
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

0012 001 哲学基礎文化学系 ゼミナールＩ 1-4 2 2 前期 木2 大木・大西・熊谷・谷塚・安井 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:出口 学部共通科目1

0012 002 哲学基礎文化学系 ゼミナールII 1-4 2 2 後期 木2 伊藤　遼・大坪・橘・張・鳥越 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:出口 学部共通科目2

0022 003 東洋文化学系 ゼミナールＩ 1-4 2 2 前期 木5
伊藤　裕水・上田・岡田・金菱・中村・
髙務・林・福谷・横山

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:宇佐美 学部共通科目3

0022 004 東洋文化学系 ゼミナールII 1-4 2 2 後期 木5
有松・ALBEKER・岡村・王・鎌田・小
林・関本・趙・松葉

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:宇佐美 学部共通科目4

0032 005 西洋文化学系 ゼミナールＩ 1-4 2 2 前期 水5 石井・霜田・髙田・野末・堀川・松原 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:増田 学部共通科目5

0032 006 西洋文化学系 ゼミナールII 1-4 2 2 後期 火5 麻生・勝又・木島・小柏・寺澤・山下 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:増田 学部共通科目6

0042 007 歴史基礎文化学系 ゼミナールＩ 1-4 2 2 前期 木1 片山・加藤・木村・中町・平良・田口・佐藤・金・
渕原・亀田・松井・山田・鄭・黒羽

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:上島 学部共通科目7

0042 008 歴史基礎文化学系 ゼミナールII 1-4 2 2 後期 木1 岩本・上柿・岸本・杉本・田中・谷田・辻田・西
村・増永・松島・望月・山下・山本・横内

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:上島 学部共通科目8

0052 009 行動・環境文化学系 ゼミナールＩ 1-4 2 2 前期 木5 有薗・許・CELIK・田多井・TOET・
仲尾・古本・落合・RIESER・宮武

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:板倉 学部共通科目9

0052 010 行動・環境文化学系 ゼミナールII 1-4 2 2 後期 木5 孫・片田・藏口・武田・戸梶・林・別役・山本寛・
山本博・山本めゆ・LADMIRAL・阿部・木下

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:板倉 学部共通科目10

0062 011 基礎現代文化学系 ゼミナールＩ 1-4 2 2 前期 木5 白木・鈴木・朴・平岡・Mashima ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:伊勢田 学部共通科目11

0062 012 基礎現代文化学系 ゼミナールII 1-4 2 2 後期 木5
川嵜・佐藤・菅原・鈴木・中山・成田・
朴

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ:伊勢田 学部共通科目12

8005 101 博物館学Ｉ 講義 2-4 2 2 前期 月5 髙梨　純次 学芸員用 学部共通科目13

8006 102 博物館学II 講義 2-4 2 2 後期 月5 髙梨　純次 学芸員用 学部共通科目14

8007 103 博物館学III 講義 2-4 2 2 後期 水2 宮川　禎一 学芸員用 学部共通科目15

9635 104 フランス語（中級） 語学 2-4 2 2 前期 月4 Guillaume PERRIER 学部共通科目16

9635 105 フランス語（中級） 語学 2-4 2 2 後期 月4 Guillaume PERRIER 学部共通科目17

9636 106 フランス語（上級） 語学 3-4 2 2 前期 月5 Guillaume PERRIER 学部共通科目18

9636 107 フランス語（上級） 語学 3-4 2 2 後期 月5 Guillaume PERRIER 学部共通科目19

9620 108 シュメール語（初級） 語学 3-4 2 4 通年 木1.金1 森　若葉 学部共通科目20

9624 109 スワヒリ語（初級） 語学 2-4 2 2 前期 火3 井戸根　綾子 学部共通科目21

9625 110 スワヒリ語（中級） 語学 2-4 2 2 後期 火3 井戸根　綾子 学部共通科目22

9614 111 ギリシア語（２時間コース） 語学 2-4 2 4 通年 火5 早瀬　篤 学部共通科目23

9615 112 ギリシア語（４時間コース） 語学 2-4 4 8 通年 月1.木1 広川　直幸 学部共通科目24

9644 113 ラテン語（２時間コース） 語学 2-4 2 4 通年 水1 勝又　泰洋 学部共通科目25

9645 114 ラテン語（４時間コース） 語学 2-4 4 8 通年 月2.金2 佐藤　義尚 学部共通科目26

9622 115 スペイン語（初級） 語学 2-4 2 4 通年 火4 小西　咲子 学部共通科目27

9623 116 スペイン語（中級） 語学 2-4 2 4 通年 火5 小西　咲子 学部共通科目28

9606 117 イタリア語（初級４時間コース） 語学 2-4 4 8 通年 月2.木3 菅野　類 学部共通科目29

9607 118 イタリア語会話（中級） 語学 2-4 2 4 通年 火5 Marco Daniele LIMONGELLI 学部共通科目30

9648 119 朝鮮語（初級A） 語学 2-4 2 2 前期 月2 杉山　豊 学部共通科目31

9649 120 朝鮮語（初級Ｂ） 語学 2-4 2 2 後期 月2 杉山　豊 学部共通科目32

9650 121 朝鮮語（中級Ａ） 語学 2-4 2 2 前期 火2 朴　真完 学部共通科目33

9651 122 朝鮮語（中級Ｂ） 語学 2-4 2 2 後期 火2 朴　真完 学部共通科目34

9616 123 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（２時間コース） 語学 1-4 2 4 通年 水3 天野　恭子 学部共通科目35

9617 124 ｻﾝｽｸﾘｯﾄ（４時間コース） 語学 1-4 4 8 通年 月5.木5 Klebanov Andrey 学部共通科目36

9639 125 ヘブライ語（初級） 語学 3-4 2 2 前期 火3 手島　勲矢 学部共通科目37

9640 126 ヘブライ語（中級） 語学 3-4 2 2 後期 火3 手島　勲矢 学部共通科目38

9608 127 イラン語（初級） 語学 3-4 2 4 通年 火5 竹原　新 学部共通科目39

9628 128 チベット語（初級） 語学 2-4 2 2 前期 月1 高橋　慶治 学部共通科目40

9629 129 チベット語（初級） 語学 2-4 2 2 後期 月1 高橋　慶治 学部共通科目41

9630 130 チベット語（中級） 語学 3-4 2 2 前期 水1 宮崎　泉 学部共通科目42

9630 131 チベット語（中級） 語学 3-4 2 2 後期 水1 宮崎　泉 学部共通科目43

9604 132 アラブ語（初級） 語学 2-4 2 4 通年 木2 西尾　哲夫 学部共通科目44

9641 133 ポーランド語（初級I） 語学 1-4 2 4 通年 木4 Bogna Sasaki 学部共通科目45
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9642 134 ポーランド語（中級II） 語学 1-4 2 2 前期 木5 Bogna Sasaki 学部共通科目46

9642 135 ポーランド語（中級II） 語学 1-4 2 2 後期 木5 Bogna Sasaki 学部共通科目47

9646 136 ロシア語（初級） 語学 1-4 2 2 後期 水2 中村　唯史 学部共通科目48

9657 144 モンゴル語（初級） 語学 2-4 2 2 前期 木4 植田　尚樹 学部共通科目49

9658 145 モンゴル語（中級） 語学 2-4 2 2 後期 木4 植田　尚樹 学部共通科目50

9633 140 ヒンディー語（初級） 語学 1-4 2 4 通年 金5 小松　久恵 学部共通科目51

9659 146 ヒンディー語（中級）I 語学 2-4 2 2 前期 火3 西岡　美樹 学部共通科目52

9660 147 ヒンディー語（中級）II 語学 2-4 2 2 後期 火3 西岡　美樹 学部共通科目53

9612 142 オランダ語（初級） 語学 2-4 2 2 前期 火3 河崎　靖 学部共通科目54

9613 143 オランダ語（中級） 語学 2-4 2 2 後期 火3 河崎　靖 学部共通科目55

9656 150 英語 語学 2-4 2 2 前期 水2 TEETER，Jennifer Louise 教職用 学部共通科目56

9656 151 英語 語学 2-4 2 2 後期 水2 TEETER，Jennifer Louise 教職用 学部共通科目57

9656 152 英語 語学 2-4 2 2 前期 火2 伊藤　佳世子 教職用 学部共通科目58

9656 153 英語 語学 2-4 2 2 後期 火2 伊藤　佳世子 教職用 学部共通科目59

8041 154 英語論文作成法 演習 2-4 2 2 前期 火4 大崎　紀子 学部共通科目60

8041 155 英語論文作成法 演習 2-4 2 2 後期 火4 大崎　紀子 学部共通科目61

9700 156 人文学入門 特殊講義 1-4 2 2 後期 不定
児玉・植田・林・藏口・長岡・満原・
Mashima・白木

学部共通科目62

8107 157 書道 演習 2-4 2 2 前期 金4 日比野　実 教職用 学部共通科目63

8107 158 書道 演習 2-4 2 2 後期 金4 日比野　実 教職用 学部共通科目64

9626 151 タイ語I(初級） 語学 1-4 2 2 前期 木5 弓庭　育子 学部共通科目65

9627 152 タイ語II(初級） 語学 1-4 2 2 後期 木5 弓庭　育子 学部共通科目66

9610 153 インドネシア語I（初級） 語学 1-4 2 2 前期 木5 柏村　彰夫 学部共通科目67

9611 154 インドネシア語II（初級） 語学 1-4 2 2 後期 木5 柏村　彰夫 学部共通科目68

9637 155 ベトナム語I(初級） 語学 1-4 2 2 前期 金4 清水　政明 学部共通科目69

9638 156 ベトナム語II(初級） 語学 1-4 2 2 後期 金4 清水　政明 学部共通科目70

9631 157 ビルマ（ミャンマー）語I（初級） 語学 1-4 2 2 前期 木3 本行　沙織 学部共通科目71

9822 031 アジア研究(タイ研修) 特殊講義 2-4 30 2 前期 集中 稲垣　和也 学部共通科目72

9822 032 アジア研究(ベトナム研修) 特殊講義 2-4 30 2 前期 集中 稲垣　和也 学部共通科目73

9822 033 アジア研究(戦争と植民地の歴史認識) 特殊講義 1-4 2 2 後期 木2 高嶋　航・小山　哲 学部共通科目74

9822 034 アジア研究(東南アジア研究概論) 特殊講義 1-4 2 2 前期 水2 玉田　芳史 学部共通科目75

9822 035 アジア研究(インドネシア研修) 特殊講義 2-4 30 2 後期 集中 稲垣　和也 学部共通科目76

9822 036 Contemporary Philosophy in Japan 特殊講義 1-4 2 2 後期 火4 海田　大輔 学部共通科目77

9822 037
What is "modern", "Japanese",
"literature"? 特殊講義 3-4 2 2 後期 月3 Irina Holca 学部共通科目78

9822 038 Cross-boarder Migration 特殊講義 3-4 2 2 後期 火4 安里　和晃 学部共通科目79

9822 039 Japanese Contemporary Popular Culture 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 Bjorn-Ole Kamm 学部共通科目80

9822 040 Japan at Play 特殊講義 3-4 2 2 後期 火5 Bjorn-Ole Kamm 学部共通科目81

9822 041 Gender in Japan 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 COATES Jennifer 学部共通科目82

9822 042 Autobiographical prose in modern Japan 特殊講義 3-4 2 2 前期 水3 Irina Holca 学部共通科目83

9822 043 Gender in Japan 特殊講義 3-4 2 2 前期 木2 COATES Jennifer 学部共通科目84

9822 044
Debating Otaku in Contemporary
Japan: The Labelling Approach 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 Bjorn-Ole Kamm 学部共通科目85

9822 045
Introduction to Transcultural Studies
(lecture series) 特殊講義 3-4 2 2 前期 月3 Bjorn-Ole Kamm・Klebanov Andrey・

COATES Jennifer
学部共通科目86

9825 046
Introduction to Transcultural Studies
(tutorium) 演習 3-4 2 2 前期 火5 Bjorn-Ole Kamm 学部共通科目87

9825 047
Book Reading and Discussion on
Japanese Thoughts and Culture 演習 1-4 2 2 前期 水5 早瀬　篤 学部共通科目88

9825 048
Book Reading and Discussion on
Japanese Thoughts and Culture 演習 1-4 2 2 後期 水5 早瀬　篤 学部共通科目89

9825 049
Advanced English Skills for Humatinies
Research 演習 3-4 2 2 前期 水5 Irina Holca 学部共通科目90



学部共通科目1

授業科目名
　<英訳>

哲学基礎文化学系(ゼミナールＩ)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
非常勤講師 大木　崇
非常勤講師 大西　琢朗
非常勤講師 熊谷　征一郎
非常勤講師 谷塚　巌
非常勤講師 安井　絢子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  哲学基礎文化学入門

 [授業の概要・目的]
哲学基礎文化学系各専修の大学院で学んだ若手研究者によるリレー講義。それぞれのイキのいい研
究テーマについて、学部学生向けに、分りやすく、そして楽しく語ってもらいます。
この授業の特色として、毎回、質問の時間を用意しています。その日の講義の内容はもちろんのこ
と、学生生活や研究生活の相談や、進路相談など、経験豊富な先輩にどしどしぶつけてみましょう。
皆さんにとって学問の最前線に触れるとともに、研究室の先輩と早い目から交流する場となること
もこの授業の目的のひとつです。
なお受講者には担当者が代わるたびに授業アンケートに答えていただきます。これからあちこちの
大学で教鞭を取る若手教員を育てるつもりになって、参考にも励みにもなる回答をお寄せください。

 [到達目標]
哲学基礎文学系に進むための基本的な知識とスキルを習得する。哲学で論じられる幅広いトピック
に対応できる柔軟な思考力を養う。

 [授業計画と内容]
第一回～三回　大木崇講師　アリストテレスへの誘い
第四回～六回　谷塚巌講師　キルケゴール哲学の諸相
第七回～九回　熊谷征一郎講師　「「個人」の誕生をめぐって」
第十回～第十二回　安井絢子講師　ケアの倫理の最前線
第十三回～第十五回　大西琢朗講師  「証明」とは何か？

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業に際しては、毎回出席をとります。全講義の7割以上に出席することが、単位認定の条件です。
成績評価は学期末レポートで行います。提出要領その他は授業時に伝達します。

哲学基礎文化学系(ゼミナールＩ)(2)へ続く↓↓↓



哲学基礎文化学系(ゼミナールＩ)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に適宜指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に適宜指示します。

※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。



学部共通科目2

授業科目名
　<英訳>

哲学基礎文化学系(ゼミナールII)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 出口　康夫
非常勤講師 伊藤　遼
非常勤講師 大坪　哲也
非常勤講師 橘　英希
非常勤講師 張　旋
非常勤講師 鳥越　覚生

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  哲学基礎文化学入門

 [授業の概要・目的]
哲学基礎文化学系各専修の大学院で学んだ若手研究者によるリレー講義。それぞれのイキのいい研
究テーマについて、学部学生向けに、分りやすく、そして楽しく語ってもらいます。
この授業の特色として、毎回、質問の時間を用意しています。その日の講義の内容はもちろんのこ
と、学生生活や研究生活の相談や、進路相談など、経験豊富な先輩にどしどしぶつけてみましょう。
皆さんにとって学問の最前線に触れるとともに、研究室の先輩と早い目から交流する場となること
もこの授業の目的のひとつです。
なお受講者には担当者が代わるたびに授業アンケートに答えていただきます。これからあちこちの
大学で教鞭を取る若手教員を育てるつもりになって、参考にも励みにもなる回答をお寄せください。

 [到達目標]
哲学基礎文学系に進むための基本的な知識とスキルを習得する。哲学で論じられる幅広いトピック
に対応できる柔軟な思考力を養う。

 [授業計画と内容]
第一回～三回　橘英希講師　マールブランシュの自然哲学
第四回～六回　鳥越覚生講師　ドイツ理想主義における啓蒙と美：カント・シラー・ショーペンハ
ウワー
第七回～九回　大坪哲也　19世紀の宗教哲学：ヘーゲルとキルケゴール
第十回～第十二回　張旋　フェミニズム神学とは何か
第十三回～第十五回　伊藤遼   ラッセルの言語哲学と存在論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業に際しては、毎回出席をとります。全講義の８割以上に出席することが、単位認定の条件です。
成績評価は学期末レポートで行います。提出要領その他は授業時に伝達します。

