分の2以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

朝鮮語（初級A）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

京都産業大学 外国語学部
アジア言語学科 助教　　 杉山　豊

 

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  語学

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮語（初級）

 [授業の概要・目的]
朝鮮語を知らない学生を対象に、初歩から文字、発音、初級文法、初級会話を教授し、あわせて朝
鮮・韓国の文化、歴史にもふれる。

 [到達目標]
終了時点でハングルが読め、簡単な会話ができることを目標とする。

 [授業計画と内容]
第一週：オリエンテーション
第二・三・四週：文字と発音
第五～十四週：文法と会話。毎回一課相当の内容を進度の目安とするが、理解程度に応じて適宜調
整し、定期的にまとめ、復習の時間を設ける。
第十五週：期末試験
※フィードバック方法は授業中に案内する。

 [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）と学期末、年度末試験（70点）。

 [教科書]
松尾勇・金善美 『初めての韓国語』（同学社）ISBN:978-4-8102-0267-0
教科書以外に随時プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：各回の本文、会話文、及び新出単語に目を通しておくこと。
復習：各回の学習内容を整理し、理解を定着させること。

（その他（オフィスアワー等））
出席を重んじるので、毎回出席し、復習すること。

※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>

朝鮮語（初級Ｂ）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

京都産業大学 外国語学部
アジア言語学科 助教　　 杉山　豊

 

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  語学

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮語（初級）

 [授業の概要・目的]
朝鮮語を知らない学生を対象に、初歩から文字、発音、初級文法、初級会話を教授し、あわせて朝
鮮・韓国の文化、歴史にもふれる。

 [到達目標]
終了時点でハングルが読め、簡単な会話ができることを目標とする。

 [授業計画と内容]
原則として以下の進度を目安とするが、理解程度に応じて適宜調整する。
第一週：オリエンテーション・前期の学習内容の確認
第二～十四週：文法と会話。毎回一課相当の内容を進度の目安とするが、理解程度に応じて適宜調
整し、定期的にまとめ、復習の時間を設ける。
第十五週：期末試験
※フィードバック方法は授業中に案内する。

 [履修要件]
前期よりの継続なので、前期に初級を履修しているか、またはそれと同等の学習歴のある者。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30点）と学期末、年度末試験（70点）。

 [教科書]
松尾勇・金善美 『初めての韓国語』（同学社）ISBN:978-4-8102-0267-0
教科書以外に随時プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：各回の本文、会話文、及び新出単語に目を通しておくこと。
復習：各回の学習内容を整理し、理解を定着させること。

（その他（オフィスアワー等））
出席を重んじるので、毎回出席し、復習すること。
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。

※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>

朝鮮語（中級Ａ）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

京都産業大学　　　
外国語学部 准教授 朴　真完

 

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2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮語(中級)

 [授業の概要・目的]
朝鮮語文法における用言の活用、助詞の用法、接続語尾にいたるまで、中級文法を一通り解説する。
各課の内容は以下の文法事項のほか、簡単な会話を含む。文法説明は講義形式で行うが、会話と読
解はペア練習または発表形式で練習する。また、適宜文化、歴史の話題を折り込み韓国・朝鮮につ
いての理解も深めてゆきたい。 

 [到達目標]
中級朝鮮語文法を身につけ、会話において直接その知識を活用できるようになる。 

 [授業計画と内容]
第1回　 発音の注意点
第2回　 音変化 
第3回　 発音の注意点
第4-5回　丁寧語尾(平叙、疑問) 
第6回　 尊敬 
第7回　 接続語尾
第8-9回　時制(過去・未来) 
第10回　連体形
第11回　助詞の形式と用法
第12-13回　 変則活用 
第14回　数詞と助数詞 
第15回　期末試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（20点）、小テスト（１回、20点）、期末試験（60点）

 [教科書]
熊谷明泰 『アリラン』（朝日出版社）ISBN:978-4255556185

 [参考書等]
  （参考書）
油谷幸利・門脇誠一・松尾勇・高島淑郎共編 『朝鮮語辞典』（小学館）

朝鮮語（中級Ａ）(語学)(2)へ続く↓↓↓



朝鮮語（中級Ａ）(語学)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は教科書に沿って行うので、授業前に次回の内容を予習して下さい。

（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>

朝鮮語（中級Ｂ）(語学)
Korean

  担当者所属・
  職名・氏名

京都産業大学　　　
外国語学部 准教授 朴　真完

 

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2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮語（中級）

 [授業の概要・目的]
中級レベルの文法、発音、会話、作文、読解を学習する。主要テーマとして日韓交流の歴史を挙げ、
語学だけではなく、文化・社会・歴的事情も視野に入れ、総合的に韓国・朝鮮の諸般事情について
情報を与える。授業内容の理解を確認するために小テストを実施する。必要に応じて、プリント教
材を配布して内容の理解を助ける。 

 [到達目標]
中級朝鮮語文法を身につけ、会話において直接その知識を活用できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　 受け身
第2回　 名詞化語尾
第3-4回　 形容詞からの派生動詞 
第5回　 選択否定
第6回　 限定
第7回　 引用
第8-9回　 漢字語 
第10-11回　 主要な助詞 
第12-13回　 主要な語尾 
第14回　疑問形 
第15回　期末試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（20点）、小テスト（１回、20点）、期末試験（60点）

 [教科書]
熊谷明泰 『アリラン』（朝日出版社）ISBN:978-4255556185

 [参考書等]
  （参考書）
油谷幸利・門脇誠一・松尾勇・高島淑郎共編 『朝鮮語辞典』（小学館）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は教科書に沿って行うので、授業前に次回の内容を予習して下さい。  

（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>

モンゴル語（初級）（語学）
Mongolian

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 植田　尚樹

 

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4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル語（初級）

 [授業の概要・目的]
モンゴル国で広く話されている「ハルハ・モンゴル語」を学ぶ。モンゴル語の文字と発音、文法を
一通り習得し、初級レベルの会話、読み書きができるようになることを目的とする。また、モンゴ
ル語を学ぶうえで重要となる、モンゴルの社会や文化についても解説する。

 [到達目標]
モンゴル語の仕組みについて知り、モンゴル語で簡単な会話や読み書きができるようになる。また、
モンゴルの社会や文化についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：オリエンテーション
第2-3回：文字と発音、挨拶表現
第4-5回：疑問文と答え
第6-7回：人称代名詞、所有・存在表現
第8-10回：名詞の格、数詞
第11-12回：動詞の時制
第13-14回：動詞語尾、命令・願望表現
第15回：期末試験
第16回：フィードバック
基本的には教科書に沿って進む。受講生の人数や到達の度合いによって、授業の進度は適宜調整す
る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への取り組み (40%) と学期末の試験 (60%) によって評価する。

 [教科書]
橋本勝 『ニューエクスプレス　モンゴル語（CD付）』（白水社）ISBN:978-4-560-08549-3

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自でしっかりと復習すること。

（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。



行動・環境文化学系68

授業科目名
　<英訳>

モンゴル語（中級）（語学）
Mongolian

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 植田　尚樹

 

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4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル語（中級）

 [授業の概要・目的]
モンゴル国で広く話されている「ハルハ・モンゴル語」を学ぶ。モンゴル語の発音、文法、よく用
いられる表現について詳しく解説する。また、モンゴル語を学ぶうえで重要となる、モンゴルの社
会や文化についても解説する。

 [到達目標]
モンゴル語の仕組みについて深く知り、モンゴル語で中級レベルの会話や読み書きができるように
なる。また、モンゴルの社会や文化についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1-2回：オリエンテーション、初級レベルの文法の復習
第3-5回：意志・願望、可能表現
第6-8回：接続詞・複文、ヴォイス 
第9-10回：引用節、モダリティー
第11-12回：形容詞、数詞を用いた表現
第13-14回： いろいろな文末表現
第15回：期末試験
第16回：フィードバック
基本的には教科書に沿って進む。受講生の人数や到達の度合いによって、授業の進度は適宜調整す
る。

 [履修要件]
モンゴル語（初級）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]
授業への取り組み (40%) と学期末の試験 (60%) によって評価する。

 [教科書]
橋本勝 『ニューエクスプレス　モンゴル語（CD付）』（白水社）ISBN:978-4-560-08549-3

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自でしっかりと復習すること。

（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>

言語学(卒論演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 国際高等教育院 吉田　和彦
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
准教授 文学研究科 CATT， Adam Alvah
教授 文学研究科 定延　利之

 

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5

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  言語学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
発表者が準備するハンドアウトを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
本年度卒業を予定している学生は必ず受講すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
1回目の発表の前に、テーマを確定し、基本的な調査を行い、必要な文献を理解しておくこと。基
本的な論文の構成を考えておくこと。
2回目の発表の前に一回目の発表で受けた意見を取り込み、必要な文献・フィールド調査、実験、
アンケート調査を行っていること。また、提出にいたるまでの課題・展望も示すこと。

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  社会調査入門　（社会調査士科目A)

 [授業の概要・目的]
本講義では、社会調査の意義と限界、さまざまな方法、およびそれらに関する基本的事項を学ぶ。
質的調査と量的調査の両方を含む。社会調査士科目全体への入門に当たる。

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

 [授業計画と内容]
1.社会調査とは何か
2.社会調査史と調査倫理
3.質的調査と量的調査
4.インタビュー調査とその事例(1)　
5.インタビュー調査とその事例(2)　
6.フィールドワークとその事例(1)
7.フィールドワークとその事例(2)
8.メディア分析とその事例(1) 　
9.メディア分析とその事例(2)
10.歴史資料の数量分析とその事例(1) 　
11.歴史資料の数量分析とその事例(2)　
12.既存統計の利用法とその事例　
13.質問紙調査とその事例(1)
14.質問紙調査とその事例(2)
15.社会調査の設計

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点,提出物(調査レポート)

 [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]
授業で取り上げるいずれかの方法により、自分で調査を設計して実施する。

（その他（オフィスアワー等））
他の社会調査士科目も受講することが望ましい。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員教授 文学研究科 荻野　昌弘

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代社会の諸相と社会学理論

 [授業の概要・目的]
前期では、現代社会を「テロリズム」「戦争」「災害」「いじめ」のような暴力との関わりで捉え
たのち、暴力を回避する文化装置（例.文化遺産制度）について講じる。後期では、社会学の誕生の
経緯を概観した後、前期で講じた現代社会の諸相をより理論的に講じ、現社会学の理論的可能性が
どこにあるのかについて考える。

 [到達目標]
前期では、マスコミ報道等で散発的に流布される情報の深層に何があるのかを理解する。後期では、
現代社会を捉えるための社会学理論の基礎的な考え方を習得し、前期で学んだ現代社会の特徴が、
より理論的に考察できるようになる。

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

前期
１．本講義全体の内容説明と導入【１週】
２．テロリズムはなぜ生まれるのか【２週】
３．戦争と社会【３週】
４．いじめと社会【２週】
４．災害と社会【２週】
５．文化と暴力【５週】

後期
５．社会学の古典的思考【４週】
６．社会学と国家・資本主義【４～６週】
７．社会学と時間・空間【４～６週】
８．期末試験【１週】
　＊フィードバックの方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（後期1回、論述式）を行う。また、適宜授業中に（2~3回に一回15分程度）リアクション
・ペーパーを課す。評価の割合は、期末試験70％、リアクション・ペーパー30％である。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
荻野昌弘 『零度の社会ー詐欺と贈与の社会学』（世界思想社）ISBN:4-7907-1148-X（参照の仕方は、
授業中に説明する。）
荻野昌弘 『開発空間の暴力』（新曜社）ISBN:978-4-7885-1269-6（参照の仕方は、授業中に説明す
る。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
適宜参考文献を指示するので、それに目を通すことが望ましい。

毎回の講義が終了した後に、授業のノートを参照し、各回の授業を整理しておくと、次回の授業が
理解しやすい。

（その他（オフィスアワー等））
基本的に講義形式の授業であるが、授業内や授業後の積極的な質問やコメントを歓迎する。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  小中学校児童・生徒に対する学習支援とフィリピン研修  

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

 [到達目標]
多文化社会の現実を感じてもらい、それを客観的に記録する。これは質的調査、特に参加型観察、
アクションリサーチにつながる。またフィリピン研修においては英語のプレゼンテーションを実施
し、英語でのディスカッションができるようになる。またフィリピン社会理解を通じて、貧困やジ
ェンダー、国際移動に関する知見を深める。

 [授業計画と内容]
学習支援の報告以外に以下についての講義を予定している。
１．アジアの経済成長とその要因Economic development in Asia ２．人口構成の変化 Demographic 
change ３．多様な政治体制 Diversity of political system ４．開発と移住労働 development and 
migration ５．女性の労働力化と移住労働 feminization of labor and migration ６．高齢化と移住労働 
ageing and migration ７．人口政策と結婚移民 population policy and marriage migration ８．多文化共生
・社会統合政策 social integration policy ９．人権の論理 logic of human rights １０．送り出し国の論理
 logic of sending countries １１．開発と国際労働市場 international labor market formation １２．国際協
調体制の構築 international collaboration and mutual benefit　13，14フィールドワークに関する講義、
１５．フィードバック

 [履修要件]
この授業は学習支援と授業を履修の要件とします。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業40%、レポート60%により評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

（その他（オフィスアワー等））
その他重要事項については授業においてオリエンテーションを実施します。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 Stephane Heim

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  企業の社会学

 [授業の概要・目的]
企業は、社会、経済、資本主義の中で重要な役割を務める。20世紀になって、民間企業が大きな成
長をとげ、現在の「国際化」「地域化」の時代で様々な変化が起こっている。
企業はモノやサービスを提供することが経済的役割だと思われがちだが、社会学的にはそれだけと
は言えない。企業が政治、市場、教育、価値観などにも影響を与える。本授業で、「経済社会学」
の観点から、企業を検討する。 その上で、組織社会学の観点から、企業の組織を学ぶ。 
この受業では、様々な事例に基づいて、EUの市場化、国際自動車産業、サービス業、日本の産官
学連携等、長年企業という経営組織に身を置いてきた者の立場から、企業が社会の変化や人々の意
識の変化に如何に対応してきたのか、またこの利害関係者との調整が如何に行われて来たのかを考
え、今後はどのような方向に進むべきかを考察する。 

 [到達目標]
社会・企業での実践に直結した知識が得られる。

 [授業計画と内容]
第１回　企業と資本主義：企業とは何か？
第２回　企業と社会：生命保険の事例等
第３回　企業と市場：政治・顧客との関係
第４回　企業間関係：日本の特徴
第５回　企業と国際化の進展：自動車産業の事例
第６回　企業とそのステークホールダ：コーポレートガバナンス（企業統治）
第７回　企業とそのステークホールダ：労使関係
第８回　企業統治構造改革の実例
第９回　ＥＵ単一市場の形成と企業組織・統治の進化
第１０回　フランスにおける雇用制度・賃金制度・労使関係について
第１１回　企業と大学：能力とはなんだろうか？
第１２回　自動車産業の事例：アジアの変化
第１３回　自動車産業の事例：先進国と途上国
第１４回　授業のまとめ：企業、過去、現在、将来
第１５回　フィードバック

