
【基礎現代文化学系】

科目等履
修生

(学部)聴
講生

8202001 系共通科目(科学哲学)(講義) 講義 2 2 前期 水3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１
8204001 系共通科目(科学哲学)(講義) 講義 2 2 後期 水3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２
8206001 系共通科目(科学史I)(講義) 講義 2 2 前期 火2 伊藤　和行 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系３
8208001 系共通科目(科学史II)(講義) 講義 2 2 後期 火2 伊藤　和行 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系４
8231001 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木2 伊藤　和行 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系５
8231002 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木2 伊藤　和行 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系６

8231003 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 伊勢田　哲治
日本語及び
英語 ○ ○ 基礎現代文化学系７

8231004 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 伊勢田　哲治 英語 ○ ○ 基礎現代文化学系８
8231005 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 Leon Horsten・伊勢田　哲治 英語 ○ ○ 基礎現代文化学系９
8231007 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期集中 その他 標葉　隆馬 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１０
8241001 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 前期 火3 伊藤　和行 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１１
8241002 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 後期 火3 伊藤　和行 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１２
8241003 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 前期 金3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１３
8241004 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 後期 金3 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１４
8241005 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 前期 火5 矢田部　俊介 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１５
8241006 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 後期 火5 矢田部　俊介 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１６
8902001 系共通科目(メディア文化学)(講義ａ) 講義 隔週4 2 前期 金3.金4 杉本　淑彦・林　晋 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１７
8902002 系共通科目(メディア文化学)(講義b) 講義 隔週4 2 後期 金3.金4 杉本　淑彦・福原　伸治 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１８
8931024 メディア文化学(特殊講義） 特殊講義 ２ 2 後期 金2 杉本　舞 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系１９
8941001 メディア文化学(演習Ｉ) 演習 2 2 前期 水4 杉本　淑彦・林　晋 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２０
8941002 メディア文化学(演習Ｉ) 演習 2 2 後期 水4 杉本　淑彦・林　晋 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２１
8944005 メディア文化学(演習II) 演習 2 2 前期 火2 山本　昭宏 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２２
8944006 メディア文化学(演習II) 演習 2 2 後期 火2 山本　昭宏 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２３
8944007 メディア文化学(演習II) 演習 2 2 前期 火5 伊藤　遊 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２４
8944008 メディア文化学(演習II) 演習 30 2 前期集中 その他 山登　義明 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２５
8944009 メディア文化学(演習II) 演習 2 2 後期 木4 伊藤　遊 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２６
8944010 メディア文化学（演習II） 演習 2 2 前期 火3 杉本　淑彦・滑田　教夫 日本語 ○ ○ 基礎現代文化学系２７

曜時限 授業担当者 使用言語
履修・聴講可否
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ド
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間数

単位数 開講期



基礎現代文化学系１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学入門（上）

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

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

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

フィードバックについては授業内で指示する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
サミール・オカーシャ 『科学哲学』（岩波書店）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学入門（下）

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

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

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

フィードバックについては授業内で指示する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
サミール・オカーシャ 『科学哲学』（岩波書店）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門１

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

系共通科目(科学史I)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(科学史I)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門２

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

系共通科目(科学史II)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(科学史II)(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代日本の地球物理学ー松山基範と地磁気逆転の発見

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ガリレオの「新しい科学」

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業で必要なテキストや参考資料は，担当教員が用意して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

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

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

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

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

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

科学哲学科学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

科学哲学科学史(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(3)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは金曜日15:30-16:30（第二金曜日は15:00-16:00)を予定
Office Hour will be on Friday 15:00-16:30 (on second Friday 15:00-16:00)

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  確率の哲学の現在

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

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

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

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。

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

科学哲学科学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
二回のレポートで評価を行う。評価は授業内容をどの程度理解できているか、またその理解した内
容をどの程度活用して具体例が分析できているか、という視点から行う。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
宿題となったリーディングは事前に読み、クラスディスカッションに参加できるようにしておくこ
とを求める。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

客員教授 文学研究科 Leon Horsten
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to the Philosophy of Mathematics

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

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

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

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

Roughly one topic will be covered per week.

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
Linnebo, #216. 『Philosophy of Mathematics』（Princeton University Press）

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 標葉　隆馬

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「科学技術と社会」を洞察するための技法

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

 [到達目標]
本講義の目標は、以下の二点である。 

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

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

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

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

科学哲学科学史(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)  (2)

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加(30%) 
授業終了時のレポート(70%)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義中に指示をする。 
ただし講義への積極的な参加と、講義中に提示された文献の読解を推奨したい。 

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  トマス・クーンと科学史

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
トマス・クーン 『科学革命における本質的緊張』（みすず書房）
授業で使用するテキストは，担当教員が用意して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系１２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  江戸の天文学と伊能忠敬

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業で使用するテキスト等は，担当教員が準備して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし．