哲学基礎文化学系(ゼミナールII)(2)へ続く↓↓↓



哲学基礎文化学系(ゼミナールII)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に適宜指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業中に適宜指示します。

※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。



学部共通科目3

授業科目名
　<英訳>

東洋文化学系(ゼミナールＩ)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宇佐美　文理
非常勤講師 伊藤　裕水
非常勤講師 上田　真啓
非常勤講師 岡田　栄作
非常勤講師 金菱　哲宏
非常勤講師 中村　法道
非常勤講師 髙務　祐輝
非常勤講師 林　玄海
非常勤講師 福谷　彬
非常勤講師 横山　剛

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  東洋文化学系(ゼミナールＩ)

 [授業の概要・目的]
インド・チベット・中国の文献を扱う研究の手法と、各分野の文献から読み取れる思想を、二次文
献の講読などを交えながら紹介する（各専修の案内も兼ねる）。本年度は、２回授業を５名、１回
授業を４名、計９名の講師が担当する。授業の形式は各講師によって異なるが、14回の授業には「
文献学」という一貫したテーマが設けられている。すべての授業において、受講生が「文献学とは
何か」という問いを設定し、積極的に発言・質問することによって自分なりの見解を得ることを期
待する。第１回目の授業でガイダンスを行い、授業の進め方と評価方法の具体的な説明を行う。

 [到達目標]
本科目の履修を通して、以下のような知識と能力の習得を目指す。
・中国・インド・チベットの思想史についての俯瞰的な視点を獲得する。
・中国哲学・インド古典学・仏教学における主要なトピックについて、基本的な知識を習得する。
・それらの事項について、自らの見解を整理し、レポートとして的確にまとめられるように取りく
む。

 [授業計画と内容]
※初回の講義においてゼミナール全体についてのガイダンスを行う。
第1回「思想史と文献学」（上田）
第2回「ジャイナ教哲学史」（上田）
第3回「ヨーガ学派の哲学文献に見るバラモン教と仏教の関係」（金菱）
第4回「仏教文献資料の分析」（中村）
第5回「仏陀の生涯―文献から明らかになること―」（岡田）
第6回「インド仏教徒が行う存在の分析（１）その目的と初期経典における教説」（横山）
第7回「インド仏教徒が行う存在の分析（２）説一切有部のアビダルマにおける教理の展開」（横
山）
第8回「インド仏教文献に見られる迷いの様相」（高務）
第9回「インド仏教における真理観（１）」（林）
第10回「インド仏教における真理観（２）」（林）
第11回「漢代儒学―経書と緯書」（伊藤）
第12回「緯書と経書解釈」（伊藤）
第13回「論語解釈史（１）」（福谷）
第14回「論語解釈史（２）」（福谷）

東洋文化学系(ゼミナールＩ)(2)へ続く↓↓↓



東洋文化学系(ゼミナールＩ)(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（20％）と学期末のレポート（80％、課題選択制）

 [教科書]
配布資料による。

 [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。



学部共通科目4

授業科目名
　<英訳>

東洋文化学系(ゼミナールII)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 宇佐美　文理
非常勤講師 有松　遼一
非常勤講師 ALBEKER Andras Zsigmond
非常勤講師 岡村　弘樹
非常勤講師 王　俊鈞
非常勤講師 鎌田　智恵
非常勤講師 小林　雄一
非常勤講師 関本　真乃
非常勤講師 趙　ウニル
非常勤講師 松葉　久美子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  東洋の文化と思想Ⅱ（国語国文学・中国哲学史）

 [授業の概要・目的]
各担当者がそれぞれの研究内容について、国語学国文学、中国哲学史の研究が具体的にどのような
ものであるかを受講者に紹介する。東洋の文献を読むための基本的な知識を身につけると同時に、
国語学国文学、中国哲学史の二つの学問領域が、どのように連続し、共通の淵源を有しているか、
またそれぞれの独自性はどこにあるかについて、言語、文学、哲学の側面から自力で考察するため
の、方法論を学ぶ。

 [到達目標]
受講者は、本ゼミナール全体の受講を通じて、東洋の文献を読むための基本的な知識を身につける。
具体的には、①国語学国文学、中国哲学史の専修において、どのような研究が行われているのかを
知ること。②日本や中国の文化、言語、思想について幅広い興味関心を持つこと。③日本や中国の
文献を読解する、もしくは日本語や中国語を分析する上での、基礎的な研究方法、工具についての
理解を深めることとなる。

 [授業計画と内容]
※初回の講義においてゼミナール全体についてのガイダンスを行う。
第1回　『日本国語大辞典』（日国）を読む(1)（小林）
第2回　『日本国語大辞典』（日国）を読む(2)（小林）
第3回　日本語文法の歴史的研究入門(1)（岡村）
第4回　日本語文法の歴史的研究入門(2)（岡村）
第5回　後嵯峨院時代の物語文学(1)（関本）
第6回　後嵯峨院時代の物語文学(2)（関本）
第7回　平安時代の和歌と歌学(1)（鎌田）
第8回　平安時代の和歌と歌学(2)（鎌田）
第9回　連歌の表現と解釈（有松）
第10回　演説・講演から見た明治の言葉（アルベケル）
第11回　『荘子』はどのように読まれたのか（趙）
第12回　王朝交代期における思想(1)（松葉）
第13回　王朝交代期における思想(2)（松葉）
第14回　中国絵画理論における「気韻」について（王）

東洋文化学系(ゼミナールII)(2)へ続く↓↓↓



東洋文化学系(ゼミナールII)(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（20％）と学期末のレポート（80％・課題選択制）。

 [教科書]
使用しない
配布資料による。

 [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]
授業中に指示をする。

（その他（オフィスアワー等））
質問等は授業後に受け付ける。なお、緊急のことがあれば、文学部校舎七階にある国語学国文学研
究室（075-753-2824）、文学部校舎六階にある中国哲学史研究室（075-753-2755）に電話のこと。

※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。



学部共通科目5

授業科目名
　<英訳>

西洋文化学系(ゼミナールＩ)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 増田　眞
非常勤講師 石井　昌子
非常勤講師 霜田　洋祐
非常勤講師 髙田　映介
非常勤講師 野末　幸子
非常勤講師 堀川　宏
非常勤講師 松原　冬二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  西洋文学へのいざない

 [授業の概要・目的]
本研究科西洋文献文化学専攻出身の若手研究者６名によるリレー講義。西洋文化学系で学ぼうと考
えている１・２回生をおもな対象として、西洋文学にかんする入門的な授業をおこなう。西洋古典
文学、ロシア文学、イギリス文学、フランス文学、イタリア文学の作家や作品を通して、西洋文学
の多面的な魅力にふれるとともに、文学研究のさまざまなテーマや方法を学ぶことを目的とする。
授業は講義形式を基本とするが、必要に応じて演習形式を取り入れることもある。

 [到達目標]
西洋文学の代表的な作家・作品について学び、西洋文学の世界の多面的な魅力を理解する。合わせ
て、文学研究の方法への案内とする。

 [授業計画と内容]
取り上げるテーマと担当者は次の通り。
一つのテーマについて２～３コマの授業時間をあてる。
１（１～３回目）：近代小説と物語の「現実性（リアルさ）」――マンゾーニ『いいなづけ』を中
心に（霜田洋祐）
２（４～５回目）：チェーホフ『子犬を連れた奥さん』を読む（高田映介）
３（６～８回目）：ジョージ・エリオットを読む（石井昌子）
４（９～10回目）：失われた「過去」と記憶の再生――イーディス・ウォートン『無垢の時代』を
読む（野末幸子）
５（11～13回目）：20世紀アヴァンギャルドの理論と芸術――未来派・ダダ・シュルレアリスム（
松原冬二）
６（14～15回目）：ギリシャ・ローマの英雄叙事詩（堀川宏）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末レポートによって評価する。

西洋文化学系(ゼミナールＩ)(2)へ続く↓↓↓



西洋文化学系(ゼミナールＩ)(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]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
あまり関心のないテーマにかんする授業でも、きっと新しい発見があるはずなので、ぜひ出席して
みてください。
また、第１回の授業時に、履修のしかたについて簡単に説明しますので、受講者は必ず出席してく
ださい。
コーディネーター：増田真

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目6

授業科目名
　<英訳>

西洋文化学系(ゼミナールII)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 増田　眞
非常勤講師 麻生　陽子
非常勤講師 勝又　泰洋
非常勤講師 木島　菜菜子
非常勤講師 小柏　裕俊
非常勤講師 寺澤　大奈
非常勤講師 山下　大吾

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  西洋文学の諸相

 [授業の概要・目的]
本研究科西洋文献文化学専攻出身の若手研究者７名によるリレー講義。西洋文化学系で学ぼうと考
えている１・２回生をおもな対象として、西洋文学にかんする入門的な授業をおこなう。西洋古典
文学、ロシア文学、ドイツ文学、イギリス文学、アメリカ文学、フランス文学のさまざまなジャン
ルの作品を通して、西洋文学の多面的な魅力にふれるとともに、文学研究のテーマや方法への理解
を深めることを目的とする。授業は講義形式を基本とするが、必要に応じて演習形式を取り入れる
こともある。   
  

 [到達目標]
西洋文学の代表的な作家・作品について学び、西洋文学の世界の多面的な魅力を理解する。合わせ
て、文学研究の方法への案内とする。

 [授業計画と内容]
取り上げるテーマと担当者は次の通り。 
一つのテーマについて２～３週の授業時間をあてる。
１（１～３回目）：古代ローマの文芸理論――ホラーティウス『詩論』を読む（勝又泰洋） 
２（４～６回目）：プーシキンの物語詩を読む（山下大吾）
３（７～８回目）：書き手とジェンダー――19世紀前半の詩人アネッテ・フォン・ドロステ＝ヒュ
ルスホフの作品を手がかりに（麻生陽子）
４（９～10回目）：マックス・フリッシュの初期戯曲（寺澤大奈）
５（11～12回目）：19世紀イギリス小説と風景描写（木島菜菜子）
６（13～15回目）：文学におけるモンタージュとは何か（小柏裕俊）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末レポートによって評価する。

西洋文化学系(ゼミナールII)(2)へ続く↓↓↓



西洋文化学系(ゼミナール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]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
あまり関心のないテーマにかんする授業でも、きっと新しい発見があるはずなので、ぜひ出席して
みてください。
また、第１回の授業時に、履修のしかたについて簡単に説明しますので、受講者は必ず出席してく
ださい。
コーディネーター：増田真

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目7

授業科目名
　<英訳>

歴史基礎文化学系(ゼミナールＩ)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 上島　享
非常勤講師 片山　健太郎
非常勤講師 加藤　麻子
非常勤講師 木村　可奈子
非常勤講師 中町　美香子
非常勤講師 平良　聡弘
非常勤講師 田口　佳奈
非常勤講師 佐藤　早紀子
非常勤講師 金　賢祐
非常勤講師 渕原　智幸
非常勤講師 亀田　俊和
非常勤講師 松井　直人
非常勤講師 山田　淳平
非常勤講師 鄭　賢珠
非常勤講師 黒羽　亮太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  歴史学研究の最前線（1）―考古学・日本史学・東洋史学のフロンティア

 [授業の概要・目的]
　歴史学研究の最前線で活躍する若手研究者が講師となり、自らの研究の体験をふまえながら、リ
レー形式で最新の研究成果をわかりやすく紹介する。前期の授業では、考古学・日本史学・東洋史
学の新しい研究の課題や手法に触れ、歴史研究への理解を深める手がかりを得ることを目的とする。

 [到達目標]
新しい研究の課題や手法に触れ、歴史研究への理解を深める手がかりを得る。

 [授業計画と内容]
14名のゼミナール担当講師がリレー講義を行なう。次のような内容を予定している。 
　①　片山健太郎　古墳時代馬具の研究
　②　加藤麻子　　律令公文書研究　―牒―
　③　黒羽亮太　　荘園と交通の地域史
　④　中町美香子　平安時代の古記録史料
　⑤　田口佳奈　　平安時代の思想文化
　⑥　佐藤早紀子　平安時代の貴族装束について
　⑦　金賢祐　　　平安時代の日朝関係について
　⑧　渕原智幸　　前九年合戦の歴史的前提
　⑨　亀田俊和　　大塔宮護良親王の生涯
　⑩　松井直人　　中世後期京都における武士
　⑪　山田淳平　　近世日本の雅楽文化
　⑫　鄭賢珠　　　近代日本教育行政の所管問題
　⑬　平良聡弘　　風説留から幕末維新を読み解く
　⑭　木村可奈子　前近代東アジア国際関係史の諸相
　　＊コーディネーター：上島享

歴史基礎文化学系(ゼミナールＩ)(2)へ続く↓↓↓



歴史基礎文化学系(ゼミナールＩ)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の感想を中心とする毎回の小レポート(40％）と、学期末のレポート（60％）にもとづいて総
合的に評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、講師・テーマがかわるので、各講義で学んだ内容をそのたびに整理することが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、講師への質問や授業内容に関連する問題提起など、積極的に授業に参加することを期
待する。
前期は考古学・日本史・東洋史、後期は東洋史・西南アジア史・西洋史と分かれているが、歴史学
を様々な視点からみてほしいので、できれば志望する専修如何にかかわらず、前後期ともに受講す
るのが望ましい。

※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>

歴史基礎文化学系(ゼミナールII)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 上島　享
非常勤講師 岩本　真利絵
非常勤講師 上柿　智生
非常勤講師 岸本　廣大
非常勤講師 杉本　陽奈子
非常勤講師 田中　一輝
非常勤講師 谷田　利文
非常勤講師 辻田　明子
非常勤講師 西村　昌洋
非常勤講師 増永　理考
非常勤講師 松島　隆真
非常勤講師 望月　直人
非常勤講師 山下　孝輔
非常勤講師 山本　孟
非常勤講師 横内　吾郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  歴史学研究の最前線（2）　―東洋史学・西南アジア史学・西洋史学のフロンティア

 [授業の概要・目的]
歴史学研究の最前線で活躍する若手研究者が講師となり、リレー形式で最新の研究成果をわかりや
すく紹介する。後期の授業では、東洋史学・西南アジア史学・西洋史学の新しい研究の課題や手法
に触れ、歴史研究への理解を深める手がかりを得ることを目的とする。

 [到達目標]
新しい研究の課題や手法に触れ、歴史研究への理解を深める手がかりを得る。

 [授業計画と内容]
14名のゼミナール担当講師がリレー講義を行なう。次のような内容を予定している。 
　①　松島隆真　名君の実像　―前漢文帝の改革政治―
　②　田中一輝　『魏書』序紀と正統問題
　③　岩本真利絵　中国明代の政治と皇帝
　④　望月直人　清朝末期―民国時代の中国社会における軍事組織を中心として政治社会史 
　⑤　辻田明子　メソポタミアの豊穣儀礼と文学
　⑥　山本孟　ヒッタイト王国の政治・外交・宗教
　⑦　横内吾郎　初期イスラーム時代史研究の現在
　⑧　杉本陽奈子　古代ギリシアにおける海上交易
　⑨　岸本廣大　ヘレニズム時代の国際社会
　⑩　増永理考　ローマ帝国下における属州民の暮らし　―小アジアを中心に―
　⑪　山下孝輔　ローマ帝国の皇帝立法と法運用における救済の言説
　⑫　西村昌洋　後期ローマ帝国における政治文化
　⑬　上柿智生　ビザンツ帝国とギリシア文化
　⑭　谷田利文　ポリスの歴史　―古代ギリシアから明治期日本へ―
　　＊コーディネーター：上島享