受講生の関心により内容を変更することもある。

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによる

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義で使用する説明資料は事前に配布します。授業までに読んでください。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 落合　恵美子
准教授 文学研究科 Stephane Heim

 

配当
学年  2回生以上 単位数  3

 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  日本語及び英語 

題目  東アジア社会論

 [授業の概要・目的]
「東アジア社会」についての理解を深めることを目的に、京都大学、国立台湾大学、ソウル大学の
社会学科・社会学専修が共同で実施する授業である。10年目となる今年度は、「労働」と「移動（
国際人口移動）」をテーマとして、８月18-22日に台北でワークショップとフィールドトリップを
実施する。ワークショップでは、３大学から参加した学生が、各自の関心にしたがって英語で研究
発表を行う。台湾大学の学生が企画するフィールドトリップでは、東アジアとりわけ台湾社会にお
ける「労働」と「移動」に関する知見を深める。渡航に先立ち、学期中の授業では、東アジア社会
における「労働」と「移動」について、３大学の教員が交替でスカイプ授業を行う。

 [到達目標]
(１)東アジア社会、とりわけ台湾や韓国に関する文献を読み、講義を受け、フィールドトリップに
参加することで、東アジアに関する全般的かつ経験的理解を深める。
(２)国立台湾大学、ソウル大学の学生たちとの直接の交流を通じて、隣国の同世代の人たちの関心、
考え方、実力を知り、交流を深める。
(３)英語のプレゼンテーションを実施し、質問の受け答えができるようになる。

 [授業計画と内容]
4/9　 導入
4/16　Prof. Ko Jyh-Jer (NTU)
4/23  Prof. Hiroshi Troumaru (KU)
5/7   Prof. Lan Pei-Chia (NTU)
5/14  Prof. Wako Asato (KU)
5/21  Prof. Kwon Hyunji (SNU)
5/28  Prof. Kim Seokho (SNU)
6～7月　各自の関心にしたがってパワーポイント資料を作成、英語で発表練習を行う。
8月18-22日　台北にてワークショップとフィールドワーク

 [履修要件]
英語での受講と研究発表に最低限必要な学力、もしくはチャレンジ精神をそなえていることが求め
られる。社会学専修以外の学生も履修できる。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業へのコミットメント、ワークショップとフィールドトリップへの積極的参加、英語でのプレゼ
ンテーションにより評価する。詳細は授業で説明する。

 [教科書]
使用しない

社会学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



社会学（特殊講義）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
各講義につき論文1本程度を指示する。Kulasisからダウンロードすること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
各講義につき論文1本程度をあらかじめ読んでくる。 各自の関心にしたがって発表資料を作成する。

（その他（オフィスアワー等））
台北への渡航費の一部補助を検討している。詳細は最初の授業で説明する。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 附属病院 加藤　源太

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  医療社会学

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

 [到達目標]
・医療社会学全般について、概要を理解する。
・今日の医療政策からいくつかの具体例を対象とした議論を通じ、医療政策の背景について、社会
学的視点から読み解く能力を養う。

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

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

〈中間レポート〉

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

〈最終レポート〉

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
・中間レポート（40%）、最終レポート（40%）、および平常点（20%）

 [教科書]
授業中に指示する

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 竹沢　泰子

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人種・エスニシティ論

 [授業の概要・目的]
本年度から前期・後期に分けて授業を行う。2018年度前期では、人種・エスニシティなどの社会的
カテゴリーとアイデンティティの問題を扱う。人種やエスニック集団のカテゴリーは本質的に存在
するものではない。しかしそれらは、差別是正運動において動員する不可欠な道具でもある。他方、
そうしたカテゴリーは新たな人種主義を再生産しかねない。集団カテゴリーと個人のアイデンティ
ティの関係をどのように考えるべきかを、議論の主軸に据えたい。前半では関連する理論的研究を
検証し、後半は主にアメリカ合衆国のマイノリティの事例研究について講読し討論を行う。

 [到達目標]
人種やエスニック集団などの社会カテゴリーがどのように構築され、その功罪は何かについて、論
争のポイントが理解できるようになる。また現在の人種主義についても、カテゴリーやアイデンテ
ィティとの関連で考察できる基盤を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第 1回　授業概要　　　　　　　　　　　
第 2回　人種・エスニシティ・ジェンダー・セクシュアリティというカテゴリー
第 3回　人種・エスニック・カテゴリーについて理論講読　
第 4回　つづき
第 5回　つづき
第 6回　つづき
第 7回　ゲスト：Dr. Lyle DeSouza （人文研外国人客員研究員）
　　　　テーマ：ディアスポラ日系人文学を通してみる「日系人」というカテゴリー
第 8回　公開セミナーに出席　
第 9回　カテゴリーとアイデンティティの関係性：理論講読　
第10回　つづき
第11回　アメリカ合衆国の国勢調査
第12回　「白人」と「黒人」
第13回　移民政策とカテゴリー
第14回　全体討論
第15回　まとめ

※第1回目の授業において、詳細なシラバスを配布する。

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
人文系英語論文の読解力

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点・提出物・討論、50%
発表　20%、学期末レポート30%
　

 [教科書]
指定論文（コピー・PDFなど）

 [参考書等]
  （参考書）
指定論文（コピー・PDFなど）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：課題論文のサマリーを課す場合がある

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはアポイントメント制

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 竹沢　泰子

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人種・エスニシティ論

 [授業の概要・目的]
2018年度後期では、偏見・ステレオタイプについて考える。前半では関連する社会学や社会心理学
などの理論的研究を、後半では主にアメリカ合衆国のマイノリティをめぐるステレオタイプの事例
研究を講読し、討論を行う。

 [到達目標]
人種やエスニック集団をめぐるステレオタイプがどのように構築されるのかについて基本的なメカ
ニズムを理解する。

 [授業計画と内容]
第 1回　授業概要　　　　　　　　　　　
第 2回　ステレオタイプと表象
第 3回　人種・エスニシティのステレオタイプ・表象に関する理論講読　
第 4回　つづき
第 5回　つづき
第 6回　つづき
第 7回　ゲスト：Prof. Stephen Small（人文研招聘外国人教員）
第 8回　アメリカ合衆国の事例から
第 9回　つづき　
第10回　つづき
第11回　偏見に関する理論講読
第12回　つづき
第13回　マイクロアグレッション
第14回　全体討論
第15回　まとめ

※第1回目の授業において、詳細なシラバスを配布する。

 [履修要件]
人文系英語論文の読み解く力

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点・提出物・討論、50%
発表　20%、学期末レポート30%
　

 [教科書]
指定論文（コピー・PDFなど）

 [参考書等]
  （参考書）
指定論文（コピー・PDFなど）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：課題論文のサマリーを課す場合がある

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはアポイントメント制

※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。



行動・環境文化学系78

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 丸山　里美

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  資本主義社会におけるジェンダー  

 [授業の概要・目的]
この授業では、資本主義社会におけるジェンダーに関連した文献を、毎週輪読していくことを通し
て、ジェンダーに関する理解を深め、自らの考えを説明できるようになることが目的である。文献
は、1990年代以降、現在にいたるまでの「性の商品化」に関するものをとりあげる。授業は、参加
者の報告とディスカッションの演習形式で行う。 

 [到達目標]
・ジェンダーの視点から社会事象を説明できる 
・ジェンダーに関する自らの考えを説明できる 
・先行研究を批判的に読むことができる 
・他者と論理的に議論をすることができる 

 [授業計画と内容]
１．導入と今後の進め方 
２～５．1990年代の「性の商品化」をめぐる議論 
６～７.　セックスワーク論 
８～１０　性の商品化と女性の貧困 
１１～１２.　AV出演 
１３～１４. 各国の法規制 
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50％（ディスカッションへの参加状況、授業での報告）、期末レポート50％の割合で評価す
る。ディスカッションへの参加が重視されるため、3回以上授業を欠席した場合は、単位を認めな
い。

 [教科書]
江原由美子編 『フェミニズムの主張』（勁草書房）ISBN:4326651385
江原由美子編  『性の商品化』（勁草書房）ISBN:4326651660
スタジオポット編 『売る売らないはワタシが決める――売春肯定宣言』（ポット出版）ISBN:
9784939015243
鈴木涼美  『AV女優の社会学ーーなぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか』（青土社）ISBN:
9784791767045
青山薫 『「セックスワーカー」とは誰かーー移住・性労働・人身取引の構造と経験』（大月書店）
ISBN:9784272350261
荻上チキ 『彼女たちの売春』（新潮社）ISBN:9784101211718

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

坂爪真吾  『性風俗のいびつな現場』（筑摩書房）ISBN:9784480068682
中村淳彦 『女子大生風俗嬢ーー若者貧困大国・日本のリアル』（朝日新聞出版）ISBN:
9784022736376
宮本節子  『AV出演を強要された彼女たち』（筑摩書房）ISBN:9784480069344
上記の教科書は候補であり、実際には授業中に指示する。英文テキストも使用する。 

 [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]
毎週、指定文献を読んでから、講義に参加することが必須である。 

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀大学　　　　　　　　　
データサイエンス学部 講師 伊達　平和

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  基礎的な資料とデータの分析（社会調査士科目C）  

 [授業の概要・目的]
社会調査によって得られる量的・質的データに関する知識は、社会調査を行う上で、また調査報告
書や資料を理解する上で必要不可欠なものである。また、実際に統計ソフトを用いて、データ分析
を行うことは、社会生活の多くの場面で求められている。以上を背景として、本講義では、①公的
統計や調査報告書を理解できるようになること、②基礎的な統計量や各統計量の算出法を理解し、
基礎的なデータの分析が行えるようになることを目的としている。なお、本講義は社会調査士科目
Cに対応する科目である。 

 [到達目標]
１．度数分布、代表値、クロス集計、相関係数などの記述統計データの読み方を理解し、適切に計
算することができる。 
２．データの種類に応じたグラフが作成できる。 
３．因果関係と相関関係の違い、擬似相関の概念について理解できる。 
４．基礎的なデータ分析を用いた資料を理解し、自ら作成することができる。 
５．Excelを用いて基礎的なデータ分析ができる。 

 [授業計画と内容]
基本的に以下の授業内容を組んでいる。ただし受講生のスキル、理解度に応じて順序や回数を変え
ることがある。 

１．イントロダクション：社会調査とデータ分析 
２．統計資料の整理１：統計資料の収集と読み方 
３．統計資料の整理２：適切なグラフの選択と利用 
４．主要な記述統計量１：度数分布表とヒストグラム 
５．主要な記述統計量２：代表値（平均値・中央値・最頻値） 
６．主要な記述統計料３：分布（分散、標準偏差） 
７．因果関係と相関関係１：因果関係と相関関係の概念、散布図と相関係数 
８．因果関係と相関関係２：回帰分析の基礎 
９．因果関係と相関関係３：回帰分析の応用 
１０．クロス集計１：クロス集計の基礎 
１１．クロス集計２：クロス集計と関連係数 
１２．クロス集計３：３重クロス集計、媒介関係と疑似関係 
１３．レポートの作成 
１４．プレゼンの作成 
１５．まとめ

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中に行う小テスト(30％)、小レポートを複数回(30％)、期末レポート(40％)によって成績評価を
行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
廣瀬毅士・寺島拓幸  『社会調査のための統計データ分析』（オーム社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は基本的に必要ありませんが、統計ソフトを用いた実習を含むので、適宜課題に応じて復習が
必要となります。 

（その他（オフィスアワー等））
計算をしてもらうので√計算が出来る電卓が必要です。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 長谷川　公一

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  環境問題と社会運動の社会学  

 [授業の概要・目的]
　世界的な経済成長と公害・環境問題を背景に、1970年代にアメリカで誕生した環境社会学は、日
本においても独自の展開を遂げました。世界と日本の環境社会学のそれぞれの特質を考察します（
2ー4回）。環境社会学を生み出す契機にもなった社会運動を反省的に捉える中から、社会運動研究
も活性化しました（5ー7回）。2011年の福島原発事故と2015年のパリ協定の採択を契機に、各国の
エネルギー政策や気候変動政策、産業政策はいま大きく転換しつつあります（8ー13回）。それに
もかかわらず原発事故の当事国日本はなぜ変わろうとしないのか、なぜ変われないのか。国際社会
はいま鋭く問いかけています（14・15回）。このような問いかけに、私たちは、社会学の視点から
どのように対峙することができるでしょうか。受講者のみなさんと一緒に考えていきましょう。 

 [到達目標]
　 Don't kill Kyoto.「京都を殺すな」。これは気候変動の国際会議でよく耳にした言葉です。この場
合の京都は、京都議定書を意味します。京都議定書を守れというNGOなどの声だったのです。1997
年に採択された京都議定書を基礎に、2015年に気候変動に関するパリ協定が誕生しました。京都議
定書やパリ協定のような新たな環境政策は、環境問題をめぐる、社会運動と政策当局、産業界との
相互の緊張関係の中から生まれてきました。ポスト平成時代の幕開けが迫る2018年。やがて2030年、
2050年を迎えます。この講義では、1）環境社会学と社会運動論の歴史を振り返り、それぞれの研
究課題を把握したうえで、2）具体的な環境問題として原子力発電、気候変動問題を取りあげ、環
境政策と社会運動の接点から、理論的および実践的課題について理解を深めましょう。3）これら
をとおして、福島原発事故の当事国である日本がなぜ変われないのか、現代日本の社会と政治の課
題についても考察します。
　　　最後に課題レポートを課します。

 [授業計画と内容]
1. ポスト平成時代を生きる君たちへ（第1回）
2. 環境社会学の課題と展開（2ー4回）
3. 社会運動論という視座（5ー7回）
4. 脱原子力社会へ（8ー10回）
5. 脱炭素社会へ（11ー13回）
6. リスク社会における運動の政策化と政策の運動化（14回）
7. 日本は変われるのか（15回）

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席状況や質疑・討議への参加状況（平常点、40%程度を予定）と、課題レポート（60%程度を
予定）により評価します。

 [教科書]
長谷川　公一 『環境運動と新しい公共圏：環境社会学のパースペクティブ』（有斐閣）ISBN:4-
641-07667-7（本講義の基本的な問題意識を述べたもの。受講者は、なるべく入手してください。）
ハンドアウトを配布予定。

 [参考書等]
  （参考書）
長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志 『社会学』（有斐閣）ISBN:978-4-641-05370-0（社会
学の代表的な教科書の一つ。）
長谷川公一・品田知美編 『気候変動政策の社会学：日本は変われるのか』（昭和堂）ISBN:978-4-
8122-1553-1（終章「脱炭素社会への転換を」を寄稿。11ー13回に対応。）
長谷川公一・山本薫子編 『原発震災と避難：原子力政策の転換は可能か』（有斐閣）ISBN:978－4-
641-17433-7（終章「福島原発震災から何を学ぶのか」を寄稿。8ー10回に対応。）