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学の方法としてのコンピュータ

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

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

 [授業計画と内容]
以下のテキストを輪読形式で読み、内容についてディスカッションを行う。
Paul Humphreys (2004) Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism and Scientific Method. 
Oxford University Press.
基本的に一回の授業でテキスト15ページ程度を読み、それについてディスカッションする形ですす
める。学生は一人ないし複数で一回の発表を担当する（担当者は事前に決めておく）。

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表の担当と期末のレポートを各５０％で評価する。
発表については担当した箇所を正しく理解し、適切に紹介できているか、レポートについては、レ
ポートのテーマとして選んだ箇所を理解し、適切に批判的な検討を行えているかどうかが評価基準
になる。

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた書籍から授業に使用する部分を配布

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参加者全員が事前に授業で扱う箇所のリーディングに事前に目を通す。担当者は担当箇所の内容を
まとめたA4数ページ程度の資料を事前に準備する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学における「認識的文化」

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

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

 [授業計画と内容]
以下のテキストを輪読形式で読み、内容についてディスカッションを行う。
Knorr Cetina, K. (1999) Epistemic Culture: How the Sciences Make Knowledge. Harvard University Press.
前半の５章を中心に読む。

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

課題についてのフィードバック方法は授業内で説明します。

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
発表の担当と期末のレポートを各５０％で評価する。
発表については担当した箇所を正しく理解し、適切に紹介できているか、レポートについては、レ
ポートのテーマとして選んだ箇所を理解し、適切に批判的な検討を行えているかどうかが評価基準
になる。

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた著作から使用する部分を授業内で配布

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参加者全員が事前に授業で扱う箇所のリーディングに事前に目を通す。担当者は担当箇所の内容を
まとめたA4数ページ程度の資料を事前に準備する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学１

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

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

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

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

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う。

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

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

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

学生は、授業前に資料にざっと目を通しておくことが望ましい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学２

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

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

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

具体的な授業改革は以下の通り。
①論理結合子の意味とは何か、意味の理論1と意味の理論２
②意味の理論２と論理結合子の条件：プライアーの「トンク」、ベルナップの保存拡大性
③プラヴィッツの「反転原理」
④ダメットと証明の正規化可能性
⑤「ホームズ論法」と矛盾律、直観主義論理
⑥直観主義論理の問題演習
⑦排中律と古典論理
⑧古典論理における証明・問題演習
⑨古典論理と真理表
⑩古典論理と完全性定理
⑪完全性定理の証明
⑫総合演習

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

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

 [履修要件]
前期の演習「論理学１」を履修すること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ほぼ毎回出題する宿題の累計成績に準じて行う

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3,4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学研究入門

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系１８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3,4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学研究

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

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

 [授業計画と内容]
１課題あたり１～３週（隔週で週２コマ）の授業をする。

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系１９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 杉本　舞

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  第二次大戦期前後のコンピューティング史を考える

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

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

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

ガイダンス
「機械の脳」という発想（2回）
第二次世界大戦中のコンピュータ開発（2～3回）
戦時研究との関係（1～2回）
コンピューティング史における先取権争い（1回）
数学・論理学分野との関連性の検討（1回）
サイバネティクスの興隆（1～2回）
脳・神経系とのアナロジー表現（1回）
メディアにおけるハイプ（1回）
まとめ・フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点100％
授業期間中には授業テーマに関わる小レポートを数回課し、学期末には課題を出す。それらの点数
の合計を平常点とする。いずれのレポートも到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

メディア文化学(特殊講義） (2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(特殊講義） (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系２０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化の諸問題 Ａ

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

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

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



基礎現代文化学系２１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
教授 文学研究科 林　晋

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化の諸問題 B

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

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

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



基礎現代文化学系２２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 山本　昭宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化からみる集合的〈記憶〉と集合的〈夢〉

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]

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

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



基礎現代文化学系２３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 山本　昭宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  映像表現・映像資料からみる近現代の日本社会

 [授業の概要・目的]

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



基礎現代文化学系２４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 京都精華大学　研究員 伊藤　遊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
使用しない
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メディア文化学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表のための文献調査を各自で行うことが必要となる。必要に応じて、担当教員がその調査をサポ
ートする。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 テレビプロデューサ 山登　義明

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  映像メディア論

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

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

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

 [履修要件]
毎日曜日の「ＮＨＫスペシャル」、「情熱大陸」を視聴する。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
受講後のリポート

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



基礎現代文化学系２６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 京都精華大学　研究員 伊藤　遊

 

配当
学年  1-3回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  マンガ研究ことはじめ：方法論を学ぶ

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

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

メディア文化学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



メディア文化学(演習II)(2)

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

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

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



基礎現代文化学系２７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉本　淑彦
非常勤講師 滑田　教夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  京都市西山地区の文化観光プロジェクト

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

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

 [授業計画と内容]
１課題あたり１～３週の授業をする。 

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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