歴史基礎文化学系(ゼミナールII)(2)へ続く↓↓↓



歴史基礎文化学系(ゼミナールII)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の感想を中心とする毎回の小レポート（40％）と、学期末のレポート（60％）にもとづいて総
合的に評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、講師・テーマがかわるので、各講義で学んだ内容をそのたびに整理することが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
受講生には、講師への質問や授業内容に関連する問題提起など、積極的に授業に参加することを期
待する。
前期は考古学・日本史・東洋史、後期は東洋史・西南アジア史・西洋史と分かれているが、歴史学
を様々な視点からみてほしいので、できれば志望する専修如何にかかわらず、前後期ともに受講す
るのが望ましい。

※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>

行動・環境文化学系(ゼミナールＩ)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 板倉　昭二
非常勤講師 有薗　真代
非常勤講師 許　燕華
非常勤講師 CELIK，Kenan Thibault
非常勤講師 田多井　俊喜
非常勤講師 TOET，Rudy
非常勤講師 仲尾　友貴恵
非常勤講師 古本　真
非常勤講師 落合　いずみ
非常勤講師 RIESER，Lukas
非常勤講師 宮武　実知子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  行動文化学への招待

 [授業の概要・目的]
行動文化系の分野で研究している新進気鋭の研究者たちが，この分野で研究する事の意義や楽しさ
を紹介し，あわせて研究の始め方や，基本となる入門書，当初に遭遇する困難など，学生に近い立
場から具体的に語りかけるとともに，学生の相談にも応えます．

 [到達目標]
行動文化学に関する最新の知見と方法論を習得し、人間が日常使う言語や、心の動き、社会の中で
の行動とそれを取り巻く地域そのものについて包括的に理解する力をつける

 [授業計画と内容]
下記の分野やテーマについて扱う予定です．変更や追加もあり得ます．
1回：『ハンセン病療養所を生きる　－病と障害の社会学』
2回：『遠い他者』の生活世界を探るためのフィールドワークの方法(1)
3回：『遠い他者』の生活世界を探るためのフィールドワークの方法(2)
4回：「マイノリティであり、マジョリティでもあることとは？」
5回：「私たちとマイノリティ集団」
6回：行動文化学への招待―医療制度と「性同一性障害」
7回：行動文化学への招待―セクシュアル・マイノリティをどう理論化するか
8回：「行動文化学への招待ー「をする」か「がされる」か、言い方はどのように決まるか」
9回：「沖縄を知っていますか？　―「参与観察」10年目の現地リポート―」
10回：19世紀に記録された言語を特定する－アタヤル語群を例に
11回：台灣オーストロネシア諸語に見られる嚮数法について
12回：「フィールドワークに出かけよう」
13回：「多良間方言の文法入門」
14回：「言葉について考える」方法としての形式意味論・語用論：日本語の文末詞
15回：「言葉について考える」方法としての形式意味論・語用論：ドイツ語の談話小辞

行動・環境文化学系(ゼミナールＩ)(2)へ続く↓↓↓



行動・環境文化学系(ゼミナールＩ)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価です。毎回小テストを実施し、前期を通じての平均点で評価します．小テストを受けな
い回は０点として計算されます。

 [教科書]
使用しない
教材は必要に応じて授業中に配布します．

 [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]
授業中に指示をする。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設けませんが，授業の後で担当の講師と話し合ってください．また各講師ご
とに授業に関するアンケートをします．

※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>

行動・環境文化学系(ゼミナールII)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 板倉　昭二
非常勤講師 孫・片田 晶
非常勤講師 藏口　佳奈
非常勤講師 武田　龍樹
非常勤講師 戸梶　民夫
非常勤講師 林　由華
非常勤講師 別役　透
非常勤講師 山本　寛樹
非常勤講師 山本　博子
非常勤講師 山本　めゆ
非常勤講師 LADMIRAL，Guillaume
非常勤講師 阿部　友香
非常勤講師 木下　衆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  行動文化学への招待

 [授業の概要・目的]
行動文化系の分野で研究している新進気鋭の研究者たちが，この分野で研究する事の意義や楽しさ
を紹介し，あわせて研究の始め方や，基本となる入門書，当初に遭遇する困難など，学生に近い立
場から具体的に語りかけるとともに，学生の相談にも応えます．

 [到達目標]
行動文化学に関する最新の知見と方法論を習得し、人間が日常使う言語や、心の動き、社会の中で
の行動とそれを取り巻く地域そのものについて包括的に理解する力をつける

 [授業計画と内容]
下記のテーマについて扱う予定です．変更や追加もあり得ます．

1回：「農村の家族と労働」	
2回：「概念と私たちの問題経験――「個人の経験」を「社会学的」	
3回：「在日コリアンの子どもたちと日本人教師の「民族」をめぐるすれ違い」	
4回：「レイシズム史の再検討：アジア人の移動に注目して」	
5回：多様なセクシュアリティをめぐる課題の変化
6回：国民、国民国家および国民主義という概念と理解	
7回：「記憶の人類学」	
8回：世界の言語の現状―琉球諸語を中心として―	
9回：『フィールドからヒトの発達環境をかんがえる』	
10回：社会学概説　ヴェーバー社会学理論に関する基礎的な知識について	
11回：社会学における科学性について	
12回：「印象形成における魅力評価の役割と効果①」	
13回：「印象形成における魅力評価の役割と効果②」	
14回：「動物は"思い出を語る"か？エピソード記憶の比較認知科学(１)」	
15回：「動物は"思い出を語る"か？エピソード記憶の比較認知科学(２)」

行動・環境文化学系(ゼミナールII)(2)へ続く↓↓↓



行動・環境文化学系(ゼミナールII)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価です。毎回小テストを実施し、後期を通じての平均点で評価します．小テストを受けな
い回は０点として計算されます。

 [教科書]
ありません．教材は授業中に配布します．

 [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]
授業において指示をする

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは特に設けませんが，授業の後で担当の講師と話し合ってください．また各講師ご
とに授業に関するアンケートをします．

※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>

基礎現代文化学系(ゼミナールＩ)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 伊勢田　哲治
非常勤講師 白木　正俊
非常勤講師 鈴木　健雄
非常勤講師 朴　珍姫
非常勤講師 平岡　久代
非常勤講師 TOJIRAKARN，Mashima

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  現代文化学への招待 I

 [授業の概要・目的]
　現代文化学専攻の博士課程を修了した若手研究者が、現代文化学系を志す後輩達に、自分たちの
最新の研究成果をふまえつつ、現代文化学系の学問についてわかりやすく講義します。この科目は
二つの性格をもっています。
　一つ目は、現代文化学に関心をもつ１、２回生のための導入的専門科目という性格です。多様な
現代文化学系の研究内容の一端を示すことで、現代文化学系への理解を深めてもらい、１回生には、
系分属選択の判断材料を、２回生には、専修選択の判断材料を提供することがその目的です。

　第二の性格は、大学教員をめざす若手研究者のための教育実践（大学教育改善のための実践＝Ｆ
Ｄの一環であるプレＦＤ）の場であるということです。現代文化学系で学び、将来大学教員を志す
若手研究者が、実際に学生に教えることで、その教育力を延ばすことが目的となります。そのため
に毎回授業終了後に、授業について感想や意見を書いもらうアンケートを実施します。

 [到達目標]
　この科目は、現代文化学系に関心をもっている学生に、多様性に富む現代文化学系の学問内容の
一端を提示することを目的としています。リレー講義を担当する若手の研究者は、未熟ですが、同
時に最先端に近いところで研究をしています。そういった研究の新動向を少しでも知ることで、受
講生が現代文化学系に関心をもつようになり、専修分属を決める際の判断材料の材料となります。

 [授業計画と内容]
以下の予定で授業を進めます（括弧内は担当者名）。

1～3週目　：日本近代都市における治水と利水（白木正俊）
4～6週目　：1960年代以降の10代女性向け雑誌における性描写の変遷（トジラカーン・マシマ）
7～9週目　：文化財移動、日本よりアメリカへ（平岡久代）
10～12週目：韓国ポピュラーカルチャーに表れる韓国女性のセクシュアリティ（朴珍姫）
13～15週目：ドイツ系亡命者による反ナチス抵抗運動と戦争協力 (鈴木健雄)

 [履修要件]
　授業は主として１，２回生を受講者に想定しておこないますが、３、４回生の受講も可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加態度（出席点）と試験によって総合的に成績を評価します。試験は、各授業担当者が
与える課題についてレポートの提出してもらいます。
出席点５０％、レポート点５０％とし，
　出席点：８回以下の出席は０点、９回２５、１０回３０、１１回３５、１２回４０、１３回４５、

基礎現代文化学系(ゼミナールＩ)(2)へ続く↓↓↓



基礎現代文化学系(ゼミナールＩ)(2)

１４／１５回５０点とします。
　レポート点：５人の講師が出す課題から２つを選んで、レポートを提出します。２つのレポート
の点数を平均してレポート点を算出します。

　

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業時に、各担当者から、課題が提示されることがあります。その指示にしたがってください。

（その他（オフィスアワー等））
　この授業は、若手研究者のためのプレFDプログラムに参加しています。そのために毎回授業終了
後に、授業について感想や意見を書いもらうアンケートを実施するほかにも、受講生以外の参観者
の出席をみとめています。

※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>

基礎現代文化学系(ゼミナールII)
Relay Seminars for Undergraduate Students (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 伊勢田　哲治
非常勤講師 川嵜　陽
非常勤講師 佐藤　夏樹
非常勤講師 菅原　裕樹
非常勤講師 鈴木　真奈
非常勤講師 中山　俊
非常勤講師 成田　千尋
非常勤講師 BAK，Mikyung

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 ゼミナール

使用
言語   日本語 

題目  現代文化学への招待 ＩＩ

 [授業の概要・目的]
　現代文化学専攻の博士課程を修了した若手研究者が、現代文化学系を志す後輩達に、自分たちの
最新の研究成果をふまえつつ、現代文化学系の学問についてわかりやすく講義します。この科目は
二つの性格をもっています。 
　一つ目は、現代文化学に関心をもつ１、２回生のための導入的専門科目という性格です。多様な
現代文化学系の研究内容の一端を示すことで、現代文化学系への理解を深めてもらい、１回生には、
系分属選択の判断材料を、２回生には、専修選択の判断材料を提供することがその目的です。 
　第二の性格は、大学教員をめざす若手研究者のための教育実践（大学教育改善のための実践＝Ｆ
Ｄの一環であるプレＦＤ）の場であるということです。現代文化学系で学び、将来大学教員を志す
若手研究者が、実際に学生に教えることで、その教育力を延ばすことが目的となります。そのため
にプレＦＤに該当する講師の授業終了後には、授業について感想や意見を書いもらうアンケートを
実施します。

 [到達目標]
　この科目は、現代文化学系に関心をもっている学生に、多様性に富む現代文化学系の学問内容の
一端を提示することを目的としています。リレー講義を担当する若手の研究者は、未熟ですが、同
時に最先端に近いところで研究をしています。そういった研究の新動向を少しでも知ることで、受
講生が現代文化学系に関心をもつようになり、専修分属を決める際の判断材料となります。

 [授業計画と内容]
授業は次の順番でおこないます。前半はプレＦＤ対象授業となり一人の講師が３回、後半はプレＦ
Ｄ非対象授業となり一人の講師が１~ 2 回担当します。

1～3週目　：クリティカル・シンキング入門（鈴木真奈）
4～6週目　：東アジア国際関係から見た沖縄返還 （成田千尋）

7,8週目：科学技術のELSI （菅原裕輝）
9,10週目：韓国の妖怪「ドッケビ」を通してみる20世紀日韓文化交流史 （朴ミギョン）
11, 12週目：フランス革命期から20世紀前半のフランスにおける文化遺産の保護 （中山俊）
13週目：エスニック集団としてのヒスパニックの形成過程とその影響（佐藤夏樹）
14週目：植民地朝鮮における「皇民化」政策と戦争動員（川嵜陽）

基礎現代文化学系(ゼミナールII)(2)へ続く↓↓↓



基礎現代文化学系(ゼミナールII)(2)

 [履修要件]
授業は主として１，２回生を受講者に想定しておこなうが、３、４回生の受講も可。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加態度（出席点）と試験によって総合的に成績を評価します。試験は、各授業担当者が
与える課題についてレポートを提出してもらいます。
出席点５０％、レポート点５０％とし，
　出席点：７回以下の出席は０点、８回２５、９回３０、１０回３５、１１回４０、１２回４５、
１３／１４回５０点とします。
　レポート点：7人の講師が出す課題から２つを選んで、レポートを提出します。２つのレポート
の点数を平均してレポート点を算出します。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に、各担当者から、課題が提示されることがあります。その指示にしたがってください。

（その他（オフィスアワー等））
　この授業は、一部、若手研究者のためのプレＦＤプログラムに参加しています。そのために、プ
レＦＤ参加講師の授業終了後に、授業について感想や意見を書いもらうアンケートを実施するほか
にも、受講生以外の参観者の出席をみとめています。

※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>

博物館学Ｉ(講義)
Museum Science I

  担当者所属・
  職名・氏名 (公財）　秀明文化財団　参事 髙梨　純次

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  博物館概論

 [授業の概要・目的]
博物館法によって規定される博物館の設置目的や、職務内容について説明します。そして、前近代
において、日本では「モノ」をどのようにみていたのか、日本の文化伝統としての「展示」や「公
開」の前史について考えながら、欧米に起源を持つ博物館が、日本で受容され組織化され、法制化
される過程を探ることによって、博物館の持つ意義について考えます。そのような視点から、博物
館の今日的課題を探り，博物館の専門的職員である学芸員の職務と博物館に関する基礎的事項の理
解を図ろうとします。

 [到達目標]
学芸員資格の取得を目指すことが前提としてあるので、将来、職業人としての意識を形成してゆく
ための、基礎知識を習得するとともに、博物館の現状や、学芸員という職業人としての自覚形成の
出発点にたてることを目指します。

 [授業計画と内容]
以下の内容について授業します。１課題あたり１～２週の授業をする予定
１．日本の博物館とはなにか（博物館法の説明・2回）　　２．欧米における博物館略史
３．前近代の日本における「モノ」の配置や見せ方（3回）
４．欧米との邂逅（博物館をみた最初の日本人たち・2回）
５．博物館のはじまり（草創期における課題と目的・2回）　６.日本の博物館の流れ
７．現在の博物館が抱える課題（1）立地や施設　
８．現在の博物館が抱える課題（2）組織と人員
９. 現在の博物館が抱える課題（3）財源
10．学芸員の職務とは

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業に基づいたレポート試験（70％）、講義時に実施する小レポートや博物館の見学レポート（30
％）。
出席を重視するので、原則として、講義回数の20%以上の欠席については、単位を認めません。

博物館学Ｉ(講義)(2)へ続く↓↓↓



博物館学Ｉ(講義)(2)

 [教科書]
授業時に参照する「博物館法」など関連法を予習し、ある程度の知識を身に付けておくようにして
下さい。
講義の内容に応じて、プリントを配布します。

 [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]
博物館に関わる時事問題なども含めて、興味・関心をもち、講義内容と照らし合わせて考えて下さ
い。

（その他（オフィスアワー等））
様々な分野の博物館をできるだけ多く見学して下さい。

※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>

博物館学II(講義)
Museum Science II

  担当者所属・
  職名・氏名 (公財）　秀明文化財団　参事 髙梨　純次

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  博物館経営論

 [授業の概要・目的]
20世紀後半から現在に至る動向の中で、日本の博物館はどのような社会的な課題を抱え込み、どの
ように解決しようとしているのかを、最初に考えます。また、市民参画型社会での多様化する博物
館への要望に対して、どのように応えてゆくのか、入館者数や経費の効率性だけでは測れない新し
い時代の博物館のマネジメントについて考えます。特に博物館の使命・評価への取り組み，経営基
盤，施設管理，社会に対して開かれた博物館づくりと、多くの課題を抱えています。

 [到達目標]
博物館をどのように運営してゆくかは、新しく大きなテーマであり、特に社会と博物館の関係につ
いて考えてることになります。これは、単に学芸員の側からの視点だけではなく、それを利用する
市民の関心という客観的な見方も必要としています。ここでは、博物館をどのように動かしてゆく
のかについての方法論を確立するために、必要な知識や問題関心を獲得するように努めて下さい。