  （関連ＵＲＬ）
https://www.sal.tohoku.ac.jp/jp/research/researcher/profile/---id-61.html(本務校の教員紹介ページ)
http://www2.sal.tohoku.ac.jp/~hasegawa/index.html(講師のオフィシャル個人サイト)
http://www2.sal.tohoku.ac.jp/~hasegawa/biblio.html(講師の研究業績等一覧)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　講師の問題意識を把握するために、授業前にできるだけ、次の2点に目を通してきてください。
　(1)『脱原子力社会へ：電力をグリーン化する』（岩波新書、2011年9月刊）。読みやすい新書版。
福島原発事故を契機に、世界的に、エネルギーをめぐる大転換が始まりつつある。
　(2) 「卒業生に贈る言葉」（本務校での卒業生へのメッセージ。2001年度以降の毎年分を載せて
いる）。http://www2.sal.tohoku.ac.jp/~hasegawa/farewell.html 
　
その他（オフィス・アワー等）
　基本的に前半～中盤は講義形式で授業を勧めますが、講義の途中であっても受講者の積極的な質
問やコメントを歓迎します。 

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学：質的調査法の可能性（社会調査士科目F）

 [授業の概要・目的]
フィールドワークの方法およびインタビューの方法について学んだうえで、具体的なテーマにそっ
てフィールドワークを行い、その成果を報告書の形でまとめることで、質的調査の力を養う。

 [到達目標]
グループ討論を実施し、現代文化や社会問題を対象としたフィールドワークを踏まえて質的調査能
力をを身に着ける。また、さらにプレゼンテーションの時間を設け、聞き手に配慮したプレゼンテ
ーション能力を身に着ける。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のリアクションペーパー、提出物(論文・レポートなど)

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連文献の講読とリアクションペーパー執筆

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 農学研究科 秋津　元輝

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  農村と農業の社会学

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

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

 [授業計画と内容]
＜現代農村研究の最前線＞
1．現代食農社会学を学ぶ意義
2．現代における農村の社会的構築
3．Ｉターン研究と戦後史
4．Ｉターンの現状と移住後の変化
5．農村ジェンダー研究
6．農村ジェンダーの戦後史
7．先進国の農村社会論：欧州
8．先進国の農村社会論：米国

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

＜現代農村のサバイバル＞
12．出会いと交流：都市農村交流のデザイン
13．集落の存続問題と地域再生
14．アジア農村の変貌
15．予備日

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない。資料を毎回配布する。

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  社会調査の意義と作法　(社会調査士資格認定科目　B)

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間でレポート（40％）　＋　最終のレポート試験（50％）　＋　平常点（10％）

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 岡邊　健

 

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  社会調査における多変量解析の利用 (社会調査士資格認定科目　E)

 [授業の概要・目的]
量的な社会調査データの分析で用いる基礎的な多変量解析法の考え方とその利用方法について学習
する。3元クロス表の分析（エラボレーション）、分散分析、重回帰分析、因子分析等について、
順次解説する。

 [到達目標]
多変量解析の考え方と利用法を身につけ、統計ソフトウェアによる解析を行なうことができるよう
になる。

 [授業計画と内容]
1. イントロダクション
 2. 統計ソフトウェアSPSSの操作の基本
 3. 推測統計の復習
 4. 2元クロス表と関連の指標
 5. 3元クロス表の分析（1）見せかけの関係
 6. 3元クロス表の分析（2）媒介変数による解釈
 7. 分散分析
 8. 相関と単回帰分析
 9. 重回帰分析（1）その基本
10. 重回帰分析（2）決定係数、偏回帰係数の検定
11. 重回帰分析（3）ダミー変数、多重共線性
12. ロジスティック回帰分析
13. 因子分析
14. 主成分分析
15. 復習とまとめ

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間レポート（50％）　＋　最終レポート（50％）
これらのレポートにより、到達目標の達成度を評価する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 佐藤　卓己

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [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。 

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 吉田　純

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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基本的な枠組として、インターネット
空間を中心とした情報ネットワーク社会の諸問題について考察する。

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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 岡邊　健

 

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   

 [授業の概要・目的]
犯罪や非行を題材に、現代社会（とりわけ現代日本社会）について社会学的に考察する構えを身に
つけるための講義である。犯罪学の歴史と方法、犯罪・非行の原因・要因に関する主な理論、犯罪
対策のあり方等について概説する。

 [到達目標]
・犯罪の原因や要因に関する理論的・実証的研究の動向を理解する。 
・犯罪統制の態様とその前提となる考え方を理解する。 
・犯罪学や犯罪社会学の研究方法を理解する。 

 [授業計画と内容]
基本的に以下の内容・順序で進める。ただし、講義の進行具合や時事問題への言及等に対応して、
内容・順序を変更する場合がある。下記に掲げる教科書と当日配布資料を用いて、講義を行う。
第1回　イントロダクション 
第2回　犯罪学の歴史 
第3回　犯罪学・犯罪社会学の方法 
第4回　犯罪の測定方法 
第5回　公式統計でみた犯罪・非行の動向と現状 
第6回　犯罪学・犯罪社会学における統計学の活用 
第7回　犯罪・逸脱の諸理論（社会解体論と緊張理論） 
第8回　犯罪・逸脱の諸理論（学習理論とコントロール理論） 
第9回　犯罪・逸脱の諸理論（ラベリング論） 
第10回　犯罪・逸脱の諸理論（心理学的説明） 
第11回　犯罪・逸脱の諸理論（生物学的説明） 
第12回　犯罪対策の基礎 
第13回　犯罪発生の防止のための介入 
第14回　再犯防止のための介入 
第15回　最終試験 
第16回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
【評価方法】 
　最終試験（80%）、平常点評価（20%） 
　平常点評価には、講義中に課す小レポートの評価を含む。

【評価基準】 
　到達目標について、文学部の評価基準に沿って評価する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
岡本英生・松原英世・岡邊健 『犯罪学リテラシー』（法律文化社、2017）ISBN:9784589038616
教科書はかならず事前に入手されたい。

 [参考書等]
  （参考書）
岡邊健 『現代日本の少年非行――その発生態様と関連要因に関する実証的研究』（現代人文社、
2013）ISBN:9784877985684
岡邊健編 『犯罪・非行の社会学――常識をとらえなおす視座』（有斐閣、2013）ISBN:
9784641184183
浜井浩一編 『犯罪統計入門――犯罪を科学する方法〔第2版〕』（日本評論社、2013）ISBN:
9784535519619
小林寿一編 『少年非行の行動科学――学際的アプローチと実践への応用』（北大路書房、2008）
ISBN:9784762826047
上記のほか、講義のなかで示す。教科書186ページ以降の「推薦図書」「引用文献」も参考にされ
たい。

  （関連ＵＲＬ）
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjscrim/-char/ja/(日本犯罪社会学会機関誌『犯罪社会学研究』Web版
)
http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html(『犯罪白書』Web版)

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義の中で教科書を用いるが、教科書の全内容には言及できない。教科書の指定箇所を読んでおく
よう講義のなかで伝える。復習と発展的学習の意味があるので、必ず読んでほしい。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 中京大学 埴淵　知哉

 

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3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  統計的・系統的な地域調査法

 [授業の概要・目的]
地域で起こる現象や地域の特徴を把握するためには、さまざまな種類の地域調査法を利用する必要
がある。その中で、本講義では統計的な地域調査法や系統的な観察について概念・理論を紹介する
とともに、それらの方法を通じて得られた地理的データを分析し、地域を俯瞰的に把握する方法を
解説する。具体的には、地域住民に対する標本調査の設計や、街路の物理的または仮想的な現地調
査、国勢調査の利用方法などを取り上げ、地理学において地域をどこまで「調査」できるのかを議
論する。さらに、インターネット調査やクラウドソーシングのような、近年注目を集める新たな調
査法を地域調査に応用する方法についても紹介し、その可能性を探っていく。講義では、何らかの
テーマに基づく調査設計の練習やグループワークなどを通じて、可能な限り実践的に調査法を学べ
るようにする。

 [到達目標]
様々な地域調査法の長所と短所を理解し、課題に対して適切な方法を選択できる能力を養う。
地域調査およびデータ分析に必要な基本的スキル（統計、GISなど）を習得する。

 [授業計画と内容]
第1-2回：講義概要および地域調査法の基礎に関する説明
第3-4回：国勢調査の特徴、利用法、課題
第5-6回：標本調査の特徴、利用法、課題
第7-8回：インターネット調査の有効性と問題点
第9-10回：系統的観察による地域特性の把握
第11-12回：クラウドソーシングによるデータ収集の可能性
第13-14回：研究テーマに応じた調査法の選択
第15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]
レポート（60%） 
平常点：授業中の課題、議論への参加状況など（40%）

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義形式での解説と実際のデータ分析やグループワーク等を繰り返しながら授業を進めていくため、
適宜、翌週までに必要な分析作業（復習）や準備しておくデータ（予習）等を指示する。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 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 特殊講義

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。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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 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 特殊講義

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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
　フランス語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。 

   
 
 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
　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。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 宮　紀子

 

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  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
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、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]
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]
授業で取り上げる教材を日本語訳し、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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 宮　紀子

 

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  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]
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））
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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 柴田　悠

 

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  人間行動論（Human Behavior）

 [授業の概要・目的]
この社会で「幸せに生きる」には、どうしたらいいのか？　身近な人の「幸せをサポートする」に
は、どうしたらいいのか？　そして、「より多くの人々が幸せに生きられる社会」をつくるには、
どうしたらいいのか？
「幸せ」という概念は「本人がそうありたいと望む状態」として使われることが多い。そのため、
上記の問いは、人間行動についての究極的な問いの一つといえる。
そこで本講義では、上記の問いについての最新の研究成果や、担当教員による現在進行中の研究を
ふまえながら、受講者とともに上記の問いへの答えを考究する。
（なお、全学共通科目における同教員の前期「社会学I」・後期「社会学II」よりも「幸福」と「人
間行動」に重点を置いた授業方針となるため、毎回の内容もモードが異なる。多角的な理解を深め
るためには「社会学I」「社会学II」の受講も推奨する。）

 [到達目標]
人間行動に関する問いについて、客観的に考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に、以下の計画に従って講義を進める。ただし、受講者の状況などに応じて、順番や内容を
変更する可能性がある。
また、一方的な講義にならないように、グループディスカッション（GD)による感想交換・質問錬
成や、コメントシートによる質疑応答なども行う。

第1回　これからの社会はどうなるのか――「AIとベーシックインカム」「2045年」＋解説
第2回　どうしたら幸せに生きられるのか（1）遺伝子――PDFテキスト
第3回　どうしたら幸せに生きられるのか（2）行動――PDFテキスト
第4回　どうしたら幸せに生きられるのか（3）環境――PDFテキスト
第5回　どうしたら幸せに生きられるのか（4）資本主義と社会保障――PDFテキスト
第6回　資本主義と社会保障――「ニッポンのジレンマ」＋GD＋解説
第7回　資本主義の起源――『子育て支援と経済成長』第4章1/2＋GD＋解説
第8回　社会保障の起源――『子育て支援と経済成長』第4章2/2＋GD＋解説
第9回　社会保障の効果（1）――「プライムニュース」『子育て支援が日本を救う』1/2＋GD＋解
説
第10回　社会保障の効果（2）――「プライムニュース」『子育て支援が日本を救う』2/2＋GD＋解
説
第11回　AIがもたらす未来（1）――「AIとベーシックインカム」「2045年」＋GD＋解説
第12回　AIがもたらす未来（2）――NHKスペシャル「AIに聞いてみた」1/2＋GD＋解説
第13回　AIがもたらす未来（3）――NHKスペシャル「AIに聞いてみた」2/2＋GD＋解説
第14回　これからの社会をどう生きるか、どう変えるか

・学期末試験（詳細は授業中に説明）
・フィードバック（詳細は授業中に説明）

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末試験（筆記、100点満点）によって評価する。

 [教科書]
柴田悠 『子育て支援が日本を救う――政策効果の統計分析』（勁草書房）ISBN:4326654007（社会
政策学会の学会賞を受賞。日経新聞・朝日新聞・読売新聞などで書評・インタビューが掲載。）
柴田悠 『子育て支援と経済成長』（朝日新聞出版）ISBN:4022737069（朝日新書606。日経新聞・朝
日新聞・読売新聞などで書評・インタビューが掲載。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://sites.google.com/site/harukashibata/profile(教員紹介のページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は、次回に扱うテキストPDFや教科書が指定されていれば、その該当範囲をできるだけ読んで
おくこと。指定されていなければ、次回の内容と関連する本やニュース記事、ドキュメンタリー番
組などをできるだけ通読・視聴おくこと。
復習は、毎回の授業内容をふりかえり、不明点については、自分で調べるか、次回に口頭かコメン
トシートで教員に質問すること。
予習・復習の時間配分は、予習60分、復習30分を目安とする。

（その他（オフィスアワー等））
総合人間学部、人間・環境学研究科、文学研究科と共通の授業。
オフィスアワーについては授業中に説明する。
なお、履修人数を発表スケジュールに適した人数に制限する可能性がある。

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目 Asian Families and Intimacies: Intra-regional Diversity and Transcultural Dynamics  

 [授業の概要・目的]
To date, the research work of Asian scholars on their respective societies has typically been relayed to other 
areas of Asia through European and North American academic circuits. This mediated communication has 
not only produced a significant distortion in focus, but has also resulted in a failure to appreciate the shared 
intellectual heritage of the different societies of the Asian region as well as the differences of emphasis and 
orientation among them. The ‘Asian Families and Intimacies’ series, the textbook used in this course, has 
been planned by the Asian researchers from 9 societies who have been collaborating with Kyoto University 
Asian Studies Unit (KUASU) for years as the first realization of a larger project, entitled ‘Asian Intellectual 
Heritage’, designed to collect, translate and share important and influential writings that are key texts of the 
academic and intellectual heritage of societies across Asia. The editors have decided to launch this ambitious 
project with a series on families and intimacies because ‘the family’ has typically been attributed a special 
cultural value in Asian societies. 
This course will enable students with diverse backgrounds to engage directly and unmediatedly with the 
insights into the key issues of our times from the ‘insiders’ perspective’ of Asian intellectuals and 
provide them chances to discuss with each other and contribute to imagining the foundation on which future 
collaborations across the Asian region can be built. 

Study Focus: Society, Economy and Governance. 
Modules: Mobility & Research 1; Mobility & Research 2; Research 3. 