 [授業計画と内容]
以下の内容について授業します。１課題あたり１～２週の授業をする予定
１．講義の概要説明、問題点などを説明
２．日本の博物館のあゆみ（博物館経営という視点から）
３．現在の日本の博物館の課題と展望　　４．博物館を設計する　５．博物館の組織構成
６．博物館の組織運営・外国での展覧会と運営の事例
７．博物館と市民
８．博物館と学校教育
９．博物館の評価
10．ユニバーサルミュージアムについて

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業に基づいたレポート試験（70％）、講義時に実施する小レポートなど（30％）。
出席を重視しますので、原則として、講義回数の20%以上の欠席については、単位を認めません。

 [教科書]
必要に応じてプリント等を配布します。

博物館学II(講義)(2)へ続く↓↓↓



博物館学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]
博物館や文化施設に関わる時事問題などに興味・関心をもち、博物館を学芸員としてと、利用者と
しての立場という、両方の視点から柔軟に考える習慣を養うように努めて下さい。

（その他（オフィスアワー等））
様々な分野の博物館をできるだけ多く、問題意識を持ちながら見学して下さい。

※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>

博物館学III(講義)
Museum Science III

  担当者所属・
  職名・氏名

京都国立博物館　
学芸部 考古室長 宮川　禎一

未更新

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  博物館学Ⅲ（博物館資料論）

 [授業の概要・目的]
博物館・美術館の学芸員の仕事を博物館業務の実態をもとに具体的に講義する。特に作品・資料の
取り扱い方法や収蔵庫や展示場での保存方法を中心に講義を進める。資料作品の収集・管理・研究
・展示・運搬など資料にまつわる具体的作業について述べる。また京都国立博物館で実際に企画運
営されている展覧会の実情を述べて博物館・美術館学芸員の役割への理解を深める。さらに実際の
展覧会・展示場の見学もあわせて博物館美術館業務への認識を向上させることを目的とする。

 [到達目標]

 [授業計画と内容]
１博物館・美術館の成り立ち。２作品の種類にはどんなものがあるか　３資料の収集の方法とは　
４資料の保管について　５資料の保存処理　６収蔵庫のこと　７展覧会の作り方　８展覧会図録の
作り方　９良い展覧会とは何か　１０博物館・美術館の未来　１１世界の博物館・美術館　１２デ
ィスカッション

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業態度およびレポートの成績で評価する。

 [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]

（その他（オフィスアワー等））
学芸員資格を得るための授業であるため、受講生は自主的・積極的に博物館・美術館等の見学を行
うことが望ましい。

※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>

フランス語（中級）(語学) 
French

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Intermediate French  

 [授業の概要・目的]
This class is aimed to those who wish to improve their reading, writing, and oral skills, in order to prepare a 
stay in a French-speaking country, or to get in touch with French-speaking people. 
The content and method will be focused on the preparation for the DELF, the proficency exam designed by 
the French Ministry of Education. During the semester, we shall procede with the levels A2 and B1 
(elementary levels, dealing with expressing oneself's opinion on a practical topic, with role playing in a 
common situation with, achieving a simple task).  

 [到達目標]
-to improve one's reading, writing, and oral skills 
-to prepare a stay in a french-speaking country 
-to prepare DELF, the proficency exam designed by the French Ministry of Education 

 [授業計画と内容]
The class consists of various exercices, fitting the schemes of the exam : oral and written comprehension, oral 
and written production. 

The class will be held in French.

 [履修要件]
All the students are welcome from the second academic year on, as soon as they have already studied French. 
 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be an intermediary test and, at the end of the semester, a final DELF test. However, the global 
grade will be given in consideration not only of theses tests but also of the attendance and activity during the 
whole semester.

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語（中級）(語学) (2)へ続く↓↓↓



フランス語（中級）(語学) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Before the lecture, it is necessary to learn grammar and lexical elements and to do preparatory exercises 
(indications will be given each time by the teacher).

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オ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>

フランス語（中級）(語学)
French

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Intermediate French

 [授業の概要・目的]
This class is aimed to those who wish to improve their reading, writing, and oral skills, in order to prepare a 
stay in a French-speaking country, or to get in touch with French-speaking people. 
The content and method will be focused on the preparation for the DELF, the proficency exam designed by 
the French Ministry of Education. During the semester, we shall procede with the levels A2 and B1 
(elementary levels, dealing with expressing oneself's opinion on a practical topic, with role playing in a 
common situation with, achieving a simple task).  

 [到達目標]
-to improve one's reading, writing, and oral skills 
-to prepare a stay in a french-speaking country 
-to prepare DELF, the proficency exam designed by the French Ministry of Education 

 [授業計画と内容]
The class consists of various exercices, fitting the schemes of the exam : oral and written comprehension, oral 
and written production. 

The class will be held in French.

 [履修要件]
All the students are welcome from the second academic year on, as soon as they have already studied French. 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
There shall be an intermediary test and, at the end of the semester, a final DELF test. However, the global 
grade will be given in consideration not only of theses tests but also of the attendance and activity during the 
whole semester.

 [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]
Before the lecture, it is necessary to learn grammar and lexical elements and to do preparatory exercises 
(indications will be given each time by the teacher).

（その他（オフィスアワー等））
Please discuss any appointment with the teacher.

※オ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>

フランス語（上級）(語学) 
French

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Francais avancé

 [授業の概要・目的]
Ce cours s'adresse à des étudiants possédant déjà une assez bonne maitrise du français. Il offre une 
préparation aux examens organisés par le Ministàre francais de l'Education Nationale pour certifier les 
compétences linguistiques et permettre l'accès aux études sup&eacuterieures en France, dans le système 
universitaire francais : le Diplome d'études en langue française (DELF) et le Diplome approfondi de langue 
française (DALF). 
Le semestre est consacré la préparation du DELF B2 / DALF C1, nécessaire pour être admis dans certaines 
Grandes Ecoles. Dans cette perspective, le cours comporte une initiation aux méthodes de la synthèse et de l'
argumentation, à partir de la lecture de dossiers de presse documentaires portant sur la société française.

 [到達目標]
-renforcer ses connaissances et ses compétences en langue française
-préparer le DELF et le DALF
-s'initier aux méthodes de la synthèse et de l'argumentation 

 [授業計画と内容]
On travaillera de manière systématique sur les quatre types d'exercice de l'examen : compréhension et 
production écrites, avec lectures de textes et rédaction de courts essais ; compréhension orale, avec audition d'
enregistrements publicitaires, radiophoniques, etc. ; production orale, avec des exposés et des débats sur des 
thèmes de société.

 [履修要件]
Pour suivre ce cours, un assez bon niveau de français est souhaitable. Ce niveau correspond à un minimum de 
deux années d'apprentissage du français, ou à une année de cours intensifs.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
La note finale résultera d'une appréciation globale fondée sur les criteres suivants : 
- assiduité; 
- participation orale 
- exercices demandés pendant le semestre 
- test intermédiaire
- entrainement à une épreuve complète à la fin du semestre (sous la forme d'un test d'1h30, et d'une 
composition à faire chez soi).

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語（上級）(語学) (2)へ続く↓↓↓



フランス語（上級）(語学) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant le cours, il faut apprendre les points de vocabulaire et de grammaire indiqués par l'enseignant, et faire 
les exercices correspondants.

（その他（オフィスアワー等））
Pas de permanence : prendre rendez-vous avec l'enseignant.

※オ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>

フランス語（上級）(語学)
French

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Guillaume PERRIER

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  語学

使用
言語 フランス語

題目  Francais avancé

 [授業の概要・目的]
Ce cours s'adresse à des étudiants possédant déjà une assez bonne maitrise du français. Il offre une 
préparation aux examens organisés par le Ministàre francais de l'Education Nationale pour certifier les 
compétences linguistiques et permettre l'accès aux études sup&eacuterieures en France, dans le système 
universitaire francais : le Diplome d'études en langue française (DELF) et le Diplome approfondi de langue 
française (DALF). 
Le semestre est consacré la préparation du DELF B2 / DALF C1, nécessaire pour être admis dans certaines 
Grandes Ecoles. Dans cette perspective, le cours comporte une initiation aux méthodes de la synthèse et de l'
argumentation, à partir de la lecture de dossiers de presse documentaires portant sur la société française.

 [到達目標]
-renforcer ses connaissances et ses compétences en langue française
-préparer le DELF et le DALF
-s'initier aux méthodes de la synthèse et de l'argumentation

 [授業計画と内容]
On travaillera de manière systématique sur les quatre types d'exercice de l'examen : compréhension et 
production écrites, avec lectures de textes et rédaction de courts essais ; compréhension orale, avec audition d'
enregistrements publicitaires, radiophoniques, etc. ; production orale, avec des exposés et des débats sur des 
thèmes de société.

 [履修要件]
Pour suivre ce cours, un assez bon niveau de français est souhaitable. Ce niveau correspond à un minimum de 
deux années d'apprentissage du français, ou à une année de cours intensifs.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
La note finale résultera d'une appréciation globale fondée sur les criteres suivants : 
- assiduité; 
- participation orale 
- exercices demandés pendant le semestre 
- test intermédiaire
- entrainement à une épreuve complète à la fin du semestre (sous la forme d'un test d'1h30, et d'une 
composition à faire chez soi).

 [教科書]
授業中に指示する

フランス語（上級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



フランス語（上級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Avant le cours, il faut apprendre les points de vocabulaire et de grammaire indiqués par l'enseignant, et faire 
les exercices correspondants.

（その他（オフィスアワー等））
Pas de permanence : prendre rendez-vous avec l'enseignant.

※オ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

  2017・
   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

 [授業の概要・目的]
　古代メソポタミア文明で話されていたシュメール語は、紀元前四千年紀末からおよそ三千年間に
わたって数多くの資料を残す楔形文字言語である。
　この言語は、複雑な動詞組織をもち、系統関係が不明な膠着語であることが知られている。本授
業は、楔形文字で記されるシュメール語の文法について学ぶことを目的とする。
　前期は、文法の解説とともに、最古の文字である楔形文字の成立としくみ、および系統不明の古
代語であるシュメール語の解読についてもあわせて解説する。
　後期は、文法の概説の続きをおこなうとともに、シュメール語資料の講読・紹介をおこなう。死
語となってのちに長期間にわたって書き継がれた言語の文法の問題点などもあわせて論じる。授業
で扱うシュメール語資料は、王碑文、行政経済文書、裁判文書、文学作品、文法テキストを予定し
ている。

 [到達目標]
　世界最古の文字で、その後三千年間古代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、内容を知ることによ
り、シュメール語文法と楔形文字についての知識を深める。

 [授業計画と内容]
＜前期＞
１．シュメール語の背景―メソポタミア文明の世界について（第1回）
２．シュメール語と楔形文字について（第2回）
３．楔形文字の解読と楔形文字で書かれた諸言語について（第3回）
４．楔形文字の成立としくみについて（第4-5回）
５．シュメール語文法解説と簡単な王碑文購読（8週程度）
６．楔形文字実習（1週）

＜後期＞
文法概説と並行して講読を進めていく予定である。
１．シュメール語文法解説（続き）
２．講読１　王碑文（初期王朝期、アッカド期、ウル第三王朝期）
３. 講読２　行政文書（初期王朝期、ウル第三王朝期）
４．購読３　裁判文書（初期王朝期、アッカド期）
５．講読３　文法テクスト（古バビロニア期、新バビロニア期）
６．講読４　裁判文書、契約文書（アッカド期、ウル第三王朝期）
７．講読５　文学作品（ことわざ、神話、叙事詩等）

授業計画・内容は、変更されることがある．

シュメール語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
　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]
　文献購読については、授業前にシュメール語テキストの文字や単語を調べたり、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．

（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

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（初級）

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

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

 [授業計画と内容]
第1週はオリエンテーションを行う。 
第２週より、以下の項目について学習する。 
あいさつ表現、自己紹介、動詞を使わない文（コピュラ・存在・所有）、現在時制・過去時制・未
来時制・完了時制の表現、名詞クラスなど。 
なお、学習の進度は適宜調整する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および予習・復習状況（30%）、定期試験の結果（70%）により、総合的に判断する。な
お、３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

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

スワヒリ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語（中級）

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

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

 [授業計画と内容]
第1週は初級で学習した文法の復習を行う。 
第２週より、以下の項目について学習する。 
接続形、動詞の派生形（受身形・相互形・使役形・状態形など）、指示詞、条件節、関係節、こと
わざ・格言など。 
なお、学習の進度は適宜調整する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および予習・復習状況（30%）、定期試験の結果（70%）により、総合的に判断する。な
お、３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

スワヒリ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（中級）(語学)(2)

 [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>

ギリシア語（２時間コース）(語学)
Greek(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  古典ギリシア語（２時間コース）  

 [授業の概要・目的]
古典ギリシア語（アッティカ方言）の基礎を学ぶ。アルファベットの学習からはじめて、基本語彙
を覚えるとともに、活用・語形変化を中心とする初級文法を習得することを目指す。古典ギリシア
語についての一般的知識を獲得することではなく、古典ギリシア語文献を直接に読解するための準
備をすることが狙いである。履修者は、この授業に最後まで参加することによって、翌年以降講読
や演習の授業について行くために十分なギリシア語力を身につけることができるだろう。 
　古典ギリシア語で書かれた文学・哲学・科学に関する主要著作は独創的であり、それ自体興味深
いだけでなく、その絶大な影響によって、西洋の文化・思想・科学をその根源から学ぼうとすると
きにさまざまな局面で役に立つ。古典ギリシア語の初歩を習得することは、この言語そのものに関
心を持つ学生だけでなく、西洋の文学・哲学・歴史・科学の研究を志す学生全般にとって、重要な
知識を提供するだろう。

 [到達目標]
・古典ギリシア語の文字を正しく発音できるようになるところからはじめて、複雑な文であっても、
辞書や注釈を利用することによって理解できるようになるところまで進む。
・古典ギリシア語による購読や演習の授業に参加するために十分な語学力を身につけることができ
る。

 [授業計画と内容]
全70課ある教科書を、授業一回あたり3課ずつ進めて、最後まで終える予定。毎回の授業では、練
習問題 (希文和訳・和文希訳) の答え合わせと解説が中心となる。また、初級文法は複雑に変化する
活用・語形変化の暗記が中心となるので、毎回の授業で小テストによる確認を行う (成績には反映
しない) ほか、2, 3回、習熟度をはかる確認テストを実施する。具体的なスケジュールは以下の通り。
 

第１回　　ギリシア語のアルファベットと発音・アクセント（教科書１～２課） 
第２回　　動詞変化、現在直説法能動相など（教科書３～５課） 
第３回　　未来直説法能動相など（教科書６～８課） 
第４回　　未完了過去直説法能動相など（教科書９～１１課） 
第５回　　前置詞など（教科書１２～１４課） 
第６回　　指示代名詞および強意代名詞など（教科書１５～１７課） 
第７回　　疑問代名詞および不定代名詞など（教科書１８～２０課） 
第８回　　人称代名詞など（教科書２１～２３課） 
第９回　　第二アオリスト直説法能動相および受動相など（教科書２４～２６課） 
第１０回　能相欠如動詞など（教科書２７～２９課） 
第１１回　黙音幹動詞の完了諸形、直説法中・受動相など（教科書３０～３１課） 
第１２回　流音幹動詞のアオリスト、未来、現在完了など（教科書３２～３４課） 
第１３回　接続法中動相および受動相など（教科書３５～３７課） 
第１４回　約音動詞の接続法など（教科書３８～４０課） 
第１５回　関係代名詞など（教科書４１～４２課） 

ギリシア語（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ギリシア語（２時間コース）(語学)(2)

第１６回　希求能動相など（教科書４３～４５課） 
第１７回　分詞など（教科書４６～４８課） 
第１８回　補語的に用いられる分詞など（教科書４９～５１課） 
第１９回　形容詞の比較など（教科書５２～５４課） 
第２０回　普遍的または反復的想定をあらわす条件文など（教科書５５～５７課） 
第２１回　命令法中動および受動相など（教科書５８～６０課） 
第２２回　間接話法など（教科書６１～６３課） 
第２３回　否定詞など（教科書６４～６６課） 
第２４回　特別な動詞の変化など（教科書６７～６９課） 
第２５回　特別な動詞の変化など（教科書７０課） 
第２６回　テクスト講読 (1) 
第２７回　テクスト講読 (2) 
第２８回　テクスト講読 (3)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は平常点によって算出し、その内訳は授業への参加度70%、確認テスト30%とする。

 [教科書]
田中美知太郎・松平千秋 『ギリシア語入門・新装版』（岩波書店）ISBN:9784000225892（旧版の田
中美知太郎・松平千秋『ギリシア語入門改訂版(岩波全書137)』(岩波書店)でも可）

 [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、授業前に練習問題を解き、小テストのために活用・語形変化をいくつか暗記する必要がある。
授業の予習には最低５時間程度必要だと思われる。

（その他（オフィスアワー等））
　授業に参加するためには、活用・語形変化を暗記すること、そして毎回の練習問題を解くことに
かなりの準備をすることが必要である。また、文法事項の解説は授業で行うが、時間の制約上十分
な解説が行えないために、各自で教科書を熟読する必要がある。

※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>

ギリシア語（４時間コース）(語学)
Greek(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 広川　直幸

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月1,木1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ギリシャ語（４時間コース）

 [授業の概要・目的]
ギリシャ語はヨーロッパで最も歴史の長い言語である。線文字Ｂ文書を別にすれば、紀元前８世紀
から現在に至るまで途切れることなく続いている。その長い歴史の内で便宜上「古典ギリシャ語」
と呼ばれる期間のギリシャ語の基礎を習得するのがこの授業の目的である。教科書では紀元前５～
４世紀頃のアッティカ方言を中心に学ぶ。アッティカ方言は、標準語を持たなかった古典ギリシャ
語の中で最も豊富に文献を残しており、それゆえ比較的よく実態が解明されている方言である。ア
ッティカ方言の学習は、同時代の他の方言で書かれた文献を読むためにも、またそれ以前の文献（
例えばホメーロス）やそれ以後の文献（例えば『新約聖書』）を読むためにも必須である。この授
業は、教科書による基礎的文法と最小限の語彙の習得を目指すのはもちろんのこと、教科書終了後、
平易なテクストを講読することにより、教科書で得られる知識と本格的な原典講読のために必要な
知識との間にある非常に大きな隔たりをできるだけ小さくするところまでを目指す。 

 [到達目標]
古典ギリシャ語アッティカ方言の基礎を習得することにより、辞書、文法書等を活用して各自が欲
するあるいは必要とするギリシャ語原典（紀元前８世紀の叙事詩から紀元後４世紀頃の擬古文まで）
の読解に取りかかることができる。

 [授業計画と内容]
まずは全３６課の教科書を原則として一回に一課ずつ学習する。授業は教科書の構成に添って進め
るが、それだけでは習得に必要な反復練習や知識のネットワーク化ができないので、必要に応じて
何度でも既習事項の確認・復習や関連付けを行いながら進める。特に文法に関して、何よりもまず
習得すべきは屈折（いわゆる語形変化）なので、教科書の練習問題を解いてもらう度に徹底的に屈
折の口頭練習を行う。

教科書終了後は、できるだけ受講者の希望を考慮に入れてテクストを決定し講読を行う。 

前期 
第１回　イントロダクション、第１課「文字と発音」の解説 
第２回　第１課の練習、第２課「アクセント」の解説 
第３回　第１課と第２課の復習 
第４回　第３課の解説 
第５回　第３課の練習、第４課の解説 
第６回～第２８回　第５回と同様に授業の前半に前回指定した練習を行い、後半に次の課の解説を
行う。 

後期 
第２９回～第３８回　前期と同様に教科書の続きを学ぶ。 
第３９回～第５６回　平易なテクストを講読する。

ギリシア語（４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ギリシア語（４時間コース）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席状況、課題遂行状況、習熟度）に基づいて評価する。必要な場合、年度末に試験を行
う。
出席数が全授業数の３分の２に満たない者には、理由の如何を問わず、単位を認定しない。

 [教科書]
水谷智洋 『古典ギリシア語初歩』（岩波書店）ISBN:4000008293

 [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、十分に復習と予習をしたうえで出席すること。具体的なことは、授業中に詳しく指示する。

（その他（オフィスアワー等））
分からないことについては、遠慮をせずに積極的に質問すること。
授業の初めに前回の復習をするので、遅刻をしないこと。
遅刻は３回につき欠席１回とみなす。また、３０分以上の遅刻は欠席とみなす。

※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>

ラテン語（２時間コース）(語学)
Latin(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 勝又　泰洋

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語（2時間コース）

 [授業の概要・目的]
ラテン語は、古代ローマ世界で使用されていた言語である。また、中世から近世にかけては、学術
公用語としても用いられていた。イタリア語やフランス語など、いわゆる「ロマンス語」の源とな
っているのもこの言語である。本授業では、ヨーロッパ文化においてきわめて重要なこのラテン語
の基礎文法を学ぶ。語形変化のシステムや基本語彙など記憶すべきことを逐一確実に記憶し、辞書
などを参考にしながら実際の文章を読んでいくための準備を整えたい。 

 [到達目標]
ラテン語の文化的価値など、その概略を知ったうえで、語形変化のシステムと基本語彙を覚え、そ
れらをある程度運用できるようになる。

 [授業計画と内容]
下記教科書（全19課・82節（＋付録分の2節））の内容を小分けにし、一年かけてゆっくり学習を
進めてゆく。ラテン語の習得には多様な語形変化への習熟が不可欠である。あらゆる局面で徹底的
な暗記と練習が求められることを覚悟して履修してもらいたい。 

［前期］
第1回～第14回：教科書第1節～第42節
第15回：前期定期試験 
［後期］
第16回～第29回：教科書第43節～第82節
第30回：後期定期試験

授業では文法事項の説明をなるべく丁寧に行い、教科書にある練習問題は自宅学習用の課題として
用いる。なお、授業で説明した事項への習熟度を確認するため、毎回小テストを実施する。

 [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％）・毎回の小テストでの得点（30％）・定期試験での得点（40％）の合算による。

ラテン語（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ラテン語（２時間コース）(語学)(2)

 [教科書]
中山恒夫 『標準ラテン文法』（白水社）ISBN:9784560017616

 [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]
予習は特に必要ないが、毎回の小テストと定期試験のために相応の復習が必要である。 

（その他（オフィスアワー等））
第1回の冒頭で簡単なイントロダクション（上記内容の詳細と成績評価について）を行うので、履
修者は必ず出席すること。

※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>

ラテン語（４時間コース）(語学)
Latin(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 佐藤　義尚

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月2,金2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ラテン語（4時間コース）

 [授業の概要・目的]
ラテン語の初歩を学ぶことを目的とする．古代ローマから近世にいたるまで哲学，文学は言うに及
ばず，法律，自然科学の書物もラテン語で書かれている．ラテン語は長期にわたって西欧文化の表
現手段であった．西欧の諸言語，文化はラテン語という母胎から産み落とされてきたという事実は
もう少し知られてもいいだろう．ラテン語を知らずして西欧の理解はありえない． 

 [到達目標]
古代，中世，近世にラテン語で書かれた文献が読解できるようになることを目標とする． 
フランス語，イタリア語などの近代語を生み出した言語を学ぶことで，これらの言語の仕組みがよ
り深く理解できるようになることを目標とする． 

 [授業計画と内容]
授業は教科書にそってすすむ．各課の文法事項を説明し、ラテン語和訳の練習問題を読む．動詞、
名詞、形容詞の語形変化はプリントを配布して詳述する．一回の授業で二課ぐらいの進度ですすむ．
ラテン語は単語の変化がすべてとも言える言語なので，変化の練習を繰り返し行い習熟を目指す．
前期は文字，発音，アクセントから始まって，動詞，名詞の基本的な変化を中心に学び、後期は分
詞、接続法などを学習する．後期のなかばで教科書を終え、簡単なラテン語を読んでいく． 

前期 
第１回；ラテン語の仕組み．関連ウェッブサイトの紹介． 
第２回～第３０回；一回に二課ぐらいの進度ですすむ． 

後期 
第１回～第１５回；教科書を二課ずつすすみ，学習し終える． 
第１６回～第２９回；平易なラテン語作品を文法事項を確認しながら読む． 
第３０回；試験．学習到達度の評価 
第３１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30点，試験70点で評価する．

ラテン語（４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ラテン語（４時間コース）(語学)(2)

 [教科書]
松平千秋・国原吉之助  『新ラテン文法』（東洋出版）ISBN:4-8096-4301-8
教科書だけではわかりにくいので，解説資料を配布する． 
教科書巻末に語彙集がついているので、最初の段階では辞書不要． 

 [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]
授業で次回にやる練習問題を指示するのでそれを予習してくる． 

（その他（オフィスアワー等））
ギリシャ語既習であればラテン語学習はかなり容易．逆にラテン語を勉強すれば将来のギリシャ語
学習は容易になる．

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

スペイン語（初級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 小西　咲子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スペイン語（初級）

 [授業の概要・目的]
スペイン語の初級文法を教科書に沿って学習する。授業は文法事項の解説、簡単なテキストや会話
文の読解、練習問題からなる。初級文法を一通り学習するので進度が速く、そのため予習と復習は
必須である。  

 [到達目標]
CEFRのＡ１程度のレベルを修得する。辞書を用いて時間をかけて調べれば、日常生活にかかわる
ごく簡単なテキストなら意味を把握することができる。母語話者の補助があれば、挨拶など日常生
活に最低限必要なコミュニケーションをとることができる。トイレ・出口といった市民生活に不可
欠な街頭指示なら理解できる

 [授業計画と内容]
以下のとおり教科書に沿って進めるが、受講者の理解の程度を確認しながら進度を調節したり、補
助的にプリント教材を挿入する可能性もある。

第   1  週：オリエンテーション、第0課［アルファベット、母音と子音、アクセント］ 
第   2  週：第1課［名詞、冠詞]
第   3  週：第2課［主語人称代名詞、動詞‐直説法現在形、否定文]
第 4‐5 週：第3課［動詞 ser, estar, hay、形容詞]
第 6‐7 週：第4課［所有詞、指示詞、疑問文と疑問詞]　
第 8‐9 週：第5課［動詞‐直説法現在形（2）、目的格人称代名詞]
第10‐11週：第6課［動詞‐直説法現在形（3）、時刻表現、過去分詞、現在完了形］
第12‐13週：第7課［gustar構文、前置詞各人称代名詞、再帰動詞］
第14‐15週：第8課［動詞‐直説法点過去］
第16‐17週：第9課［動詞‐直説法線過去、不定語・否定語、現在分詞］
第18‐19週：第10課［動詞‐直説法未来、関係詞（1）］
第20‐21週：第11課［動詞‐接続法現在］
第22‐23週：第12課［動詞‐命令形、感嘆文、動詞‐直説法過去完了］
第24‐25週：第13課［比較表現、関係詞（2）］
第26‐27週：第14課［動詞‐直説法過去未来、接続法過去］
第  28  週：復習、総括
第  29  週：試験、学習到達度の評価
第  30  週：フィードバック

 [履修要件]
特になし

スペイン語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スペイン語（初級）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験　70%
授業への参加度(出席状況、予習・復習、問題解答状況等)  30%

 [教科書]
長谷川信弥　他 『これでわかる！スペイン語の初級』（朝日出版社）ISBN:978-4-255-55078-7

 [参考書等]
  （参考書）
辞書： 『ポケットプログレッシブ西和・和西辞典』（小学館）
辞書： 『現代スペイン語辞典』（白水社）
上田博人 『スペイン語文法ハンドブック』（研究社）ISBN:978-4-327-39420-2（中級まで対応した
文法解説書(3,200+税)）

 [授業外学習（予習・復習）等]
進度に沿って各課の予習（語彙調査、例文等の下訳等）、復習（既習事項の定着）のうえ出席する
こと。

（その他（オフィスアワー等））
特にない。

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

スペイン語（中級）(語学)
Spanish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 小西　咲子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スペイン語（中級）

 [授業の概要・目的]
スペイン語の初級文法を終えた学生を対象とし、スペインの社会・文化事象を紹介した講読用教科
書を読み進めながら初級文法の定着、読解力の向上を目指す。

 [到達目標]
CEFRのＡ２からＢ１程度のレベルを修得する。辞書を用いて時間をかけて調べれば、新聞等の論
説文や簡単な小説を読解することができる。辞書を用いて時間をかければ、自己紹介などを行なう
こともできる。 母語話者と挨拶や健康状態など日常生活に最低限必要なコミュニケーションをとる
ことができる。スペインの社会・文化に関する理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のとおり教科書に沿って進めるが、受講者の理解の程度や関心領域を確認しながら進度を調節
し、取り扱う課・項目の順序を変更したり、補助的にプリント教材を挿入する可能性もある。

第1回： オリエンテーション、初級文法の復習と確認

第2回‐第15回
　第1課：「スペイン、古くて新しい国」（hay/estar/ser、形容詞）
　第2課：「言語と多様な習慣」（直説法現在-ar動詞 他）
　第3課：「スペインの食べ物」（直説法現在-er, -ir動詞、目的格人称代名詞）
　第4課：「スペインの祭り」（直説法現在不規則活用動詞（1））
　第5課：「スペインのスポーツ」（直説法不規則活用動詞（2））
　第6課：「音楽と娯楽」（直説法不規則活用動詞（3））
　第7課：「スペインの映画」(再帰動詞 他)
　第8課：「人口と住居」（直説法現在完了）
　第9課：「スペインの文学」（直説法点過去 他）
　第10課：「スペインの政治的変化」（直説法点過去不規則活用動詞、ser受動態）

第16回‐第28回
　第11課：「結婚と家族」（直説法線過去、直説法過去完了）
　第12課：「スペインの教育」（比較級、最上級、絶対最上級）
　第13課：「休暇と旅行」（直説法未来・未来完了）
　第14課：「日本との関係」（直説法過去未来・過去未来完了、関係代名詞）
　第15課：「芸術」（接続法現在 他）
　第16課：「産業と貿易」（接続法過去）
　第17課：「歴史と社会の変化」（命令形）
　第18課：「国際関係」（接続法現在完了・過去完了）
　第19課：「イスパノアメリカの国々」（非現実的条件文）
　第20課：「21世紀のスペイン」（cuando節）

スペイン語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スペイン語（中級）(語学)(2)

第29回：期末試験と学習到達度の評価
第30回：フィードバック

 [履修要件]
スペイン語の初級文法が修得済みであること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験　70%
授業への参加度(出席状況、予習復習、問題解答状況等)  30%

 [教科書]
西川喬、他 『改訂版　スペインを知るために』（第三書房）ISBN:978-4-8086-3030-0

 [参考書等]
  （参考書）
上田博人 『スペイン語文法ハンドブック』（研究社）ISBN:978-4-327-39420-2（中級までを対象と
した文法参考書(3,200+税)）
各自がスペイン語初習時に使用した入門教科書等も参照すること。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業前の準備は必須である。進度に沿って各課の予習（テキストの下訳）、復習（既習事項
の定着）のうえ出席すること。

（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>

イタリア語（初級４時間コース）(語学) 
Italian(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 菅野　類

 

配当
学年  2回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月2,木3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  イタリア語（初級）

 [授業の概要・目的]
イタリア語文法の基礎を学習し、読み書きに必要な知識の習得を目指す。 
授業の進め方としては、文法解説の後で練習問題を解いてもらい、知識の定着を図るというオーソ
ドックスなものを想定している。 
イタリア語やロマンス諸語に興味のある初学者を対象とする。 

 [到達目標]
イタリア語の基礎的な文法事項を理解し、それをもとに平易な文章ならば読み書きができるように
なる。また基本的な語彙と発音を覚え、簡単な口頭表現も行えるようになる。 