 [到達目標]
(1) To learn about the shared intellectual heritage of the different societies of the Asian region as well as the 
huge historical and contemporary diversity both in theory and in practice. 
(2) To liberate ourselves from Orientalism and self-Orientalism so as to better understand ourselves and our 
neighbours and redefine our and their places in a changing world. 
(3) To understand the varying and intersecting processes of ‘Sinicization’, ‘Sanskritization’, ‘
Modernization’, and ‘Globalization’ across the Asian region as well as more local transcultural 
dynamics. 
(4) To learn about changes in the family and intimate relations which are of deep and pressing concern in the 
Asian region today. 

 [授業計画と内容]
0. Introduction [1 week] 
1. Families, Ideologies and the States [2 weeks] 
2. Varieties of Patriarchy and Patrilineality [2 weeks] 
3. Sexual Modernities and Transforming Intimacy [2 weeks] 
4. Marriage Formation [2 weeks] 
5. Care and Familialism Reconsidered [2 weeks] 
6. Gender Roles and Identities [2 weeks] 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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7. Conclusion [1 week] 
8. Feedback [1 week]

 [履修要件]
Completion of modules “Introduction to Transcultural Studies,” “Skills for Transcultural Studies,” “
Focus 1” and “Focus 2” 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Oral presentation (30%), final report (40%), participation (30%).

 [教科書]

The ‘Asian Families and Intimacies’ series to be published from Sage edited by the researchers from nine 
Asian countries (Thailand, Korea, India, Vietnam, Japan, the Philippines, Taiwan, China and Indonesia) who 
have been collaborating with Kyoto University Asian Studies Unit (KUASU ). 

1. Families, Ideologies and the States [edited by Thanes WONGYANNAVA (Thammasat University, 
Thailand)] 
2. Varieties of Patriarchy and Patrilineality [edited by EUN Kisoo (Seoul National University, South Korea)] 
3. Sexual Modernities and Transforming Intimacy [edited by Patricia UBEROI (formerly, Institute of 
Economic Growth, Delhi, India)] 
4. Marriage Formation [edited by NGUYEN Huu Minh (Vietnamese Academy of Social Sciences)] 
5. Care and Familialism Reconsidered [edited by OCHIAI Emiko (Kyoto University, Japan)] 
6. Gender Roles and Identities [edited by Carolyn SOBRITCHEA (University of The Philippines] 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to spend a certain amount of time outside of this class reading the textbooks and 
preparing for the oral presentations. 

（その他（オフィスアワー等））
*Please visit KULASIS to find out about office hours.

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  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 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Welfare Regime and Cross-Border Migration

 [授業の概要・目的]
This course will discuss how welfare regimes intertwine with migration regimes in the process of rapid 
economic development and demographic change in Asian countries. One of the features of the Asian 
economic miracle was not only utilizing the demographic dividend and high educational attainment of its 
labor force, but also accepting migrants, domestic workers in particular, to facilitate the participation of local 
women in the labor market. From the social policy side, liberal familialism in Asian countries justified 
maintenance of “family value” and the commercialization and externalization of reproductive work by 
recruiting foreign domestic worker as an extra family member. Sometimes this familialism triggered cross 
border marriage for the formation of family welfare and this became the foundation of multiculturalism in 
some societies. In the process of demographic ageing, some Asian countries also borrowed institutional 
frameworks of welfare states in Europe such as Korea, Japan, and Taiwan. Therefore, divergence of welfare 
regime of Asian countries is observed.

 [到達目標]
Students will receive basic instruction on welfare policy, migration policy and related policies in Asian 
countries. 

 [授業計画と内容]
A detailed plan for each class may be changed depending on the participants.
The contents of the course include the following classes. 
1. Economic development in Asia 
2. Demographic change 
3. Diversity of political system 
4. Development and migration 
5. Feminization of labor and migration 
6. Ageing and migration 
7. Population policy and marriage migration 
8. Social integration/multicultural policy 
9. Logic of human rights and migration 
10. Policy of sending countries 
11. International labor market formation 
12. International collaboration and mutual benefit 
13. Welfare Regime
14. Familialism
15. Conclusion

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
participation and papers.

 [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]
readings and reaction comments are important.  

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 こころの未来研究センター 広井　良典

 

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  現代社会論演習

 [授業の概要・目的]
「持続可能な福祉社会／定常型社会」という社会像を意識しつつ、ローカルからグローバルにおよ
ぶ現代社会の諸課題について、理念・哲学と政策・社会システムの架橋、あるいは「人間について
の探究」と「社会に関する構想」の総合化を重視しながら考究する。

 [到達目標]
現代社会における諸課題あるいは人間という存在について、ケアやコミュニティ、死生観といった
視点を含め、原理にさかのぼった考察を行いつつ、同時にそれを具体的な政策・社会システムと結
びつけ、オリジナルな構想や提言に展開できる能力を養う。  

 [授業計画と内容]
上記の観点から、現代社会論に関わる書物や論文を読み、議論をする。また、現代社会論にかかわ
る関心事について受講者に報告してもらう。具体的なテーマと取り上げる書物や論文については、
受講者と相談の上、決める。

 [履修要件]
特にないが、積極的に発表、および議論に参加すること  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の出席・報告やレポート等による

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
広井良典 『ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来』（岩波新書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
課題テキストを読みレポートを作成すること及び自らの関心のあるテーマについてのレジュメ等の
作成。   

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 こころの未来研究センター 広井　良典

 

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  現代社会論演習

 [授業の概要・目的]
「持続可能な福祉社会／定常型社会」という社会像を意識しつつ、ローカルからグローバルにおよ
ぶ現代社会の諸課題について、理念・哲学と政策・社会システムの架橋、あるいは「人間について
の探究」と「社会に関する構想」の総合化を重視しながら考究する。  

 [到達目標]
現代社会における諸課題あるいは人間という存在について、ケアやコミュニティ、死生観といった
視点を含め、原理にさかのぼった考察を行いつつ、同時にそれを具体的な政策・社会システムと結
びつけ、オリジナルな構想や提言に展開できる能力を養う。 

 [授業計画と内容]
上記の観点から、現代社会論に関わる書物や論文を読み、議論をする。また、現代社会論にかかわ
る関心事について受講者に報告してもらう。具体的なテーマと取り上げる書物や論文については、
受講者と相談の上、決める。

 [履修要件]
特にないが、積極的に発表、および議論に参加すること  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の出席・報告やレポート等による

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
広井良典 『ポスト資本主義　科学・人間・社会の未来』（岩波新書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
課題テキストを読みレポートを作成すること及び自らの関心のあるテーマについてのレジュメ等の
作成。  

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

ユワスクラ大学　　　　　
社会科学哲学研究所 教授 Pekka Korhonen

 

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3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  The Concepts of Asia and Europe 亜細亜と欧羅巴という概念  

 [授業の概要・目的]
The purpose of the lectures is to explore the ways in which understanding of two continental concepts has 
changed over time. The lectures move through the disciplines of history, geography, cartography, cosmology, 
cultural studies, linguistics, economics, sociology, and politology, because different aspects of social activity 
have shaped the concepts during different periods.  

 [到達目標]
Students are expected to learn not only about the specific concepts of Asia and Europe, but also more 
generally about the way social, economic and political change changes language, while also language directs 
the course of social activity. 
We will move backwards in time, starting from the present situation. There is a tendency to move towards 
more political understanding of the concepts throughout history, and China is now emerging again as the 
principal location for new Eurasian interpretations. Japan used to be the proactive nucleus for Asian discourse 
for nearly two centuries, perhaps even more, depending on the interpretation. The discussion went through 
many phases, from ideas of an integrated community, based on ideas of regional Asian Pacific rapid 
economic growth and cooperation during the Cold War period, while Europe tended to be a distant ideal and 
competitor for ideas of regionalism. Rapid demographic changes were one of the sociological undercurrents 
of this period. During the 1930s and 1940s both Asia and Europe became objects of military and racial 
discourse, as a result of the thinness of a more cultural understanding during the early part of the 20th 
Century. The 19th Century witnessed the final breakthrough of European geopolitical and geocultural 
concepts in Asia, but before that there were long centuries of experimental attempts at amalgamating 
European and Sinocentric concepts in the eastern end of the Eurasian landmass, while also Russia in the 18th 
Century became an important source of interpretations. During the periods of exploration an earlier European 
religious understanding of geographic concepts slowly gave way to a secular understanding, while interest in 
geography in general rose in Europe only during the late Medieval period. The concepts of Asia and Europe 
are not of European origin as usually thought, but they are rather based on classical Greek geography - and 
Greeks of that time definitely were not Europeans. That discussion took place roughly 2000 years ago, but 
going further back in history does no more produce much additional knowledge about these concepts. 

 [授業計画と内容]
５月１０日　Chinese Asia and the geopolitics of Eurasia 2013-2017 
中国の亜細亜一帯一路とユーラシアの政治地理学 
５月１７日　Japanese Asian Community 2009 日本のアジア共同体 
５月２４日　Asia-Pacific　1960s-1990s　アジア太平洋時代 
５月３１日　Postwar Asia and Europe 1950s　戦後アジアとヨーロッパ 
６月７日　　Greater East Asianism 1930s-1940s　大亜細亜主義 
６月１４日　Asian Cultural Unity 1900s-1920s　亜細亜の文化的な統一 
６月２１日　Leaving Asia, Entering Europe 1860s-1880s　脱亜入欧 
６月２８日　Discussion　座談 

Videos 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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http://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/faculty-of-lettersja/793e4f1a5b66-72796b8a8b1b7fa9-korhonen-ari-pekka/video 

American New World Geography 米国の戦後地理学 

The Fall of Chinese Civilization II : 1800s : Wei and Xu　中華文明の崩壊:魏源魏源と徐繼U+756C

The Fall of Chinese Civilization I : 1600-1700　中華文明の崩壊:西川如見と新井白石 

亜細亜＝inferior+narrow+inferior?　歐邏巴人の Asia の漢字名 

Geography of the explorations 大航海時代の地理学 

Medieval Christian geography　中世ヨーロッパの地理学 

Classical Greek geography　古典的なギリシアの地理学

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Discussions during lectures, final essay.

 [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]
No earlier preparations necessary 

（その他（オフィスアワー等））
Thursdays 12-13

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 奥村　隆

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  コミュニケーションと社会意識の社会学  

 [授業の概要・目的]
社会学は矛盾や不調和を発見することを入り口に、人間と社会を新たにとらえ直すパースペクティ
ブを展開してきた。この講義ではコミュニケーションと社会意識を主要なテーマとして、「不調和
からのパースペクティブ（perspective by incongruity）」によってどのような認識が可能になるかを
考えていきたい。全体は大きく3パートからなり、第1パートではコミュニケーションをめぐって社
会学および周辺の理論から開かれる認識を考察する。第2パートではモーツァルトのいくつかのオ
ペラを素材に、「赦し」と「政治」という視点からなにが発見できるかを論じる。第3パートでは
社会意識を論じた日本の社会学者たちの議論をもとに、そこでどのような矛盾が見出され、なにが
解明されたかを検討する。 

 [到達目標]
社会学独自の発想法、とくに矛盾や不調和から開かれる思考法を身につけるとともに、コミュニケ
ーション、社会意識について考察する枠組みを理解することができる。 

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし、講義の進行度、受講生の関心などから順序
や回数などに変更がありうる。 
第1回　イントロダクション――「賢い阿呆」と「愚かな利口者」 
第2回　浸透と暴力――ルソー 
第3回　誘惑と葛藤――レインとサルトル 
第4回　思いやりとかげぐち――ゴフマン 
第5回　矛盾と跳躍――ベイトソン 
第6回　自律と模倣――ジラール 
第7回　慈悲のポリティクス(1)――「フィガロの結婚」 
第8回　慈悲のポリティクス(2)――「ドン・ジョヴァンニ」と「コジ・ファン・トゥッテ」 
第9回　慈悲のポリティクス(3)――「皇帝ティートの慈悲」と「魔笛」 
第10回　相乗性と相剋性――見田宗介 
第11回　羞恥と赦し――作田啓一 
第12回　絶対所与と相対所与――吉田民人 
第13回　煽りと鎮め――大村英昭 
第14回　遊びと死にがい――井上俊 
第15回　フィードバック 
＊フィールドバックの実施方法については授業中に説明をする。

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（70％）および平常点評価（30％）による。レポートは授業の理解度およびオリジナリテ
ィに基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
奥村隆 『反コミュニケーション』（弘文堂）ISBN:978-4-335-50135-7
奥村隆 『社会はどこにあるか――根源性の社会学』（ミネルヴァ書房）ISBN:978-4623080205
奥村隆編 『作田啓一 vs. 見田宗介』（弘文堂）ISBN:978-4335551833
奥村隆 『慈悲のポリティクス――モーツァルトのオペラにおいて、誰が誰を赦すのか（仮題）』（
岩波書店）（2018年刊行予定 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は不要であるが、授業後に参考文献の講読やオリジナルな文献調査などによって理解を深める
復習を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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  社会調査のための統計学　（社会調査士資格認定科目　D）

 [授業の概要・目的]
統計的データをまとめたり分析したりするために必要な、推測統計学の基礎的な知識に関する授業。
様々な統計データの利用例を紹介しながら、確率論の基礎、基本統計量、検定・推定理論とその応
用（平均や比率の差の検定、独立性の検定）、サンプリングの理論、クロス表の読み方と検定、相
関係数、偏相関係数、変数のコントロール、回帰分析、多変量解析の基礎などについて説明する。
具体的な例題を与えながら、授業を進める予定。

 [到達目標]
計量社会学研究のために必要とされる統計学の基礎的な知識を習得することが目標。多様なデータ
に対応した研究手法の基礎になっている統計学の考え方を理解し、基本的な計算方法についても習
得する。

 [授業計画と内容]
1.社会のなかの統計学
2.多様な統計データと統計分析：統計のウソ
3.分布を読む
4.母集団と標本
5.推測統計の基礎（1）：確率の考え方と確率変数の分布
6.推測統計の基礎（2）：正規分布の利用
7.推定と検定（1）：平均の推定
8.推定と検定（2）：比率の検定、比率の差の検定
9.推定と検定（3）：平均の差の検定
10.クロス表の読み方と検定
11.相関と回帰
12.回帰分析
13.第３の変数
14.重回帰分析の基礎
15.多変量解析の意義

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中に２回程度、簡単な課題（40点）＋　最終試験（50点）+　出席（10点）

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
盛山和夫 『統計学入門』（ちくま学芸文庫）
杉野勇 『入門・社会統計学』（法律文化社）
津島・山口・田邊編 『数学嫌いのための社会統計学』（法律文化社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に与えられた課題に取り組む

（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>

社会学（演習I）
Sociologynbsp (Seminars)nbsp

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

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3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Doing Sociology

 [授業の概要・目的]
各自の関心に応じて研究課題を選び、3・4回生の2年間をかけてその課題についての社会学的探究
を深めて卒業論文を完成させることが、社会学専修の学部教育のひとつの目標である。3回生の前
期に受講することが期待される本演習では、各自の関心のおおまかな方向性によって関連分野の基
本文献を読み、それを踏まえて各々が取り組む研究課題をより鮮明にし、論文形式でのレポート作
成に挑戦する。

 [到達目標]
（1）各自の関心に近い社会学の分野についての基本的知識を習得する。
（2）各自が2年間をかけて追究する研究課題を見つける。
（3）論文執筆の形式を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　導入　これまでの卒業論文の紹介
第2・3回　各自の関心の発表　基本文献の提示
第4～15回　基本文献の内容紹介とそれを踏まえた自分の研究計画を発表（１回に3人ずつ）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習での発表と発言、および期末レポートにより評価する。比率は50%ずつ。

 [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]
指示された基本文献を読み、発表準備をする。

（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>

社会学(講読)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 Stephane Heim

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  英語文献講読

 [授業の概要・目的]
現代日本社会はグローバル化が進行し、多民族社会化していると指摘されています。こうした状況
のなかで、外国人を排斥するような思考や行為も顕著になっています。現代世界において膨張しつ
つある排外主義に対してどのように異なるもの同士の共生が実現できるかについて、日本の多文化
化・多民族化を事例にして考える。

日本社会における多文化共生の状況について、その歴史的経緯、排除と異化、包摂と同化、単一民
族の神話、教育と福祉、ポピュラーカルチャなどの観点から記述・考察された英語文献の読解を通
じて理解を深めるとともに、こうした状況に対する自らの見解を英語で発信するための基礎的能力
を身に付ける。

 [到達目標]
英語文献を通して、日本社会を外部から捉える視点の理解とそれに対する批判的視座を身につける。

 [授業計画と内容]
授業では、各自が自らの関心にそって、Multicultural Japanの諸相を分析した英語論文を精読する。
精読とは、丁寧で正確な翻訳をするだけではなく、その内容について批判的創造な理解を深めるこ
とを目的としている。そのため事前の学習が求められる。

 [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40％、レポート60%で評価を行います。

 [教科書]
授業中に指示する
授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に文献を読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
面談の必要があれば授業の前後にアポを取ってください。

※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>

社会学(講読)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 ポンサピタックサンティ　ピヤ

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  社会学の論文を英語で読む

 [授業の概要・目的]
本授業では、英語文献を通じて、社会学的な観点から、メディアや広告を検討する。具体的に、マ
スメディアとデジタルメディア、グローバル・メディア、機能主義やコンフリクト理論、近年の理
論などのメディアに関する理論的視座、広告の記号論、広告における記号生成過程とイデオロギー
などである。また、授業時間内に日本国内および世界のメディアや広告の映像資料を検討し、英語
文献の内容をより深く理解する。さらに、自らの見解を英語で表現するための基礎的能力を身に付
ける。つまり、次のようなプロセスを期待する。Read (and Watch)⇒　Comprehend⇒ Express (Write, 
Speak and Present)。

 [到達目標]
英語文献を通して、社会学のアプローチから「メディア」や「広告」に関する文献を検討・理解す
るうえで、英語で表現できる。また、授業時間内に日本国内および海外の映像資料を見て、英語で
身近なメディアや広告を理解することにより、今後とも英語文献を楽しめることができるように期
待する。

 [授業計画と内容]
基本的には毎回テキストを翻訳していき、学生の理解等をふまえて適宜解説を加える。

第1回オリエンテーション
第2～6回 1本目のテキストの講読
第7～8回中間発表とフィードバック
第9～13回2本目のテキストの講読
第14～15回 最終発表とフィードバック

 [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・小テスト40%、発表 30% 、レポート30%

 [教科書]
授業中に指示する
授業で配布する。

 [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]
事前に文献を読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
面談の必要があれば授業の前後にアポを取ってください。

※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>

社会学(実習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  小社会からみた地域創生の実態と可能性/地域社会学 （社会調査士科目Ｇ）

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、フィールドワークの手法を学習しながら、以下の四点を基軸に地域社会調査を企
画実行することにある。その四点とは、第一に、地域社会が育んできた社会編成の制度と智慧を学
びこと、第二に、地域社会が直面している困難（農林漁業の困難、後継者不足、過疎化、高齢化な
ど）の実態を学び、その対応を考えること、第三に、東海、南海、東南海地震による甚大な被害が
想定される地域が、それに対処するためにどのように対応を準備しているのか（できていないか）
について検討すること、そして最後に、地域の人たちと協同しながら地域の近未来像を考えること
で地域に調査の成果を還元すること、である。調査地は一九九八年以降、地元自治体と連携して本
研究室が地域社会調査（「地域に学ぶ」）を実施してきた三重県南部東紀州地域である。
今年度の調査対象は、三重県東紀州地域の農村、山村、商店街など。

 [到達目標]
過疎高齢化が進行し、生業基盤が衰退し、社会組織や祭祀の維持も困難になりつつある小社会にお
いて、こうした困難に村人がどのように対応し社会の再編・再創造をはかろうとしているのかを地
域から学ぶことを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
第一期（1回～3回）　現代日本社会における農山漁村の実態について学ぶ
第二期（4回から6回）　日本の農村社会学、地域社会学の理論的枠組について学ぶ
第三期（7回から9回）　フィールドワークの理念と方法を学ぶ
予備調査を行う 
第四期（10～12回）　調査地の概要と調査地に関する先行研究を整理する 
第五期（13～15回）　現地サポーターと協力して調査のデザインを行う 
本調査を実施する
第六期（16～18回）　現地調査データの整理を行う 
第七期（19～21回）　調査データをもとに知見を理論的に位置づける 
第八期（22～24回）比較すべき他地域の現況について調査する
補充調査を実施する 
第九期（25～27回）各自のレポートを作成し報告・討議・検討する 
第十期（28～30回）　報告書を完成させ現地に成果を還元する

 [履修要件]
予備調査（６月・一泊二日）、本調査（９月・三泊四日）、補充調査（１１月・一泊二日）、とく
に9月下旬の本調査には必ず参加すること。
またその成果を報告書に執筆すること。

社会学(実習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(実習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と報告書執筆の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]
参加学生は、各自調査対象の地区を一つ選び、５人で一つの班を編成して共同でフィールド調査を
実施する。

（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>

社会学(実習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の実際 社会調査士科目G

 [授業の概要・目的]
社会調査の企画から報告書の作成まで、社会調査の全過程をひととおり体験的に学習する。そのよ
うな体験を通して、講義で得た知識の身体化を目指す。そのためには、授業時間外の作業が多く必
要となる。また、他の受講者との相談や共同作業も多くなる。

 [到達目標]
調査の企画、実施、データの入力、分析、報告書の作成ができるようになる。

 [授業計画と内容]
1課題あたり1～2週の授業をする予定 
前期 
1. 調査の企画と仮説構成 
2. 調査項目の設定・質問文・調査票の作成 
3. プリテストと調査票の修正 
4. 対象者・地域の選定とサ ンプリング 
5. 調査の実施（調査票の配布・回収、面接） 
6. エディティング 
7. 集計、分析 
8. データの視覚化 
9. 仮説検証 
10. 報告書の作成 

後期 
1. データの入力・読み込み 
2. 単純集計表、ヒストグラムの作成 
3. 変数の操作 
4. クロス集計表、帯グラフの作成 
5. 散布図、箱ヒゲ図の作成 
6. データセットの分割・結合 
7. 独立性の検定 
8．平均値の差の検定 
9. 多重クロス表分析 
10. 回帰分析

 [履修要件]
社会調査士科目A～Eをあわせて受講することが望ましいが、強制ではない。 

社会学(実習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(実習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点(25%)、宿題(25%)、レポート(50%)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
轟亮・杉野勇  『入門・社会調査法―2ステップで基礎から学ぶ』（法律文化社）ISBN:978-
4589032577
盛山 和夫 『社会調査法入門』（有斐閣）ISBN:978-4641183056

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習重視。宿題が頻繁に出る。
 

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

社会学(卒論演習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 松田　素二
教授 文学研究科 落合　恵美子
教授 文学研究科 太郎丸　博
准教授 文学研究科 Stephane Heim

 

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

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  卒業論文演習

 [授業の概要・目的]
本年度に社会学専修に卒業論文を提出する予定の学生を対象にして、卒業論文作成に関する指導を
おこなう。

 [到達目標]
卒業論文を書き上げる。

 [授業計画と内容]
卒業論文提出予定者は、前期においては、専修専任教員全員で実施し、テーマの絞り込みのための
報告を行う。後期においては、担当教員に分かれ、卒論の要旨や分析結果、進捗状況などを報告す
る

 [履修要件]
本年度に社会学専修に卒業論文を提出する予定のもの

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期1回の報告と9月初旬に序論／要旨の提出。後期数回の報告および出席により成績評価をおこな
う。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業において指示する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古地図を用いた空間分析

 [授業の概要・目的]
清代初期ならびに清代後期に作成された古地図を素材とし、そこに描かれた地理情報を読み取り、
空間パターンを抽出し、その意味を解明するという一連の分析手順を解説することを通じて、地図
分析を用いて地域や都市の空間構造を把握する重要性を明らかにする。
　講義では、辺境地帯と首都における防御空間をとりあげ、ポイントとエリアとネットワークとい
う空間的な要素に注目した地図分析を行う。それにより、政治的・軍事的な情勢の変化に対応する
布陣構造の柔軟性や首都内部の防衛空間の重層性を明らかにする。
　講義を通して、空間的な観点から分析データを抽出し、分析ツールを工夫する楽しさ、また、地
理学的に意味のある空間パターンを発見するおもしろさを、受講生が体験的に学習することを目標
とする。

 [到達目標]
本講義の目標はつぎの３点である：(1)古地図に記載された情報から、明示的に描かれていない空間
パターンを読み取るセンスを養うこと、(2)資史料に記載された文字情報から空間情報を抽出し、地
図化する技法を習得すること。(3)地図や文献から抽出した空間パターンが地域や都市の空間構造と
してどのような重要性を持つか、理解する力を養うこと。

 [授業計画と内容]
本年度の講義では、以下のようなトピックスを主としてとりあげる。
(1) 明末清初に作成された「山西辺垣図」群の特徴
(2) 「山西辺垣図」群の軍事拠点ごとに示された里程と方位
(3) 拠点間のネットワークと被覆領域の抽出
(4) 戦略的な防御空間の重層性と地域構造
(5) 清代後期に作成された「精絵布防系北京図」群の概要
(6) それぞれの北京図が描く八旗記号と諸施設の特徴
(7) 北京駐留の三軍八旗区域の画定と清代北京の都市構造
(8) 防衛地図の作成システムとその背景
それぞれのテーマについて、３～５週ずつとりあげる。
最終週は、全体のまとめとフィードバックを行う。

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価
　提出されたレポート（６０％）、授業への参加態度（４０％）などを総合的に勘案して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必要がある場合は、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：水曜日の午前１１時から午後１時

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系111

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水野　一晴

 

配当
学年  3回生以上 単位数  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  世界の自然環境と人々の生活や社会１

 [授業の概要・目的]
世界の各地域の気候環境は多様である。その多様な自然環境の中で人々は独自の社会や文化を生み
出してきた。本講では、世界のいくつかの地域を取り上げ、その場所の気候、地形、植生、土壌、
水文環境などの自然環境を説明し、その自然環境の中で歴史的に人々はどのように定住していった
のか、あるいは人々はその自然をどのように利用しながら生活を営んでいったのか、自然とどのよ
うに向き合っているのかなどの点から検討する。また、地球温暖化などの長期的あるいは異常気象
などの短期的な気候変化が、自然や人間活動にどのような影響を及ぼしているかについても議論す
る。

 [到達目標]
世界各地の気候、地形、植生、土壌といった自然環境要因の複合的作用およびその変化について理
解する。自然環境が人間活動とどのように関わっているかを考察し、その一方の変化が相互作用に
よって大きく両者に関わっていくことを理解する。世界の地域ごとにその自然環境のもとで多様な
社会や文化が生み出されていることを理解する。

 [授業計画と内容]
１．ポリネシアの自然環境と社会・文化 [1週]
２．アフリカの歴史的環境変遷  [1週]
３．日本アルプスと大雪山の植生の立地環境とその30年間の変化 [2週]
４．アフリカの自然と民族 [2週]
５．ケニア山とキリマンジャロの環境変遷と植生変化 [3週]
６．ナミブ砂漠の自然や植物・動物と人間活動 [3週]
７．アンデスの自然と人間活動 [2週]
６．フィードバック [1週]

 [履修要件]
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。
高校で地理を履修していなくても十分理解できます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・毎回配るコメント・質問用紙や授業内での発言など

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴 『気候変動で読む地球史－限界地帯の自然と植生から－』（NHKブックス）ISBN:978-4-
14-091240-9

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業が理解できたかどうか把握し、理解できなかった部分については次回授業で質問してください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水野　一晴

 

配当
学年  3回生以上 単位数  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  世界の自然環境と人々の生活や社会２

 [授業の概要・目的]
　世界の各地域の気候環境は多様である。その多様な自然環境の中で人々は独自の社会や文化を生
み出してきた。本講では、世界のいくつかの地域を取り上げ、その場所の気候、地形、植生、土壌、
水文環境などの自然環境を説明し、その自然環境の中で歴史的に人々はどのように定住していった
のか、あるいは人々はその自然をどのように利用しながら生活を営んでいったのか、自然とどのよ
うに向き合っているのかなどの点から検討する。また、地球温暖化などの長期的あるいは異常気象
などの短期的な気候変化が、自然や人間活動にどのような影響を及ぼしているかについても議論す
る。

 [到達目標]
　世界各地の気候、地形、植生、土壌といった自然環境要因の複合的作用およびその変化について
理解する。自然環境が人間活動とどのように関わっているかを考察し、その一方の変化が相互作用
によって大きく両者に関わっていくことを理解する。世界の地域ごとにその自然環境のもとで多様
な社会や文化が生み出されていることを理解する。 

 [授業計画と内容]
１．インド、ヒマラヤ地域の自然と民族 [2週]
２．インド、ヒマラヤ地域の歴史と社会の成り立ち [2週]
３．インド、ヒマラヤ地域のチベット仏教、ポン教と地域社会 [3週]
４．インド、ヒマラヤ地域の森林分布と樹木利用 [1週]
５．インド、ヒマラヤ地域の牧畜活動 [1週]
６．インド、ヒマラヤ地域の農耕活動 [1週]
７．世界各地の自然と社会・文化 [3週]
８．総合討論 [1週]
９．フィードバック [1週]

 [履修要件]
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。
高校で地理を履修していなくても十分理解できます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・毎回配るコメント・質問用紙や授業内での発言など

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴 『神秘の大地、アルナチャル－アッサム・ヒマラヤの自然とチベット人の社会－』（昭和
堂）ISBN:978-4-8122-1173-1
Mizuno, K. & Tenpa, L. 『Himalayan Nature and Tibetan Buddhist Culture in Arunachal Pradesh, India』（
Springer）ISBN:978-4-431-55491-2