 [授業計画と内容]
【前期】 
第１週： オリエンテーションと発音 
第２週： Lezione 1 [名詞、冠詞] 
第３週： Lezione 2 [動詞 essere と avere] 
第４週： Lezione 3 [形容詞] 
第５週： Lezione 4 [直説法現在・規則動詞] 
第６週： Lezione 5 [直説法現在・不規則動詞] 
第７週： Lezione 6 [人称代名詞] 
第８週： Lezione 7 [再起動詞] 
第９週： まとめ 
第10週： Lezione 8 [命令法] 
第11週： Lezione 9 [直説法近過去] 
第12週： Lezione 10 [直説法半過去・大過去] 
第13週： Lezione 11 [直説法未来・先立未来] 
第14週： Lezione 12 [受動態] 
第15週： テスト・フィードバック 

【後期】 
第１週： Lezione 13 [比較級・最上級] 
第２週： Lezione 14 [関係詞] 
第３週： Lezione 15 [ジェルンディオ・ceとne の解説] 
第４週： Lezione 16 [条件法] 
第５週： Lezione 17 [接続法] 
第６週： Lezione 17 [接続法・仮定文」
第７週： まとめ・テスト 
第８－14週： 遠過去および講読 
第15週：テスト・フィードバック 

学習の理解度に応じて、変更される場合がある。

イタリア語（初級４時間コース）(語学)  (2)へ続く↓↓↓



イタリア語（初級４時間コース）(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　30% （とくに練習問題（宿題）の取り組み、小テスト、発音をみる） 
試験　　70% （各テストの平均点と最後のテストの点のうち、高いほうを採る） 

後期は、年度末のほか、教科書が一通り終わった段階でもテストを実施するので（後期第7週の予
定）、注意すること。

 [教科書]
杉本 裕之 『基礎イタリア語講座　－CD付き改訂版－』（朝日出版社）ISBN:978-4-255-55311-5

 [参考書等]
  （参考書）
 『伊和中辞典』（小学館）ISBN:4-09-515402-0
 『ポケットプログレッシブ　伊和・和伊辞典』（小学館）ISBN:4-09-506121-9

 [授業外学習（予習・復習）等]
各課の解説後に教科書の練習問題を解いてもらうが、多くの場合これを宿題として与える。次の授
業までに解いてくるように。また、各課の終了後には必ず小テストを行う。評価の対象となる重要
なものなので、しっかりと復習をしてきてほしい。 

（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>

イタリア語会話（中級）(語学)
Spoken Italian

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 文学研究科 Marco Daniele LIMONGELLI

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語 イタリア語

題目  Corso di conversazione in italiano (livello intermedio)

 [授業の概要・目的]
Il corso si propone lo sviluppo delle quattro abilità base della comunicazione (parlare, scrivere, leggere e 
ascoltare), con una particolare attenzione alla comunicazione orale.

 [到達目標]
Il corso applicherà ai vari aspetti della quotidianità italiana le nozioni grammaticali e sintattiche 
precedentemente studiate.

 [授業計画と内容]
Per lo scopo sopraddetto si ricorrerà all'ascolto di canzoni, alla visione di brevi spezzoni di film, alla lettura di 
articoli e fumetti dai principali quotidiani, siti e blog. È inoltre previsto il ripasso e l’approfondimento di 
alcune nozioni di sintassi e di grammatica della lingua italiana attraverso lo svolgimento di alcune 
esercitazioni scritte e orali.

 [履修要件]
Questo corso è rivolto agli studenti di italiano elementare e intermedio di tutte le facoltà.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
È ammessa una sola assenza. È previsto un esame finale. Si richiede una partecipazione attiva da parte dello 
studente attraverso la lettura e lo svolgimento di esercizi settimanali. Inoltre, periodicamente saranno 
assegnati esercizi preparatori alla lezione, da svolgere individualmente o in gruppo. Al termine del corso, lo 
studente dovrà redigere una breve presentazione su uno degli argomenti trattati durante le lezioni.

 [教科書]
Dispense saranno consegnate settimanalmente in classe.

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
Settimanalmente verranno assegnati allo studente degli esercizi preparatori alla lezione, da svolgere da solo, o 
in gruppo insieme agli altri partecipanti della classe. È richiesta la partecipazione attiva da parte dello 
studente al quale è richiesto di intervenire nelle discussioni di classe e di preparare una breve presentazione 
su un argomento a scelta tra quelli che saranno trattati durante le lezioni.

（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

  2017・
   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

  2017・
   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

  2017・
   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]
学習する主要な文法項目は以下の通りである。 
1) 発音の注意点、2) 音変化、3) 丁寧語尾二種(平叙、疑問)（２週）、4) 尊敬、5) 接続語尾、6) 時制
(過去・未来)（２週）、7) 連体形、8) 否定・禁止、9) 数詞と助数詞（２週）、10) 助詞の形式と用
法、11) 変則活用（２週）

 [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>

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

  2017・
   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]
学習する主要な文法項目は以下の通りである。1) 受け身、2) 名詞化語尾、3) 形容詞からの派生動詞
（２回）、4) 選択否定、5) 限定、6) 引用、7) 漢字語（２回）、8) 疑問形、9) 使役、10) 主要な助詞
（２回）、11) 主要な語尾（２回）

 [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>

サンスクリット（２時間コース）(語学)
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　
文学研究科 招聘研究員 天野　恭子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジア（インド）において、古くは紀元前1200年頃より、多くの文献資料を
残してきた言語である。サンスクリット語の習得は、インドの宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥ
ー教等）や哲学文献、文学の研究へと道を開く。また、サンスクリット語は、インド・ヨーロッパ
語族に属し、その古さと文法・音韻の保守性から、インド・ヨーロッパ祖語の解明・理解に欠かせ
ない重要言語であるため、言語学、西洋古典の学生、研究者にも有益である。

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

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

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

後期 
動詞現在活用（第１種活用：第16-18週、第２種活用：第19-22週） 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞（第23-29週） 
試験（第30週） 

＊授業の進行は学習の理解度に応じて調整する場合がある。
＊試験のフィードバックについては、授業の中で指示する。

 [履修要件]
予備知識は必要ない。幅広い専攻からの受講を歓迎する。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（練習問題の予習の評価、50点）と年度末筆記試験（50点）による。

サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)

 [教科書]
必要に応じて、補助資料（プリント）を配布する。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：毎週、練習問題の解答（訳）を準備してくること。 
復習：授業で説明した文法事項を復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、わからないことについては積極的な質問を期待する。

※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。
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授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（４時間コース）(語学)
Sanskrit(4H)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey

 

配当
学年  1回生以上 単位数  8

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月5,木5

授業
形態  語学

使用
言語   英語 

題目  Sanskrit Grammar

 [授業の概要・目的]
This course targets at students with no prior knowledge of Sanskrit and offers a systematic introduction to the 
language. The main focus is laid upon learning the foundations of grammar, developing a basic vocabulary, 
and acquiring skills in understanding of Sanskrit texts.

 [到達目標]
- to read and write in Devanagari-script (also used for Hindi)
- to gain a systematic overview of basic and intermediate grammar of Classical Sanskrit 
- to develop skills of reading and interpreting simple prose and verse in Classical Sanskrit
- to develop basic skills in composing prose sentences in Classical Sanskrit

 [授業計画と内容]
We will largely follow the plan laid out in M. Deshpande’s manual “Samskrta-Subodhini: A Sanskrit 
Primer”. When necessary, we may at times turn to E. D. Perry’s manual “A Sanskrit Primer”, a 
Japanese translation of which is available. 

During the first one and a half terms we will concentrate at understanding the workings of Sanskrit grammar 
and will then focus at reading of simple Sanskrit texts.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
M. Deshpande 『Samskrta-Subodhini: A Sanskrit Primer 』（The University of Michigan Press ）ISBN:
9780891480792
E.D. Perry 『A Sanskrit Primer』（Nabu Press 2011）ISBN:178794733 

サンスクリット（４時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（４時間コース）(語学)(2)

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

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

（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>

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（初級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、聖書テキストの伝統やラビ文学を含む歴史的な言語文化の概要とともに、文法
の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、語根、分詞ほか）を教える。名詞文の特
徴的構造に親しみ、さらにヘブライ語文法の事項がもつ聖書解釈上の意義についても解説する。
 

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して、文章を声に出して読めること。ヘブライ語作文ができる
こと。また辞書を用いて和訳することができること。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（聖書へブライ語と賢者のヘブライ語ほか）、２．母音記号と文字、３．形
容詞と名詞（男性形と女性形他）、４．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、５．人称代名詞と指
示代名詞、６．数詞と前置詞、７．語根と動詞システム、８．現在分詞、９．存在詞。

＊１課題あたり１～２回を当てる場合もある。
＊＊内容や順番は授業の進捗状況で多少変化することもある。

 [履修要件]
初級では動詞の完了形・未完了形・命令形および時制については教えない。それらは中級において
導入する。初級と中級をあわせての履修することが望ましい。

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示する暗記課題や練習問題を必すること。授業で配布するコピーとハンドアウトの見直
しノート整理すること。

（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>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語動詞の基礎を動詞を中心（完了形・未完了形・命令形、時制など）に学ぶ。語根別の共
通変化パターン、ヘブライ語時制の問題を学ぶ。聖書テキストを含む色々な抜粋テキストを声に出
して読みながら、テキスト翻訳の中で一語一語の文法的な認識を深める。また聖書テキストの中に
ある、言葉の結びつきと切り離しの伝統（タアメイ・ミクラー）も認識できるように指導する。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了などの活用に習熟すること。不規則変化を語根パターンにおいて認識できるこ
と。動詞の完了形・未完了形・命令形を含むヘブライ語文章を理解し翻訳できるようになること。
聖書ヘブライ語の典型的な文構造を理解すること。母音記号のないテキストも多少読めるようにな
ること。 

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語動詞パラダイムの諸問題、２．完了形（基本）、３．未完了形（基本）、４．不規
則変化（III-h/y）、５．不規則変化（II-w/y、I-y）、６．不規則変化（I-n、II&III-Geminated)、７．
不規則変化（喉音文字を含む語根）、８．人称接尾辞と不定詞と命令形、９．時制の問題、１０．
聖書へブライ語と賢者のヘブライ語、１１．タアメイ・ミクラー。１課題あたり１～２回の授業を
要する場合もある。進捗状況をみながら内容や順番は多少変化する。 ヘブライ語辞書を用いながら、
テキストを読んでいく中で、語形や文構造などの文法的な解説を行う。

 [履修要件]
へブライ語（初級）を履修している、もしくは同程度のヘブライ語の知識があること。 

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

 [教科書]
授業中に指示する

ヘブライ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回出される、次回までにすべきテキスト課題をこなすこと。配られたテキストは必ず事前に辞書
を引いて読んで、分からない箇所を明らかにしておくこと。授業時に質問すること。授業後はテキ
スト翻訳の注釈ノートを作ること。

（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>

イラン語（初級）(語学) 
Iranian

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学 竹原　新

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  イラン語（初級）   

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

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

チベット語（初級）(語学)
Tibetan

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

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語初級

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

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

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

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

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

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

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
プリントを配布する。

チベット語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

チベット語（初級)(語学)
Tibetan

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

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語初級

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

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

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

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

後期は動詞の屈折を中心として学び、文の構造を理解する。

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

受講生は、理解できない点を積極的に質問することが期待される。

 [履修要件]
特になし

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

チベット語（初級)(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（初級)(語学)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語（中級）

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

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

チベット語（中級）(語学)
Tibetan

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 宮崎　泉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  チベット語（中級）

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

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

チベット語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



チベット語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



学部共通科目44

授業科目名
　<英訳>

アラブ語（初級）(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

国立民族学博物館　　
民族社会研究部 教授 西尾　哲夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語の初級

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。出席を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業毎に指示する。

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

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語初級Ｉ

 [授業の概要・目的]
ポーランド語の初級文法を習得する。

 [到達目標]
ポーランド語を初めて学ぶ受講生は、一年間の学習を終えてから、辞書を使って簡単な文章が読め
るように、この言語の構造や基本的な文法を身につけていきます。
一年間で『ニューエクスプレス　ポーランド語』一冊をおおよそやり通す学習内容とします。
年度末に映画を鑑賞し、ポーランドの文化にも少し触れます。

 [授業計画と内容]
前期 
１．ポーランド語の基礎知識（文字、アクセント、語尾変化、発音など）【１週】 
２．基本的な構文、格の基礎知識、名詞の主格、挨拶や自己紹介に関する語彙【２週】 
３．基本動詞bycの変化、名詞の性の見極め方と性による形容詞の変化【１週】
４．名詞と形容詞の単数複数造格、日本語の「～である」に相当する主格と造格の使い分け【１週
】
５．名詞の単数生格、panとpaniの用法【１週】
６．名詞と形容詞の複数主格、「あなたがた、皆さん」の言い方【１週】
７．ここまでの総復習、基本的な構文や語彙の確認【２週】
８．名詞の単数複数対格、動詞の第１変化（-m,-sz型）【１週】 
９．動詞の第２変化（-e,-isz型）、名詞の単数複数与格、「知っている」に当たる表現【１週】 
１０．動詞の第３変化（-e,-esz型）、現在形の動詞変化のまとめ、名詞の単数複数前置格【１週】
１１．sie動詞、ktoとcoの格変化、名詞の複数生格、数量を表す言葉【１週】 
１２．前期の総復習、格の使い分けや、基本的な構文の確認、語彙の復習【１週】  

後期
１．前期で学習した内容の復習【１週】 
２．否定生格という現象、呼格、基本的な助動詞の使い方【１週】
３．動詞の過去形、非人称文の過去時制、人称代名詞と再帰代名詞の格変化【１週】
４．動詞bycと一般動詞の合成未来形 、時刻に関する表現、非人称文の未来時制、nie maの過去形
と未来形【１週】
５．動詞のアスペクト、命令法、数詞と名詞の総合規則【１週】
６．命令法の続き、仮定法、miecの助動詞的な用法【１週】
７．移動の動詞isc/chodzic, jechac/jezdzicの用法、場所と移動の起点を表す前置詞、関係代名詞ktory
の用法【１週】 
８．ここまでの総復習、動詞の時制などの学習内容の確認【１週】 
９．仮定法の用法の続き、関係副詞による複文の作り方、能動形容分詞、非人称動詞【１週】 
１０．sieによる非人称構文、形容詞と副詞の比較変化【１週】 
１１．副分詞の作り方と用法、受動形容分詞と受動構文【１週】
１２．非人称能動過去形と完了体動詞の副分詞、年月日の言い方【１週】

ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ポーランド語（初級Ｉ）(語学)(2)

１３．一年間の総復習、分かりにくかった点などを確認する【１週】
１４．映画を鑑賞し、ポーランドの文化に触れる 【１週】
１５．期末テスト【１週】 
１６．フィードバック【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（15％）と学年末に行う試験（85％）の両方で評価する。

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

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語中級II

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
授業中に資料を配布します。

 [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]
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>

ポーランド語（中級II）(語学)
Polish

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Bogna Sasaki

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド語中級Ⅱ

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
授業中に資料を配布します。

 [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]
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>

ロシア語（初級）(語学)
Russian

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 中村　唯史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語の基礎Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　ロシア語やロシア文化に関心のある学生を対象として、ロシア語を一から勉強していきます。前
期は、日本ではあまりなじみのない文字の書き方と発音から始めて、意外に日本語との類推が利く
基本的な文法と構文、語彙を学習していきます。

 [到達目標]
１）ロシア語で使用されているキリル文字とその発音を習得する。
２）ロシア語の基礎的な文法を習得する。

 [授業計画と内容]
授業は配付プリントに沿って進みます。各単元の例文と文法事項はおおむね以下の通りです。
序：文字と発音
第1課　「新しい地図」「ロシアの自然」：名詞と形容詞の性と数
第2課　「昨日、私は早起きしました」：人称代名詞・過去時制
第3課　「私の本は」「彼女の雑誌を」：名詞の格・所有代名詞
第4課　「私はイワンの車を見た」：対格と生格
第5課　「これは何ですか」「これはパンではなく、本です」：疑問詞・否定構文
第6課　「こんばんは。今朝、彼は図書館にいました」：前置詞・あいさつの表現
第7課　「セルゲイは妻にプレゼントを買ってから、ペンで手紙を書きました」：与格と造格
第8課　「私には兄弟がいます」：所有の表現
第9課　「私は今、大学で勉強しています」：現在時制
第10課　「今、職場に行くところなので、後で電話します」：未来時制・運動の動詞