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業が理解できたかどうか把握し、理解できなかった部分については次回授業で質問してください。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  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 

題目  山と森の歴史地理

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

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

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

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のテーマに関する小論文試験を行い，到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

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

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ(京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  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  近代日本の植民地と地理的知

 [授業の概要・目的]
本講義では近代日本の植民地となった朝鮮半島に関して，地理的な表象や言説が果たしてきた政治
的・経済的・社会的な役割を，批判的に検討する。近年の歴史・文化地理学では，地理的な表象や
言説に関する議論が盛んに行われている。その動向を踏まえて，地図・土地調査・旅行記・地誌・
学術調査・史蹟景観をめぐる地理的知の諸相と，その受容や理解の具体例を分析する。

 [到達目標]
地理的な知の役割を歴史的に俯瞰し，その意義を批判的に捉える能力を養うとともに，様々な歴史
地理的資料に関する基本的事項を理解する。

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

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のテーマに関する小論文試験を行い， 到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Ｊ・モリッシーほか（上杉和央監訳） 『近現代の空間を読み解く』（古今書院）ISBN:4772231848
Ｂ・グレアム，Ｃ・ナッシュ 『モダニティの歴史地理』（古今書院）ISBN:4772214704
Ｄ・リヴィングストン 『科学の地理学: 場所が問題になるとき』（法政大学出版局）ISBN:
4588371207
J. Agnew & D. N. Livingstone 『The SAGE Handbook of Geographical Knowledge』（SAGE Publications）
ISBN:1412910811
 神谷浩夫・轟博志 『現代韓国の地理学』（古今書院）ISBN:4772231315

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ (京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。

（その他（オフィスアワー等））
※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小方　登

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  地理情報・衛星画像の処理・分析の基礎

 [授業の概要・目的]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化についてその原理を講じる。地理情報処
理の実例として地形データ（デジタル標高モデル：DEM）および衛星画像の処理・分析を主に取り
上げる。地形図が利用できない地域でも利用できるDEMや衛星画像は，グローバルなスケールで有
効な地理情報ソースとして位置づけることができる。コンピュータを利用した実習も含む。

 [到達目標]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化についての理解の増進，そしてDEM・衛
星画像の処理・分析方法についての技術の習得を目標とする。

 [授業計画と内容]
１）地理情報のモデル化‥‥地表の現実ないし地図の内容をコンピュータで扱うためのモデルとし
て，ベクトルモデルとラスターモデルの２つを取り上げ，それぞれの特質について説明する。 （1, 
2回）
２）地理情報システム‥‥実際に運用されているGIS（地理情報システム）がどのようなものか，
QGISを利用して，ベクトル・ラスターそれぞれの形式について実際に取り込んで実習する。#160
（3, 4回）
３）地形データの処理・分析‥‥ラスターモデルに基づく格子DEMを紹介し，QGISなどを利用し
て計量地形学に基づく分析を実習する。（5, 6, 7回）
４）リモートセンシングの原理と応用‥‥衛星画像の利用はリモートセンシングに含まれるが，そ
の原理について，それが電磁波の観測に基づくことなどを説明する。また大気・地表・海洋の観測
など，応用分野ごとの特徴について考察する。#160（8, 9回）
５）衛星による地球観測 ‥‥地球観測衛星の運用方法について説明する。地球観測衛星の光学セン
サー，合成開口レーダーについて解説し，さらに近年利用可能になった高解像度衛星の性能につい
て紹介する。 さらにデータの入手方法について説明する。#160（10, 11回）
６）衛星画像の分析と表示‥‥コンピュータを利用した衛星画像の応用は，地表の土地被覆につい
ての処理・分析が中心だが，それらについて紹介する。衛星画像の複数バンドを用いた合成色表示，
植生分布の指標化，最尤法に基づく土地被覆分類の原理を説明した上で，コンピュータを用いた実
習を行う。QGISなどを利用する。（12, 13, 14回）
※）衛星画像などのデータを展開するため，8GB以上のUSBメモリを持参すること。
※）フィードバックについて‥‥フィードバック期間あるいはそれ以外でも，授業内容に関する質
問等があれば，随時受け付ける。以下に記したオフィスアワー以外の面談は，事前にメール等で日
時を決めることが望ましいが，気軽に相談してほしい。

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験による。これ以外に随時小テストを行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/ogata/(小方研究室ホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
GISソフトウェアQGIS，SRTM地形データ，LANDSAT衛星画像は，インターネット上で無料で利
用できるので，各自のパソコンにダウンロードすること。必要に応じ，メディアセンターの端末や
自宅のパソコンにおいて，授業で扱う内容を実行することができる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：月曜11:00～12:30

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

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国農村の生活空間研究

 [授業の概要・目的]
中国農村における空間と社会が、どのような関係を形成してきたのかをめぐって、地理学の視圏に
軸足をおいて講義を進める。江蘇、河南、四川などで行ってきたフィールド調査に基づいて、中国
農村の生活空間とその多様性を実態的に考えてゆく。

 [到達目標]
地理学における生活空間論に関する基本的事項を理解する。
中国農村について理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマをめぐって授業を行う。
１つのテーマあたり２－３週の授業を行う予定である。
最終週はフィードバックにあてる。

１．村落・行政村
２．定期市・市場町
３．市場圏・郷
４．通婚圏
５．広域の生活空間
６．中国農村の基層空間
７．生活空間論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に期末のレポートにより評価を行い、授業への参加度を加味する。授業への参加度は授業時のデ
ィスカッションによって測る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の内容について、授業中に紹介した文献や論文を参考としながら、自らの興味関心に応じて発
展的な学習を展開する。期末レポートにその成果を反映することとなる。

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

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 山村　亜希

 

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  戦国・近世都市を読む・歩く

 [授業の概要・目的]
　現在の景観は、長きにわたる自然環境と人間社会との相互作用を通じて生成されたものである。
歴史的建造物や遺跡が眼前に残っていなくても、景観にはその地域固有の歴史と地理が刻印されて
いる。このような歴史地理学の視角を前提として、本授業では、現在の都市景観の中に歴史地理の
痕跡を見出し、その特性を考える。
　この授業は、現代の地域の「前史」を知識として知ることをゴールとするものではない。現代の
諸地域がどのような特性を持っているのか、その地域性の形成要因・メカニズムとは何かといった、
地域を探求する視点・方法を身につけることを目的とする。
　授業では、①戦国～近世初期の都市景観を復原し（景観復原図の作成）、②その後の（主に近代
以降の）景観変化を地図上で見出し（新旧地形図の読図）、③現地を歩いて、現在を規定する過去
の空間構造と地域性を考察する（巡検・景観観察）。この3点は、歴史地理学のオーソドックスな
方法である。
　以上より、本授業では、畿内・その近国の戦国～近世初期（16～17世紀）の城下町・港町の数カ
所を事例として、①景観復原図の作成、②読図、③巡検の方法で、その後身である現代の都市景観
にアプローチする。①については、文献史料や絵図等の歴史資料を具体的に提示し、その史料批判
を講義するので、それをふまえて、受講生自身が景観復原図を作成する。さらに、その復原図を元
に、戦国～近世初期の歴史的意義や地域的特性について、講義を行う。②については、明治から大
正、昭和、平成の地形図をもとに、受講生が読図を行い（人数に応じてグループで）知見を発表す
る。それを総括しつつ、空間構造の変遷と立地環境の変化について、講義を行う。これらをふまえ
て、休日を使って、実際に現地に赴いて、③の巡検を行う。
　このように本授業は、完全な講義ではなく、実習的要素が多い。地図を作り、読み、歩くという
人文地理学の基礎的な３つの実践を通じて、歴史地理学の醍醐味と地域の多様性を実地で学んで欲
しい。

 [到達目標]
歴史地理学の視角を理解し、①文献・絵図・発掘調査等の多様な資料を適切に活用した実証的な景
観復原と、②読図、景観比較、③巡検といった地理学的実践ができるようになる。それとともに、
人文地理学の発想力・想像力を身につける。    

 [授業計画と内容]
各地の発掘調査の成果や巡検先の博物館の特別展・企画展、授業の進捗状況に応じて、順番の変更
や対象地の変更の可能性もある。　
巡検の日程は、初回の授業で説明する。

第1回：授業の概要説明、歴史地理学の視角と方法
第2～7回：琵琶湖岸の港町と城下町：安土、清水山城など
第8～13回：丹波の戦国・近世城下町：八木から亀山（亀岡）へ
第14回：まとめ
第15回：フィードバック

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（40%） 
平常点：コメントペーパー、景観復原図作成、読図、巡検への取り組み（60%）　

 [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]
授業で指示する景観復原図の作成、新旧地形図の読図は、授業時間内に終えられなかった場合、翌
週までの宿題となる。巡検の感想やそこで抱いた疑問に対する調査を、自分で撮影した写真を含め
てまとめて提出してもらい、復習をしてもらう。巡検までに、指示した参考文献等を読んでくると
理解が深まり、予習となる。   

（その他（オフィスアワー等））
巡検は初回ないし、2回目の授業で予定を決めるので、日程を事前に確保し、できるだけ参加する
こと。巡検に係る交通費・入館料等は自己負担である。現地では、交通安全に十分気をつけること
はもちろんだが、生協の学生総合共済等の自分が加入している保険の情報を確認しておくこと。 
授業では、毎回A3サイズの大判の地図を複数枚配布し、指示に従って着色・記入しながら講義を進
める。赤・青・黄色・緑の最低4色以上の色鉛筆（消しゴムで消せるものがベター、色鉛筆のセッ
トが便利）と、文字を書き込むことのできる色ペンを複数本準備し、毎回持参する。中学・高校で
使用した地図帳を持参するのがベター。

※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 防災研究所 松四　雄騎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

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  湿潤変動帯の自然地理学とその応用としての斜面減災論

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

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

 [到達目標]
実習形式の授業を通して，温暖湿潤帯における自然地理環境とそこで起こる地球表層プロセスを概
観し，山地の斜面をつくる地盤材料の定性的な観察法，およびその水理学・土質力学的性質の定量
化法を学び，斜面減災を実現するための自然地理学的方法論について考察できる力を養う．

 [授業計画と内容]
夏季の集中講義とし，野外および室内での実習形式での授業を行う．
日程は9月中の連続した3日間を設定する． 

授業のスケジュールおよびその中で取り上げるテーマとトピックスは以下の通り．

1日目: 野外巡検
京都近郊の丘陵地を対象に，地盤の構成物とその性質および陸域水循環に伴う地形変化過程につい
て概説する．また，過去に発生した斜面崩壊跡地を観察し，森林土壌の断面を作成して，土層試料
の採集を行う． 

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

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

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

テーマとトピックス
 (1)  自然地理学における野外観察の基礎と方法
 (2)  フィールドサイエンスにおける理論・法則・モデルの役割
 (3)  人間社会を取り巻く自然環境の成り立ち
 (4)  陸域水循環の概要と流域生態系の恒常性
 (5)  森林水文学の基礎と山地流域における降雨流出過程
 (6)  斜面の地形変化と土砂災害の発生メカニズム
 (7)  地理的な防災・減災の方法論
 (8)  自然地理学における実験法とデータ分析法の基礎
 (9)  地盤構成材料の水理・力学特性とその意味 
 (10) 地理情報システムと地形計測
 (11) 地図解析および実験・計測における精度と確度
 (12) データの整理と統計処理の基礎
 (13) 流域表層現象のモデル化と計算法
 (14) 製図法とアカデミックライティングの基礎
 (15) 総括とフィードバック

授業を通じて，野外観察の方法，実験による定量データの取得方法，自然現象のモデル化について
習得するとともに
フィールドノートや実験ノートの記載方法，データの整理方法，製図や記述の方法等のアカデミッ
クライティングについて
具体的に指導する．
フィードバックについては，実習終了後に必要に応じて，教員オフィスあるいはEメールにて質問
に答えるほか，レポートに講評を記入することも含む．

 [履修要件]
学生教育研究災害傷害保険等の傷害保険に加入していること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートの評価による．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
関連する論文等を授業の中で配布・紹介する．

地理学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(3)

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

（その他（オフィスアワー等））
第一日目は京都近郊の丘陵地でのフィールドワークとなるため，動きやすい靴と服装に手袋や帽子
を着用の上，虫よけや雨具，筆記用具・野帳・カメラといった個人装備を揃えて参加すること．

※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山縣　耕太郎

 

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  地形学  

 [授業の概要・目的]
地球表面は，大陸スケールから，身近な中・小地形まで，多様な形態を持つ地形によって構成され
ている．地形は，生物や人間の活動舞台であり，それ自体が環境の基盤となっている．こうした存
在である地形の形態と分布，その形成過程，さらには人間生活との関係について，研究方法も含め
て説明する

 [到達目標]
地形の形成過程に関する発達史的な理解を身につけ，人文現象も含めた地域現象の理解におけるそ
の役割について認識する．さらには，その調査法を習得することによって，自ら，地域の環境基盤
を読み取る能力を養う．

 [授業計画と内容]
1．地球表面の概観と地形変化の概念
2．地形形成の年代
3．地形を構成する物質と地形営力
4．内作用のつくる地形（地殻変動）
5．内作用のつくる地形（火山活動）
6．外作用のつくる地形（流水による侵食と堆積）
7．外作用のつくる地形（氷河作用，凍結融解作用）
8．外作用のつくる地形（風の作用）
9．地形と人間生活（土地利用）
10．地形と人間生活（災害）
11．地形調査（地形図判読）
12．地形調査（空中写真判読）
13．地形調査（露頭観察）
14．地形調査（地形形成過程の解釈）
15．総括とフィードバック
受講者の希望や今後の研究の進展によって，内容が変化する可能性もある．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを課題とし，成績評価を行う．

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回プリント，参考資料を配布する予定である．

 [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]
プリント等に示された参考文献を，後日自分で読むくらいの積極性があることを望む．

（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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 藤塚　吉浩

 

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  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  都市問題の地理学研究

 [授業の概要・目的]
都市問題は産業的発展に応じて起こり、その時代背景が大きな影響を与えている。都市問題につい
て地理学的に検討するととに、都市や地域が抱える空間的・社会的課題について知識を深め、地理
学的思考を身につけることを目的とする。

 [到達目標]
空間と社会に関する問題について、分析的に思考・表現することを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
１　オリエンテーション
２　都市の起源
３　都市の発達
４　都市の内部構造
５　エクスカーション
６　インナーシティ
７　エスニシティ
８　ニュータウンの変容
９　地方都市中心市街地の空洞化
10　歴史的町並みの保全
12　東京一極集中
13　世界都市
14　創造都市
15　総括
フィードバックは、ノート返却の際に行います。

 [履修要件]
教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、ノート提出70％（授業内容に関して
文献を調べてまとめる）により評価する。

 [教科書]
藤塚吉浩・高柳長直編 『図説 日本の都市問題』（古今書院）ISBN:9784772241977

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内容に関して、文献を調べてノートにまとめる。

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

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

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 藤塚　吉浩

 

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  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ジェントリフィケーション研究

 [授業の概要・目的]
都市地理学の観点から、都市内部の衰退地区の再生現象であるジェントリフィケーションに焦点を
当ててとりあげる。ジェントリフィケーション研究がどのようなテーマへ拡大してきたのか、また、
先進資本主義国の都市だけでなく、旧社会主義体制下にあった都市においても発現してきた要因に
ついて詳述する。

 [到達目標]
都市再生に伴う問題について地理学的に分析し、思考・表現することを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
1　オリエンテーション
2　新中間階級
3　現象発現の地理的位置
4　エクスカーション
5　地代格差論
6　スーパージェントリフィケーション
7　新築のジェントリフィケーション
8　第三の波
9　世界都市におけるジェントリフィケーション
10　グローバリゼーション
11　都市景観の変化
12　分断された都市
13　資産の返還による影響
14　歴史的住宅の再利用
15　総括
フィードバックは、ノート返却の際に行います。

 [履修要件]
教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、ノート提出70％（授業内容に関して
文献を調べてまとめる）により評価する。

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
藤塚吉浩 『ジェントリフィケーション』（古今書院）ISBN:9784772242011

 [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]
授業内容に関して、文献を調べてノートにまとめる。

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

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

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 福本　拓

 

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  「多文化共生」の地理学の方法と課題

 [授業の概要・目的]
現代世界における移民・難民の増加は，各国の社会をエスニシティの面でますます多様にしている
とともに，そうした変化に対して国家やホスト社会からさまざまな反応を引き起こしている。本講
義の主たる目的は，移民・エスニック集団に関する地理学の成果を確認しつつ，日本における「多
文化共生」のあり方や課題を地理学的な観点から考えることにある。その際，経済地理学・都市地
理学・社会地理学・文化地理学など，既存のサブディシプリンのフレームワークを拡張することも
意識し，地理学の立場からこの問題にアプローチすることの意義を考えたい。

 [到達目標]
・日本における「多文化共生」をめぐる諸状況の歴史的展開と現況を理解する。 
・空間パターンの形成やフロー(人口移動)などの特徴を分析する手法を身につける。 
・エスニック集団をめぐる諸事象に関する地理学的アプローチの特徴を理解する。 
・地理学の立場から「多文化共生」を考えることの意義について，具体的事例を交えつつ，自己の
考えを表現する。

 [授業計画と内容]
＜第１部：日本の移民・エスニック集団をめぐる概況＞（３回） 
ポスト多文化主義の時代における移民・エスニック集団の諸相，日本における移民・エスニック集
団の歴史的推移，現代日本をめぐる国際人口移動の動態，エスニシティ揺動の実情とその空間的側
面，を取り上げる。 

＜第２部：移民・エスニック集団とセグリゲーション＞（２回） 
都市におけるセグリゲーション分析手法の概要，国内外の諸都市におけるその適用と課題について
検討する。 

＜第３部：エスニック集団の経済・社会の地理学＞（４回） 
エスニック集団の就業上の特徴，エスニック経済の生成に関する諸理論とその空間的側面，日本の
地域経済と外国人労働者の関係，移動・コミュニティ・地域に関する理論的動向の検討，エスニッ
ク集団のコミュニティの（不）形成，外国人受け入れ意識への地理学的アプローチ，について考え
る。 

＜第４部：エスニシティ構築と文化変容をめぐる諸理論＞（３回） 
エスニシティ構築と場所，都市空間構造と移民第二世代の動向，子どもの教育・アイデンティティ
と地域との関係，といったトピックについて，地理学的なアプローチの特徴も含めて講義する。 

＜第５部：多文化共生政策の展開と課題＞（２回） 
オールドカマーとニューカマーに対する施策の共通点・差異，「多文化共生」政策と地域づくり，
難民受け入れをめぐる政策の諸特徴など，主として政策に関わる部分に焦点を当てて特に地域政策
としての「多文化共生」のあり方を考察する。 

＜第６部：全体のまとめとフィードバック＞（１回） 

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

各人に対し，提出されたレポートに対する詳細な評価とともに，今後の研究の参考となる提言を行
う。

※受講生の関心や全体の進捗状況によって，各部を構成する内容・回数が増減することがある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
履修要件
特になし 
成績評価の方法・観点及び達成度
レポート　80% 
授業への参加の度合　20% 
（講義中の質問への回答やディスカッションへの参加度を総合的に勘案して評価する） 

※集中講義期間中，一日を超えて欠席した場合には原則として単位を認定しない。

 [教科書]
講義中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
杉浦直 『エスニック地理学』（学術出版会）ISBN:4284103245
山下清海編 『エスニック・ワールド－世界と日本のエスニック社会－』（明石書店）ISBN:
4750327581
阿部亮吾 『エスニシティの地理学－移民エスニック空間を問う－』（古今書院）ISBN:4772220143
水内俊雄・加藤政洋・大城直樹 『モダン都市の系譜－地図から読み解く社会と空間－』（ナカニシ
ヤ出版）ISBN:4779502632
サッセン，S.（森田桐郎訳） 『労働と資本の国際移動－世界都市と移民労働者－』（岩波書店）
ISBN:4000025783 

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習として，講義で紹介する国内外の事例を実際に見学に訪れることを強く勧める。 

（その他（オフィスアワー等））
集中講義のため，授業時間外の質問等は下記のメールアドレスまで連絡されたい。 
ocufukumoto@gmail.com

※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪市立大学　教授 山崎　孝史

 

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  政治地理学入門―理論編

 [授業の概要・目的]
本講義は、現代社会の諸問題に対し地理学的に接近する一つの視角として「政治」という側面につ
いて考えます。政治事象を扱う地理学の分野は「政治地理学」と呼ばれますが、諸外国とは異なり、
日本ではさほど盛んではなく、研究者も限られています。本講義はそうした政治地理学への入門と
して、特に政治地理学の歴史と理論について講述します。この「理論編」では、19世紀末から政治
と地理学がどのように関係づけられ、帝国主義世界の中で地政学へと展開し、戦後の断絶と停滞を
経て、英米を中心に再構築され、人文地理学の主要分野へと復興したかを解説し、この過程から生
まれてきたいくつかの重要な理論や概念を、豊富な事例を交えながら紹介します。これらの理論や
概念は政治地理学のみならず人文地理学一般の考察においても有効な知見を与えるでしょう。 

 [到達目標]
本講義は政治地理学において体系化された理論と、洗練された概念によって、政治事象と空間や場
所との密接な結びつき、つまり「政治」を地理学的に研究する有効性を理解することを目指します。
そのために、①近代政治地理学の展開を批判的に振り返り、国際社会の変動を理解する視座として
政治地理学の有効性を検討します。②マルチ・スケールの観点から、空間・場所・領域に関する政
治地理学的理論を理解します。そして③コンテクスト・スケール・言説といった概念を用い、グロ
ーバル／ローカルな政治事象の分析方法を把握します。以上の過程を経て、地理的事象として見落
とされがちな「政治」の諸側面を自らの研究の中に取り込むことが可能となるでしょう。

 [授業計画と内容]
第１日　政治地理学史 
　第1回　政治地理学の起源と地政学の盛衰 
　第2回　戦後の政治地理学―その日本的展開 
　第3回　政治地理学の展開と課題
　第4回　討論 
第2日　政治地理学の諸理論 
　第5回　空間分析批判 
　第6回　場所の政治的意味 
　第7回　人間の領域性 
　第8回　討論 
第3日　政治地理学の諸概念 
　第9回　コンテクストの政治 
　第10回　スケールの政治 
　第11回　言説の政治 
　第12回　討論 
第4日　さらなる理論・概念の展開へ（総括とフィードバックを含む）
　第13回　脱領域化と再領域化 
　第14回　新自由主義とリスケーリングの政治 
　第15回　平和と環境の政治地理学へ

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各日課題レポート（40点）、集中講義終了後のレポート（60点）とします。

 [教科書]
山﨑孝史 『政治・空間・場所―「政治の地理学」にむけて【改訂版】』（ナカニシヤ出版）ISBN:
978-7795-0795-3（教科書は旧版ではなく、改訂版を使用します。課題レポート用の教材としても使
用しますので各自購入しておいて下さい。）
 

 [参考書等]
  （参考書）
講義のノートテイクを支援するために講義で用いるパワーポイントのスライド資料を以下の「関連
URL情報」にある「政治地理のページ」からダウンロードできるようにします。その他、教員の研
究業績や教員が参加している人文地理学会政治地理学研究部会の活動についても「関連URL情報」
を参照して下さい。 

  （関連ＵＲＬ）
http://polgeog.jp/(政治地理のページ（教員の研究業績、講義スライド）)
http://polgeog.jp/studygroup/(人文地理学会政治地理研究部会ホームページ（教員の研究活動）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各日課題レポートは討論の素材になりますので、予習準備してきてください。具体的な課題内容（
教科書指定箇所の精読など）は講義前に通知します。講義スライドは講義後のレポート作成に活用
できます。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義形式のため、特にオフィスアワーの時間は設定できませんが、希望者があれば出講中に適
宜対応します。電子メールによる質問・相談も受け付けます。教員メールアドレス：yamataka@lit.
osaka-cu.ac.jp

※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪市立大学　教授 山崎　孝史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  政治地理学入門―実証編  

 [授業の概要・目的]
本講義は、現代社会の諸問題に対し地理学的に接近する一つの視角として「政治」という側面につ
いて考えます。政治事象を扱う地理学の分野は「政治地理学」と呼ばれますが、諸外国とは異なり、
日本ではさほど盛んではなく、研究者も限られています。本講義は前期の「政治地理学入門―理論
編」に続く「実証編」として、前期で扱った政治地理学の理論と概念をどのように実証研究に適用
できるかについて講述します。講義では、身近な出来事から国際関係に至るまで、多様なスケール
において発生する国内外の政治事象を具体的に分析した研究を紹介します。その中でも教員が取り
組む沖縄の米軍基地問題についての研究は、政治問題・紛争といった課題に地理学者がどう実践的
に関わりうるかについて示唆を与えるものとなるでしょう。

 [到達目標]
本講義は、前期の「理論編」で培われた理論的・概念的理解をもとに、具体的な研究における分析
方法の検討を通して、事例への適用方法を習得します。同時に自ら理論・概念適用が可能と考えら
れる事例を想定し、その適用の適否を受講生相互で確認し合うことにより、より厳密な実証研究へ
の考察の組み立て方を学びます。その成果は講義終了後の期末レポート作成に反映されます。 

 [授業計画と内容]
第１日　空間・場所・領域の政治地理学 
　第1回　空間と場所との政治的緊張 
　第2回　領域性のイデオロギーと「領土の罠」 
　第3回　沖縄における「領土」の政治化 
　第4回　討論 
第2日　政治行動の政治地理学 
　第5回　コンテクストと政党選挙 
　第6回　南の「境界」と社会運動 
　第7回　地政言説の批判的分析 
　第8回　討論 
第3日　マルチ・スケールの政治地理学 
　第9回　中心―周辺関係と地方政治 
　第10回　スケールの言説と物質性 
　第11回　リスケーリングと都市改革 
　第12回　討論 
第4日　政治地理学のフロンティア―日本編（総括とフィードバックを含む） 
　第13回　ジェンダーと政治地理学 
　第14回　地政学のローカライズ 
　第15回　ボーダースタディとしての沖縄研究

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各日課題レポート（40点）、集中講義終了後のレポート（60点）とします。

 [教科書]
山﨑孝史 『政治・空間・場所―「政治の地理学」にむけて【改訂版】』（ナカニシヤ出版）ISBN:
978-7795-0795-3（教科書は旧版ではなく、改訂版を使用します。課題レポート用の教材としても使
用しますので各自購入しておいて下さい。）
個別論文を教科書と併用します。各回授業に関わる研究論文は一覧表（ダウンロードリンク）にし
て講義開始前にお知らせします。  

 [参考書等]
  （参考書）
講義のノートテイクを支援するために講義で用いるパワーポイントのスライド資料を以下の「関連
URL情報」にある「政治地理のページ」からダウンロードできるようにします。その他、教員の研
究業績や教員が参加している人文地理学会政治地理学研究部会の活動についても「関連URL情報」
を参照して下さい。

  （関連ＵＲＬ）
http://polgeog.jp/(政治地理のページ（教員の研究業績、講義スライド）)
http://polgeog.jp/studygroup/(人文地理学会政治地理研究部会ホームページ（教員の研究活動）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各日課題レポートは討論の素材になりますので、予習準備してきてください。具体的な課題内容（
教科書指定箇所や指定論文の精読）は講義前に通知します。 講義スライドは講義後のレポート作成
に活用できます。 

（その他（オフィスアワー等））
集中講義形式のため、特にオフィスアワーの時間は設定できませんが、希望者があれば出講中に適
宜対応します。電子メールによる質問・相談も受け付けます。教員メールアドレス：yamataka@lit.
osaka-cu.ac.jp

※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>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 中京大学 埴淵　知哉

 

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3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  統計的・系統的な地域調査法

 [授業の概要・目的]
地域で起こる現象や地域の特徴を把握するためには、さまざまな種類の地域調査法を利用する必要
がある。その中で、本講義では統計的な地域調査法や系統的な観察について概念・理論を紹介する
とともに、それらの方法を通じて得られた地理的データを分析し、地域を俯瞰的に把握する方法を
解説する。具体的には、地域住民に対する標本調査の設計や、街路の物理的または仮想的な現地調
査、国勢調査の利用方法などを取り上げ、地理学において地域をどこまで「調査」できるのかを議
論する。さらに、インターネット調査やクラウドソーシングのような、近年注目を集める新たな調
査法を地域調査に応用する方法についても紹介し、その可能性を探っていく。講義では、何らかの
テーマに基づく調査設計の練習やグループワークなどを通じて、可能な限り実践的に調査法を学べ
るようにする。

 [到達目標]
様々な地域調査法の長所と短所を理解し、課題に対して適切な方法を選択できる能力を養う。
地域調査およびデータ分析に必要な基本的スキル（統計、GISなど）を習得する。

 [授業計画と内容]
第1-2回：講義概要および地域調査法の基礎に関する説明
第3-4回：国勢調査の特徴、利用法、課題
第5-6回：標本調査の特徴、利用法、課題
第7-8回：インターネット調査の有効性と問題点
第9-10回：系統的観察による地域特性の把握
第11-12回：クラウドソーシングによるデータ収集の可能性
第13-14回：研究テーマに応じた調査法の選択
第15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]
レポート（60%） 
平常点：授業中の課題、議論への参加状況など（40%）

 [教科書]
使用しない

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義形式での解説と実際のデータ分析やグループワーク等を繰り返しながら授業を進めていくため、
適宜、翌週までに必要な分析作業（復習）や準備しておくデータ（予習）等を指示する。