 [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％、試験70％で評価します。

 [教科書]
プリントを配付します。

 [参考書等]
  （参考書）
開講時および授業中に紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習は、教員から指示があったとき以外は不要です。
語学は復習が大事です。授業で出てきた単語や構文はしっかり復習してマスターしてください。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は開講時に指示します。

※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>

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

  2017・
   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6-8回：名詞の格、人称代名詞、数詞
第9-13回：動詞の時制、動詞語尾
第14回：まとめ
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 (50%) と学期末の試験 (50%) 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>

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

  2017・
   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回：オリエンテーション
第2-3回：文字と発音、初級レベルの文法の復習
第4-5回：意志・願望
第6-7回：授受表現 
第8-9回：モダリティー
第10-11回：形容詞、数詞を用いた表現
第12-13回：いろいろな文末表現
第14回：まとめ
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 (50%) と学期末の試験 (50%) 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>

ヒンディー語（初級）(語学) 
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語（初級）

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

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

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

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

なお、フィードバックの方法は授業中に指示する。

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。

ヒンディー語（初級）(語学)  (2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学)  (2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する。

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

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



学部共通科目52

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）I
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語特別講義 I

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。

第 1～ 5週目：アクバルとビールバル、パンチャタントラ、小話ほか
第 6～10週目：インド神話関連の物語
第12～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（マハーバーラタ、カター・サーガルなど）

なお、進度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

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

 [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

ヒンディー語（中級）I(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）I(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/(NHK World Hindi)
http://www.bbc.com/hindi(BBC Hindi)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語
新聞）)
http://www.jagran.com/(Dainik Jaagaran （インドのヒンディー語新聞）)

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

（その他（オフィスアワー等））
今期は中級から上級に相当する授業を行う予定。

※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。



学部共通科目53

授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（中級）II 
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
言語文化研究科 専任講師 西岡　美樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ヒンディー語特別講義 II

 [授業の概要・目的]
本授業では、新聞、専門書、詩歌などのヒンディー語や、実際のニュース、映画、ドラマなどに出
てくる生きたヒンディー語に触れながら、高度な読解力と聴解力を養う。また、これらの多種多様
なヒンディー語に触れることにより、高度なコミュニケーション能力を身に付けることも目指す。

 [到達目標]
1. 複雑な文章を精読できるようになる。
2. 日常会話から学術的な説明文を聞いて理解できるようになる。
3. 自分の考えをはっきり具体的に表現できるようになる。
4. 単文および複文を使用した作文が自由にできるようになる。

 [授業計画と内容]
本授業における基本的な導入順序は以下の通りである。

第 1～ 5週目：現代の短篇小説、ヒンディー語映画の詩歌
第 6～10週目：新聞記事、TVニュース
第12～15週目：ヒンディー語映画、TVドラマ（ラーマーヤナ、マハーバーラタ、カター・サーガ
ルなど)

なお、進度および内容は、受講者の理解度によって変更される場合がある。

 [履修要件]
語学訓練には継続性が欠かせないので、授業には継続的に参加すること。

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

 [教科書]
授業中に指示する

ヒンディー語（中級）II (2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（中級）II (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://khabar.ndtv.com/(NDTV （インドのニュース・報道専門番組）)
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/hi/(NHK World Hindi)
http://www.bbc.com/hindi(BBC Hindi)
http://www.jansatta.com/(Jansatta （インドのヒンディー語新聞）)
http://www.indiapress.org/gen/news.php/Nav_Bharat_Times/(Nav Bharat Times （インドのヒンディー語
新聞）)
http://www.jagran.com/(Dainik Jaagaran （インドのヒンディー語新聞）)

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

（その他（オフィスアワー等））
今期は中級から上級に相当する授業を行う予定。

※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。



学部共通科目54

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

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語初級

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

   
  

 
   
   

 [到達目標]
CEFRのおよそA1/A2レベルの語学力を目指す。

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



学部共通科目55

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

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語 初・中級  

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

 [到達目標]
CEFRでB1レベルに達することを目指す。

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
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。



学部共通科目56

授業科目名
　<英訳>

英語(語学)
English

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 国際高等教育院 TEETER，Jennifer Louise

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語   英語 

題目  アカデミック・プレゼンテーション

 [授業の概要・目的]
このクラスでは、アカデミック・プレゼンテーションの訓練を行う。また、授業の後半では、ディ
スカッションの訓練も行う。 

 [到達目標]
1.英語でのプレゼンテーション技能を養う。 
2.様々な社会的な問題を知ることで、幅広い知識と視野を養う。 
3.自分の意見を効果的及び理論的に述べる方法を習得する。 

 [授業計画と内容]
授業の前半（第１回ー第８回)で英語でのプレゼンテーションのスクリプトの書き方を指導し、後
半(第９回ー第１４回）で各自がプレゼンテーションを行う。また、適宜質問を受け、解説を加え
る。プレゼンテーション後は、ディスカッションを行い、自分の意見を理論的に述べる能力も加え
て養成する。 

*フィードバックでは、研究室内に待機し、授業内容に関わる質問を受け付ける。
*授業内容や授業計画、成績評価の方法等は、授業の進度によって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]
授業中の発表・授業への参加度　50％ プレゼンテーション　50％ 

なお、出席していたとしても、宿題をしてこない場合は欠席扱いとする。5回以上欠席をした場合、
評価対象外とする。また、遅刻・早退3回で1回欠席扱いとする。

 [教科書]
使用しない
＊教材はKULASIS/PandAの授業資料掲載機能を利用する予定  

 [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]
必ず毎回の宿題をし、次回の授業での質疑応答に答えられるようしっかりと準備してくること。

（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。



学部共通科目57

授業科目名
　<英訳>

英語(語学)
English

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当講師 国際高等教育院 TEETER，Jennifer Louise

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  語学

使用
言語   英語 

題目  アカデミック・プレゼンテーション  

 [授業の概要・目的]
このクラスでは、アカデミック・プレゼンテーションの訓練を行う。また、授業の後半では、ディ
スカッションの訓練も行う。  

 [到達目標]
1.英語でのプレゼンテーション技能を養う。 
2.様々な社会的な問題を知ることで、幅広い知識と視野を養う。 
3.自分の意見を効果的及び理論的に述べる方法を習得する。  

 [授業計画と内容]
授業の前半（第１回ー第８回)で英語でのプレゼンテーションのスクリプトの書き方を指導し、後
半(第９回ー第１４回）で各自がプレゼンテーションを行う。また、適宜質問を受け、解説を加え
る。プレゼンテーション後は、ディスカッションを行い、自分の意見を理論的に述べる能力も加え
て養成する。 

*フィードバックでは、研究室内に待機し、授業内容に関わる質問を受け付ける。 
*授業内容や授業計画、成績評価の方法等は、授業の進度によって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]
授業中の発表・授業への参加度　50％ プレゼンテーション　50％ 

なお、出席していたとしても、宿題をしてこない場合は欠席扱いとする。5回以上欠席をした場合、
評価対象外とする。また、遅刻・早退3回で1回欠席扱いとする。

 [教科書]
使用しない
＊教材はKULASIS/PandAの授業資料掲載機能を利用する予定 

 [参考書等]
  （参考書）
講義中に適宜紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず毎回の宿題をし、次回の授業での質疑応答に答えられるようしっかりと準備してくること。 

（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目58

授業科目名
　<英訳>

英語(語学)
English

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 国際高等教育院 伊藤　佳世子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  英語(語学)

 [授業の概要・目的]
　本講義では英文読解能力をさらに伸張させることを目的としている。教材は発話行為や会話の含
意に関する英語論文を読みアカデミック・ペーパーの読解能力の向上をはかると同時に、対話で構
成された演劇作品も読む事により言語(英語)により伝達されている事柄を理解しながら読解能力の
伸張をはかる。

 [到達目標]
アカデミックペーパーや演劇作品を使用し、様々なテキストにおいて使用されている表現に対する
理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回：本講義の概要と予習担当箇所の説明
第2回～4回：発話行為理論に関するアカデミック・ペーパーの読解。発話行為理論の概要[発語行
為、発語内行為、発語媒介行為の解説を含む]を読むことを通して、話者が言っている言葉と伝達
されるメッセージの間の差異に関する理解を深める。
第5回：まとめと中間テスト
第6回～14回：Eugene O'Neill,『The Iceman Cometh』を読む。
第15回：まとめテストとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席を重視する。テキストの指定された章のレジメ作成と発表を評価（40%）する。 
さらに第5回講義に中間テスト(30%)、第15回講義にまとめテスト(30%)を実施する。

 [教科書]
初回講義で教材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]
英文読解の担当箇所を決めて、それぞれの担当章をどのように予習するか指示をだすので、それに
従って予習すること。

（その他（オフィスアワー等））
月曜日と水曜日の12時15分から12時45分まで。ただし必ずメールで予約をとること 
cybel.kayoko@icloud.com 
 
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。



学部共通科目59

授業科目名
　<英訳>

英語(語学)
English

  担当者所属・
  職名・氏名 特定外国語担当准教授 国際高等教育院 伊藤　佳世子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  英語(語学)

 [授業の概要・目的]
本講義では英文読解能力をさらに伸張させることを目的としている。教材は発話行為や会話の含意
に関する英語論文を読みアカデミック・ペーパーの読解能力の向上をはかると同時に、対話で構成
された演劇作品も読む事により言語(英語)により伝達されている事柄を理解しながら読解能力の伸
張をはかる。 

 [到達目標]
 アカデミックペーパーや演劇作品を使用し、様々なテキストにおいて使用されている表現に対する
理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回：本講義の概要と予習担当箇所の説明 
第2回～4回：会話の含意に関するアカデミック・ペーパーの読解。会話の含意の概要[協調の原則
から4つのMaximsの解説を含む]を読むことを通して、会話の含意の生成から伝達に関する基本的事
柄の理解をはかる。 
第5回：まとめと中間テスト 
第6回～9回：Eugene O'Neill,『The Great God Brown』を読む 
第10回～14回：Tennessee Williams, 『Cat on a Hot Tin Roof』を読む 
第15回：まとめテストとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席を重視する。テキストの指定された章のレジメ作成と発表を評価（40%）する。
さらに第5回講義に中間テスト(30%)、第15回講義にまとめテスト(30%)を実施する。

 [教科書]
初回講義で教材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]
初回講義で詳細に説明する。かならず出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
月曜日と水曜日の12時15分から12時45分まで。ただし必ずメールで予約をとること
cybel.kayoko@icloud.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。



学部共通科目60

授業科目名
　<英訳>

英語論文作成法(演習)
Introduction to Academic Writing

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大崎　紀子

 

配当
学年  2-4回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アカデミック・ライティング（1）

 [授業の概要・目的]
学術論文やエッセイ（小論文）などの論理的な文章を英語で書く能力を養成する。前期では、パラ
グラフの構造を学び、英文を読むことを通じて論理的な文章構成への理解を深め、自らの視点を反
映した論理的な文章を英語で書く活動を行うとともに、引用の方法についても基本的な知識と技術
を学ぶ。

 [到達目標]
英語と日本語の修辞法の違いを理解し、論理的で説得力のある文章を英語で書く能力を養う。

 [授業計画と内容]
1　アカデミック・ライティングについての説明
2-3　学術英語の特徴
4　パラグラフの構造の理解
5　句読法
6-9　パラグラフ・ライティングの演習
10　引用の方法、文献目録の書き方（基本篇）
11-14 小論文作成演習：受講者の作文に基づく内容・構成の検討を含む
15　まとめ
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
受講者20人まで

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加（クイズ、宿題提出を含む。30点）、アサインメント（3回、計70点）

 [教科書]
プリント教材を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Alice Oshima and Ann Hogue 『Writing Academic English, Fourth Edition』（Pearson Longman,2006.）
Swales, John M. and Feak, Christine B. 『Academic Writing for Graduate Students: Essential tasks and skills,
 third edition.』（The University of Michigan Press, 2012）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教材は、事前に配布するので、予習をして授業に臨んでほしい。

（その他（オフィスアワー等））
課題の提出は、原則として電子メールを利用し、メールによる教員とのやり取りを英語で行うこと
によって、英文メールの書き方についても学ぶ。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目61

授業科目名
　<英訳>

英語論文作成法(演習)
Introduction to Academic Writing

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 大崎　紀子

 

配当
学年  2-4回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アカデミック・ライティング（2）

 [授業の概要・目的]
英文アブストラクト、要約、引用、文献目録の書き方など、英語論文を書くための基本的な方法論
を学び、英語で学術論文を書く能力を養う。

 [到達目標]
英語と日本語の修辞法の違いを理解するとともに、剽窃を疑われない適切な引用の方法と技術を身
につける。

 [授業計画と内容]
1　　アカデミック・ライティングの説明
2-5　引用、要約、文献目録の書き方と演習
6-8　履歴書、自己推薦書の書き方と演習
9　　スタイル（MLA、APA、Chicagoスタイル等）
10-14小論文作成演習：受講者の作文に基づく議論、検討を含む
15　まとめ
※フィードバックの方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
前期を受講していることが望ましい。（受講者20人まで）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加（クイズ、宿題提出を含む。30点）、アサインメント（3回、計70点）

 [教科書]
プリント教材を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Alice Oshima and Ann Hogue 『Writing Academic English, Fourth Edition』（Pearson Longman, 2006）
Swales, John M. and Feak, Christine B. 『Academic Writing for Graduate Students: Essential tasks and skills,
 third edition.』（The University of Michigan Press, 2012.）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教材プリントは、事前に配布するので、予習をして授業に臨んでほしい。

（その他（オフィスアワー等））
課題の提出は、原則として電子メールを利用し、メールによる教員とのやり取りを英語で行うこと
によって、英文メールの書き方も学ぶ。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目62

授業科目名
　<英訳>

人文学入門(特殊講義)
Introduction to Humanities (Special Lctures)

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 児玉　聡
非常勤講師 植田　尚樹
非常勤講師 林　由華
非常勤講師 藏口　佳奈
非常勤講師 長岡　徹郎
非常勤講師 満原　健
非常勤講師 TOJIRAKARN，Mashima
非常勤講師 白木　正俊

 

配当
学年  1-4回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  後期不定 曜時限  その他

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人文学入門（常識を疑う　日常に隠れたメディア・コミュニケーション）

 [授業の概要・目的]
開講期間：2017年09月26日(火)～2018年01月16日(火)
　　　　　5講時 16時20分～17時50分（毎週火曜日）
講義場所：キャンパスプラザ京都

本授業は、京都大学で学んできた新進気鋭の若手研究者がリレー形式で担当する。
現代日本、とりわけ京都で大学生活を送る私たちは、日常において異文化と触れ合う機会も多いが、
自分たち、あるいは他者の文化や社会をどのように認識しているだろうか。自分が目にした日常世
界がすべてだと思い込んではいないだろうか。

本授業では、日常に隠れた「メディア・コミュニケーション」に目を向けることで、私たちの「常
識」を疑うことから始める。「メディア・コミュニケーション」の意味するところは、単に「テレ
ビやSNSを通じて情報をやり取りすること」にとどまらない。私たちが言語や身体など無数の「メ
ディア（媒体）」を通して世界を認識していること、そして日常のありとあらゆる場面で「コミュ
ニケーション（伝達機構）」が機能していることを、歴史学や哲学、心理学、言語学などの観点か
ら広く学ぶ。普段とは異なる観点から物事を見る目を養い、日常世界を捉え直すことが、本授業の
主たる目的である。また、学生による発表や質疑応答、ディスカッションなどのアクティブ・ラー
ニングを活用することで、新しい視点を取り入れ、主体的に考え、課題を発見し、課題に共同で取
り組む力も身に付ける。