（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>

地理学(演習) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 山村　亜希

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  信長の地理を読む

 [授業の概要・目的]
歴史地理学は過去を扱う地理学である。その方法の一つに、歴史資料（文献史料・地図資料・考古
資料・伝承等）を地図化するというものがある。歴史資料を地理情報に変換して地図化することは、
資料の解釈や評価の可能性を大きく広げることに役立つ。さらに、歴史資料を地図の中に位置づけ
ると、資料に描かれた地域が、単なる舞台としての役割以上を持っていたことに気づくだろう。 
　歴史地理学は、①地域環境や景観を叙述した歴史資料（テキスト）を歴史的文脈の中で正確に読
み（講読）、②その中の地理情報を地図化し（復原図の作成）、③その後の地域構造の展開を把握
した上で（新旧地形図の読図）、④現地を詳細に歩き、景観を観察して（巡検）、歴史資料と現在
の地域構造の関連を考える。本演習は、この①～④の視点と方法を身につけることを目的とする。 
　講読対象とするテキストは、織田信長の同時代の伝記の『信長公記』である。いずれも16世紀の
戦国時代の日本を描く。『信長公記』には、信長の出身地である尾張はもちろん、信長の転戦した
三河、美濃、伊勢、近江、京都等についての戦国末期の景観が、断片的ながら描出されている。こ
のテキストに叙述された多様で豊かな情報を、地図に照らして歴史地理学の方法で「見える」化す
れば、織田信長の軍事行動、戦略、家臣団の構造、戦国末期の合戦の展開、村落や都市と戦国大名
との関連、城下町建設・経営の具体像、戦国末期の自然環境などについて、新たな発見もできるだ
ろう。戦国のダイナミックな歴史を生き生きと叙述する『信長公記』は、比較的読みやすい。現代
語訳本も多々出版されており、講読の参考になる。本授業の焦点は、講読よりも地図の活用にある
ので、歴史資料にこれまで触れた経験がない人でも、臆せず受講してほしい。 
　本授業では、受講生がテキストを分担して、①講読、②復原図の作成、③読図し、その成果をレ
ジュメとしてまとめて発表する。それについて、全員で討論を行い、修正・補足点や同時代の地理
情報について講義を行う。その上で、より詳細に復原図を作成できる地域について、休日に半日程
度の④巡検を行う。

 [到達目標]
歴史地理学の視角を理解し、①文献講読、②景観復原図の作成、③地形図の読図、④巡検といった、
調査・研究の基本的な方法を実践できるようになる。また、これらの実践を通じて、地理学的想像
力・発想力を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　概要説明、発表の担当分け
第2回　『信長公記』1巻　信長上洛時の美濃・近江について発表、講義
第3回　『信長公記』1巻　信長上洛時の摂津について発表、講義
第4回　『信長公記』1巻　信長上洛時の京都について発表、講義
第5回　『信長公記』2巻　京都の将軍館建設について発表、講義
第6回　『信長公記』2巻　信長の伊勢攻略について発表、講義
第7回　『信長公記』3巻　信長の越前攻略について発表、講義
第8回　『信長公記』3巻　信長の湖北（北近江）攻略について発表、講義
第9回　『信長公記』3巻　信長の摂津攻略について発表、講義
第10回　『信長公記』3巻　信長の湖西（西近江）攻略について発表、講義
第11回　『信長公記』関連の戦国城郭の巡検

地理学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)  (2)

第12回　『信長公記』関連の戦国城下町の巡検
第13回　巡検の知見について討論・まとめ
第14回　総括
第15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]
期末レポート40％ 
平常点（コメントペーパー、発表、読図、巡検のまとめの作成）60％

 [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]
担当分の発表を準備し、次回テキストを読んでから授業に臨むことが予習となる。講義で示した関
連文献を読むこと、巡検のまとめを作成することが復習となる。

（その他（オフィスアワー等））
授業では、毎回A3サイズの大判の地形図を配布し、着色・記入して読図・討論の素材とする。その
ため、赤・青・黄色・緑の最低4色以上の色鉛筆（消しゴムで消せるものがベター、色鉛筆のセッ
トが便利）と、文字を書き込むことのできる色ペンを複数本準備し毎回持参すること。中学・高校
で使用した地図帳を持参するのがベター。 
巡検は、授業の一環なので、受講生は日程を事前に確保し、参加すること。日程は初回ないし2回
目の授業で決める。巡検に係る交通費・入館料等は自己負担である。現地では、交通安全に十分気
をつけることはもちろんだが、生協の学生総合共済等の自分が加入している保険の情報を確認して
おくこと。

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

地理学(演習Ｉ)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  地理学研究法

 [授業の概要・目的]
地理学の様々な領域に関する基礎的研究方法や諸概念、最新の研究課題などについて理解を深めな
がら、受講生が自らの研究関心を明確にし、卒業研究へと結びつけてゆくことを目指す。

 [到達目標]
到達目標は次の３点である：(1)人文地理学の研究動向を把握し、先行研究の内容を的確に理解し、
批判的に読み込むことができること、(2)参加学生各自の関心にそったテーマでの研究課題を明確に
し、卒業研究のテーマや対象地域を絞ること、(3)オリジナリティを追求できる力量や論文執筆に当
たり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量を身に付けること。 

 [授業計画と内容]
地理学専修における基礎的研究方法を学ぶことを目的とする。受講生は、最初に人文地理学会編『
地理学文献目録』の利用をはじめとする文献検索の方法を習得する。年度初めに決めた発表スケジ
ュールにしたがい、受講生は、以下の要領で発表を行う。各自の関心にしたがって関連する文献を
探し、問題意識を持って読み、不明箇所を調べ、内容をまとめてレジュメを作成し、発表する。発
表後は、受講生全員で当該の発表内容に関する討議を行う。年間の演習スケジュールを調整し、全
員参加で相互に議論を交わす場のほか、担当教員が各自の専門領域の紹介や個別指導を行う場とを
設け、受講生に多様な分野での問題意識や研究方法、最新の議論に目を向ける機会を提供する。
第1回　イントロダクション
第2～14回　受講生による文献紹介と討議
第15回　2～14回までの演習のまとめとフィードバック、夏休み課題の説明
第16回　受講生による夏の課題の成果発表と討議
第17～29回　受講生による文献紹介と討議
第30回　フィードバックと卒業研究準備

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習への参加と発表に基づく平常点、課題提出を総合的に勘案して評価する。演習に出席して議論
に参加することが大切であるので、欠席が多い場合には不合格とすることがある。

地理学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



地理学(演習Ｉ)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
必要があれば、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習発表のためのレジュメを用意すること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、演習の授業の前後（昼休み、休憩時間）を中心に、担当教員全員が随時、対応
する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系128

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習II)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  4回生以上 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  ４回生演習

 [授業の概要・目的]
受講生それぞれが遂行する卒業研究のプロセス（テーマ設定、既往研究のレビュー、史資料収集、
調査・分析、考察と意義付け、執筆という一連の過程）に沿って報告を行い、互いに議論を重ねな
がら研究を深め、卒業論文の完成を目指す。

 [到達目標]
到達目標は次の３点である：(1)参加学生各自の関心にそったテーマでの研究課題を明確にし、卒業
研究のテーマや対象地域、手法を決定すること、(2)当該テーマの研究動向を把握し、取り組むべき
課題や問題を理解できること、(3)オリジナリティをもった調査研究と分析を実行し、卒業論文を完
成させること。 
  

 [授業計画と内容]
４月から夏休み前までに、受講生は、各自の関心にしたがってテーマを設定し、関連する既往文献
を読み、調査・分析方法の検討をしたり、適切な調査地や史資料を吟味する。その後、現地調査や
史資料収集を実施する。後期には、分析を行い、結果を図表にまとめ、論文の章節構成を練り、執
筆する。受講生は、こうした卒業論文の完成に至る階階ごとに、年間を通じて数回の発表で研究の
進捗状況を報告し、批判や助言を得る。前期・後期を通じて、３回程度は合同発表会とし、３回生
も参加し、卒論作成のプロセスを学ぶ。受講生には、討議で出されたコメントを十分活かして、卒
論作成にあたることが求められる。
　年間の演習では、卒業論文の完成度を高めるため、全員参加で議論を深める場のほか、各教員が
個別に調査や分析を指導する時間も設ける。
第1回　イントロダクション
第2～14回　受講生による文献紹介と討議
第15回　卒業研究に向けて調査や分析等の計画発表（全員）
第16回　受講生による卒業研究の中間報告と討議
第17回　卒論題目の確認（全員）
第18～29回　受講生による卒業研究の中間報告と討議
第30回　全体のまとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習への参加と発表に基づく平常点で評価する。欠席が多い場合には、不合格とすることもある。

 [教科書]
使用しない

地理学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



地理学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習発表のためのレジュメを用意すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業の前後の昼休み、休憩時間等を中心に、担当教員全員が随時、対応する。

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

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英語地理書講読

 [授業の概要・目的]
地理学の諸分野の英語文献を丁寧に読み、地理学のさまざまなテーマの研究の背景や最新の研究動
向について学ぶ。本授業では、地理学分野の代表的な雑誌に掲載された英語論文や単行本に所収さ
れた論文を取り上げ、講読する。これらの英語文献の講読を通じて、受講生が英語文献から情報を
得ることに慣れ、書かれた内容についての理解力を深めることを目標とする。

 [到達目標]
学術論文の精読を通じて、論述の仕方や論旨の構成を学ぶとともに、地理学に関わる諸概念や用語
の理解を深め、地理学研究のフロンティアの動向を知る。これらによって、受講生が地理学のさま
ざまなテーマについて、英語による理解力を身につけることを目標とする。

 [授業計画と内容]
以下の英語論文ほかを講読する。 

Yee, C. D. K.  (1994) Traditional Chinese Cartography and the Myth of Westernization. In Harley, J. B. and 
Woodward, D. eds. Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies. Chicago: The 
University of Chicago Press: 170-202.

Harrison, J., Smith, D. P. and Kinton, C. (2016) New institutional geographies of higher education: The rise 
of transregional university alliances. Environment and Planning A, 48(5): 910-936.

第1回　イントロダクション、テキスト（Yee 1994)紹介
第2～14回　Yee (1994) テキストの精読
第15回　Yee(1994)テキストの内容のまとめとフィードバック
第16回　テキスト（Harrison, et al. 2016)の紹介
第17～29回　Harrison, et al. (2016)テキストの精読
第30回　Harrison, et al. (2016)テキストのまとめとフィードバック

 [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（参加態度および和訳）で評価する。

地理学(講読)(2)へ続く↓↓↓



地理学(講読)(2)

 [教科書]
講読するテキストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず、授業で扱うテキストの綿密な予習をして、授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
月曜日１２時～１２時４５分

※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>

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  木5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ地理書講読

 [授業の概要・目的]
ドイツ語による地理学のテキストの読解力を養うことと合わせて、記載内容に関連したさまざまな
ドイツ語資料を調査し、参照しながら、テキスト内容の理解を深める手法を身につけることを目的
とする。

 [到達目標]
到達目標は次の２点である：(1)ドイツ語文献や資料を研究や調査に活用できる能力を身につけるこ
と、(2)地理学ならびに関連分野の諸文献や統計類、地図など、さまざまな資料を照合して事実確認
する手法を身につけること。

 [授業計画と内容]
19世紀後半、近代地理学成立期頃の東アジア地誌・旅行記をテキストとする。今年度は、以下のテ
キストを取り上げるが、これに関連する新聞、雑誌、単行本、統計書、手稿、手紙など、できるだ
け多様なタイプの文献を取り上げる。テキストおよび関連資料の読解を通して、近代期の東アジア
の諸状況に関する理解を深める。本年は、Sven Hedinが、1908年の日本滞在における体験を記載し
た文献をとりあげる。
Hedin, A. :Mein Bruder Sven: Nach Briefen und Erinnerungen. 1925.
第１回　イントロダクション
第２回～第１４回　テキストの精読
第１５回　全体のまとめとフィードバック

 [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（出席および授業への参加態度）および課題提出をもとに、総合的に評価する。

 [教科書]
授業時に配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストについて、十分な予習を必ず行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
月曜日12:15～12:45、水曜日12:15～12:45

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

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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。

 [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>

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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。

地理学(講読)(2)へ続く↓↓↓



地理学(講読)(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>

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 宮　紀子

 

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  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。同時に多用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。受講者の選考、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]
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>

地理学(講読)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 宮　紀子

 

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  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。同時に多用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。受講者の選考、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]
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））
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>

地理学(実習)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月3,4

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  地理学実習

 [授業の概要・目的]
本実習の目的は、地理学の基礎的な技能を習得するとともに、現地調査（フィールドワーク）と報
告書作成を体験し、地理学の調査の基礎的なスキルを身につけることである。 

 [到達目標]
地理学の調査や分析を行うための基礎的なスキルを習得し、卒業論文の作成などに活用できるよう
になること。

 [授業計画と内容]
１．オリエンテーション（１回）
２．地形図の読図・空中写真の判読（２回）
３．地形測量・植生調査（吉田山）とその分析（２回）
４．植生に関する現地調査（大文字山）（１回）
４．自然・社会・生業・文化の現地調査のやり方（５回）
５．実習旅行の事前調査（５回）
６．ＧＩＳ（地理情報システム）の基礎（４回）
７．ＧＩＳを用いた主要統計の地図化（４回）
８．ＧＩＳを用いた統計分析（３回）
９．実習旅行（※）
10．実習旅行の調査報告（３回）
フィードバックについては授業中に指示する。
※10月に実習旅行（３泊４日）として、地方の自治体でフィールドワークを行う。調査前には調査
テーマと調査計画に関する「事前レポート」をまとめる。また調査後には『実習旅行報告書』を編
纂する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点ならびに、課題に対する提出物を総合的に勘案して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
野間晴雄ほか編 『ジオ・パルNEO:地理学・地域調査便利帖』（海青社）ISBN:978-4860993153

地理学(実習)(2)へ続く↓↓↓



地理学(実習)(2)

梶田真ほか編 『地域調査ことはじめ―あるく・みる・かく、ナカニシヤ出版』（ナカニシヤ出版）
ISBN:978-4779501326
島崎彦人ほか編 『GISを使った主題図作成講座-地域情報をまとめる・伝える』（古今書院）ISBN:
978-4772241878
Esriジャパン編 『ArcGIS for Desktop 逆引きガイド』（Esriジャパン）ISBN:978-4902294880

 [授業外学習（予習・復習）等]
小レポートや作図、報告書執筆などの課題が多く課されるので、授業時間外も積極的に取り組んで
欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
　(1) 本実習は、地理学専修での卒業に必須の科目である。受講希望生が多数の場合は、機器（Ｐ
Ｃなど）の設置台数に限りがあるため、地理学専攻学生および地理学専攻希望の学生の履修を優先
する。
　(2) 地理学専修の専攻を希望する学生は、２回生または３回生のうちに本実習を履修することが
望ましい。
　(3) 実習旅行の費用は、受講生の負担となる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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