 [到達目標]
・自分たちの文化や社会を相対化し、より広い視野と深い洞察力を持って、現実の諸問題に対する
解決策を模索できる主体となる。
・学問的な知識や主体的な学びの方法を身に付けると同時に、実際の課題に積極的に取り組む「生
きる力」を涵養する。

 [授業計画と内容]
[1] イントロダクション（植田）

「思い込み」に気づく―マンガの事例から考える（トジラカーン）
[2] 「あさきゆめみし」の事例にみる現代人の「思い込み」
[3] 「思い込み」はいかにして拡散していくのか―「クローズアップ現代＋」の事例から

人文学入門(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



人文学入門(特殊講義)(2)

哲学的メディア論（満原）
[4] 言語というメディア
[5] 身体というメディア

琉球諸語とその記録・保存（林）
[6] 世界の言語の現状と琉球諸語
[7] 危機言語の記録・保存

他者に抱く印象と身体の相互作用（藏口）
[8] 他者の印象はどのように形成されるのか―実験心理学的アプローチから（1）
[9] 他者の印象はどのように形成されるのか―実験心理学的アプローチから（2）

日常に隠れた人間と水の関係史（白木）
[10] 歴史的視点で人間と水との関係を考える
[11] 鴨川を事例に人間と水との関係史を考える

人と自然をつなぐ（長岡）
[12]: 人と自然との断絶－科学的立場の長所と短所
[13]: 人と自然との未来に向けて－自然との共存は可能か？東洋的立場から考える

[14] レポートの書き方（林）
[15] まとめ（植田）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点60点+レポート40点
 （ただし、2/3以上の出席がない場合は評価の対象としない。）

 [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]
授業時に、各担当者から、課題が提示されることがあります。その指示にしたがって下さい。

人文学入門(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



人文学入門(特殊講義)(3)

（その他（オフィスアワー等））
最大60名まで受講可能の見込み。 先着順。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目63

授業科目名
　<英訳>

書道(演習)
Calligraphy

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 日比野　実

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  書道

 [授業の概要・目的]
この講義は、東洋文化の根幹である「漢字」の成り立ちから完成までを時系列に概観し、篆書・隷
書・楷書を実際に書写しながら造形を学んでいく。

 [到達目標]
教職員となることを前提にした書道技術の向上のみを狙うものではなく、あくまでも「書」の歴史
的な変遷の知識と技法上の特質を学んでいきたい。

 [授業計画と内容]
１週目：ガイダンス・書とは何か？
２～５週目：漢字の始まり「甲骨文・金文」から「小篆」
６～９週目：漢代に花開き、今なお輝きを持つ「隷書」
10～15週目：唐代に完成をみて、標準書体となった「楷書」

授業ではスクリーンでのプレゼンテーションやビデオ、書画カメラを用いて、歴史的側面と技法的
側面を解説した後に、実技を行う。

 [履修要件]
実技を伴う科目であるので、毎回の書道道具の携帯が必要となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
清書の完成度５：レポート３：平常点２程度を考えている。

 [教科書]
使用しない
テキストは用いず、毎回１～３枚程度のプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
実際の書に触れるために、書展に出向くことを推奨する。
折につけ書展の情報などを告知する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に必要としないが、授業中に仕上げられなかったものを帰宅後時間をかけて再度取り組み、後日
提出することは可能としたい。

（その他（オフィスアワー等））
質問は
jitsu0301@gmail.com   まで。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目64

授業科目名
　<英訳>

書道(演習)
Calligraphy

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 日比野　実

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  書道

 [授業の概要・目的]
書道の後期には、より芸術性を帯びた書体を学んでいく。具体的には、文字そのものに書き手の人
間性が表れる行書と日本人の感性が産んだ仮名書を中心に概観する。それぞれの特徴をよく理解し
た上で技法を体得したい。

 [到達目標]
仮名書を学ぶことになるので、国文専攻の学生諸君には特に履修をお勧めしたい。仮名書を書くこ
とで平安文学の理解が深まると思う。

 [授業計画と内容]
1週目：簡単なガイダンスののち、行書の特徴と基礎を実習する。
2～7週目：文字に躍動感を表現する「行書・草書」を学ぶ。
　　　　　王羲之、顔真卿、蘇軾、黄庭堅など。
8～12週目：和様漢字を学んだ後「かな書」に移る。
　　　　　奈良期の万葉仮名から平安後期の女手に至る文字表記の変遷と美的感覚の推移を見る。
13～15週：生活の中での書(手紙など）と、後期の復習の回も設ける。

 [履修要件]
実技科目でもあるため、毎回書道道具の携帯が必要となる。
後期は小筆が必須となる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
清書の完成度５：レポート３：平常点２程度を考えている。
定期試験は実施しない。

 [教科書]
毎回１～３枚程度のプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
出来るだけ積極的に書道の展覧会に足を運び、鑑賞力をつけることを勧める。

 [授業外学習（予習・復習）等]
仮名書は習得しにくいものであるので、可能な範囲で自宅復習をしてもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
質問や連絡は
jitsu0301@gmail.com　まで。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目65

授業科目名
　<英訳>

タイ語I(初級）(語学) 
Thai

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 弓庭　育子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  初めてタイ語にふれる人のためのタイ語学習

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

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

 [授業計画と内容]
【学習方法】 
講義形式による文法解説、単語、例文の口頭練習、文法事項の反復練習、ロールプレイ活動を行う。
 
【学習内容：会話】 
１．オリエンテーション　学習内容、方法、テキスト、評価方法の確認 
２．発音練習　母音、声調、子音 
３．第１課１．１～１．３　挨拶、国籍を紹介する、尋ねる 
４．第１課１けたの数字、 
５．第２課２．１～２．３　挨拶、名前を紹介する、尋ねる 
６．第２課２．４～３けたの数字　挨拶、否定の表現 
７．第３課３．１～３．３　職業を紹介する、尋ねる 
８．第３課３．４～３．６　完了、予定の表現 
９．第３課数字に関する表現 
１０．第４課４．１～４．３　継続の表現 
１１．第４課職業の表現 
１２．第５課５．１～５．２　品詞と語順 
１３．第５課５．３～親族名称　可能の表現 
１４．総復習

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

タイ語I(初級）(語学) (2)へ続く↓↓↓



タイ語I(初級）(語学) (2)

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

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

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

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

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

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

タイ語II(初級）(語学)
Thai

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 弓庭　育子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  タイ語II(初級）  

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

 [到達目標]
発音と声調の基礎が身についている。約200語の生活語彙と約38項目の基本文法が身についている。
生活場面や話題に応じたタイ語表現を用いて意思疎通を図れる。タイ文字の子音字、母音符号の組
み合わせの基礎が身についている。

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

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

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

タイ語II(初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



タイ語II(初級）(語学)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

インドネシア語I（初級）(語学)
Indonesian

  担当者所属・
  職名・氏名 京都外国語専門学校　専任講師 柏村　彰夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  インドネシア語Ⅰ(初級）

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。語学の授業という性格上、出席状況を重視する。

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

インドネシア語I（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



インドネシア語I（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介する

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

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

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

インドネシア語II（初級）(語学)
Indonesian

  担当者所属・
  職名・氏名 京都外国語専門学校　専任講師 柏村　彰夫

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  インドネシア語Ⅱ（初級）

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

 [到達目標]
日常会話レベルの基本的表現の創出能力を習得する。  

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点、特に出席状況を重視する。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に適宜紹介する

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

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

ベトナム語I(初級）(語学) 
Vietnamese

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学世界言語研究センター
准教授　　　　　　　　　　　 清水　政明

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ベトナム語I(初級）

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

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

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

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

必要に応じ方言（特に南部方言）に関する解説を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
普段の授業参加状況による。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

ベトナム語II(初級）(語学)
Vietnamese

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学世界言語研究センター
准教授　　　　　　　　　　　 清水　政明

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ベトナム語Ⅱ（初級）

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

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

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

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

必要に応じ方言（特に南部方言）に関する解説を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
普段の授業参加状況による。

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

ビルマ（ミャンマー）語I（初級）(語学)
Burmese

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 本行　沙織

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  ビルマ語入門 

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

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

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

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

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

ビルマ（ミャンマー）語I（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ビルマ（ミャンマー）語I（初級）(語学)(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）
岡野賢二 『現代ビルマ（ミャンマー）語文法』（国際語学社）ISBN:ISBN978-4-87731-384-5

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  SENDプログラム　タイ・チュラーロンコーン大学サマースクール

 [授業の概要・目的]
京都大学と大学間学生交流協定関係にあるチュラーロンコーン大学の協力を得て実施する。バンコ
クに２週間滞在し、タイ語とタイ文化社会の講義を受講し、実地研修に参加する。また、共同プレ
ゼンテーションによる日本語・日本文化の相互学習をおこなう。

 [到達目標]
日本語・日本文化について相手国学生に対し英語で紹介ができる。
日本を相対化しながら、タイおよびアセアン諸国について理解を深める。
日本－タイの両国関係について認識を深める。

 [授業計画と内容]
9月実施予定。
研修の詳細についてはKULASISで確認すること。
履修登録、単位認定は文学部でおこなわれる。
サマースクールに参加するには別途申し込みをする必要があるため、申込方法等についても
KULASISを参照すること。

 [履修要件]
サマースクール参加にあたって、全学共通科目「日本語・日本文化実習」を受講した上での参加を
推奨している。タイ語初学者も歓迎するが、「タイ語Ⅰ（初級）」等の関連科目を受講しているこ
とが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
事前学習への参加状況、現地での評価、帰国後の報告会および報告書による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
タイに関する文献を読むこと。 

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



学部共通科目73

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  SENDプログラム　ベトナム国家大学ハノイ校サマースクール

 [授業の概要・目的]
京都大学と大学間学生交流協定関係にあるベトナム国家大学ハノイ校の協力を得て実施する。ハノ
イに２週間滞在し、人文社会科学大学と外国語大学において、ベトナム語とベトナム文化社会の講
義を受講し、実地研修に参加する。また、現地の学生の日本語教育・日本研究の支援をおこない、
共同発表をおこなう。

 [到達目標]
日本語・日本文化について相手国学生に対し英語で紹介ができる。
日本を相対化しながら、ベトナムおよびアセアン諸国について理解を深める。
日本－ベトナムの両国関係について認識を深める。

 [授業計画と内容]
9月実施予定。
研修の詳細についてはKULASISで確認すること。
履修登録、単位認定は文学部でおこなわれる。
サマースクールに参加するには別途申し込みをする必要があるため、申込方法等についてKULASIS
を参照すること。

 [履修要件]
サマースクール参加にあたって、全学共通科目「日本語・日本文化実習」を受講した上での参加を
推奨している。ベトナム語初学者も歓迎するが、「ベトナム語Ⅰ（初級）」等の関連科目を受講し
ていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
事前学習への参加状況、現地での評価、帰国後の報告会および報告書による。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ベトナムに関する文献を読むこと。 

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



学部共通科目74

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 高嶋　航
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦争と植民地をめぐる歴史認識問題

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

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

 [授業計画と内容]
文学研究科，人文科学研究所，人間・環境学研究科，教育学研究科の教員を中心に，現在日本，中
国，韓国，北朝鮮などの東北アジア諸国の間で国際的な問題となっている，過去の戦争と植民地支
配にかかわる「歴史認識問題」について講義します。また，これらの問題について学外の専門家を
ゲストに招いて話を聞きます。また，東北アジア以外の地域における「歴史認識問題」についても
取扱います。
講義担当者は以下のとおりです。日程については後日掲示します。
小山　哲(文学研究科)：ポーランド・ドイツ・ウクライナ――国境を越えて歴史認識を議論するに
は
高嶋　航(文学研究科)：「慰安婦」と中国
永原陽子(文学研究科)：『ダーバン会議』と植民地をめぐる歴史認識
平田昌司(文学研究科)：近現代中国における日本観
吉井秀夫(文学研究科)：朝鮮総督府古蹟調査事業の評価をめぐって
中村唯史(文学研究科)：戦死者の記憶をめぐる詩学：詩人オリガ・ベルゴーリツとラスル・ガムザ
トフの場合
松田素二(文学研究科)：朝鮮人被爆者と戦後補償問題
谷川　穣(文学研究科)：靖国神社について
横田冬彦（文学研究科）：日本遊郭史からみえる「慰安婦問題」
江田憲治(人間・環境学研究科)：＜民族協和の理想国＞か？＜帝国日本の植民地＞か？――「満洲
国」をめぐる歴史認識
岡　真理（人間・環境学研究科）：歴史的鏡像としてのパレスチナ／イスラエル
石川禎浩(人文科学研究所)：日中国交回復時（1972年）の歴史認識
藤原辰史（人文科学研究所）：農学者たちの加害意識の欠落について――日本とドイツを中心に

 [履修要件]
特になし

アジア研究(戦争と植民地の歴史認識)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(戦争と植民地の歴史認識)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点、50％）とレポート（50％）により総合的に評価します。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目75

授業科目名
　<英訳>

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東南アジア研究概論

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

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

 [授業計画と内容]
次の通り、15回に分けて、12名の教員が交代で講義を行います。地域は東南アジア、学問領域は工
学、農学、環境学、公衆衛生学、経済学、政治学、人類学、社会学など多様です。 
1　なぜ東南アジアを学ぶのか--玉田芳史（ASAFAS）
2　水産資源とその利用―岩田明久（ASAFAS）
3　森林の保全と利用―竹田晋也（ASAFAS）
4　環境と植物―小坂康之（ASAFAS） 
5　気候と水文―甲山　治（CSEAS）
6　自然と農業―安藤和雄（CSEAS）
7　人と健康―古澤拓郎（ASAFAS）
8　宗教―片岡　樹（ASAFAS）
9　社会革命―小林　知（CSEAS）
10　経済―水野広祐（CSEAS）　
11　労働力の国際移動（1）―細田尚美(ASAFAS)　
12　労働力の国際移動（2）―細田尚美(ASAFAS)　
13　政治（1）―岡本正明（CSEAS）
14　政治（2）―玉田芳史（ASAFAS）
15　まとめ―玉田芳史（ASAFAS）　

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

アジア研究(東南アジア研究概論)(2)へ続く↓↓↓



アジア研究(東南アジア研究概論)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
世界地図や気候図などを眺めて、東南アジアにどんな国があるのか、どんな気候帯にあるのか、を
あらづかみしておいてください。

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



学部共通科目76

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 学際融合教育研究推進センター 稲垣　和也

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2017・
  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  SENDプログラム　インドネシア大学スプリングスクール

 [授業の概要・目的]
京都大学と大学間学生交流協定関係にあるインドネシア大学の協力を得て実施する。ジャカルタに
２週間滞在し、インドネシア語とインドネシア文化社会の講義を受講し、実地研修に参加する。ま
た、現地の学生の日本語教育・日本研究の支援をおこない、共同発表をおこなう。

 [到達目標]
日本語・日本文化について相手国学生に対し英語で紹介ができる。
日本を相対化しながら、インドネシアおよびアセアン諸国について理解を深める。
日本－インドネシアの両国関係について認識を深める。

 [授業計画と内容]
２月実施予定。
研修の詳細についてはKULASISで確認すること。
履修登録、単位認定は文学部でおこなわれる。
スプリングスクールに参加するには別途申し込みをする必要があるため、申込方法等についても
KULASISを参照すること。

 [履修要件]
スプリングスクール参加にあたって、全学共通科目「日本語・日本文化実習」を受講した上での参
加を推奨している。インドネシア語初学者も歓迎するが、「インドネシア語Ⅰ（初級）」等の関連
科目を受講していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
事前学習への参加状況、現地での評価、帰国後の報告会および報告書による。

 [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]
インドネシアに関する文献を読むこと。 

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



学部共通科目77

授業科目名
　<英訳>

Contemporary Philosophy in Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 海田　大輔

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Shozo OHMORI (1921-97) and His Students

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

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

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

Lectures 2-9: The Philosophy of Shozo OHMORI
Awareness Monism
Double Look
Ohmori on Past
Ohmori on Other Minds

Lectures 10-11: The Philosophy of Shigeki NOYA
Can we imagine other people's pain?: Perspectivism
The Non-existence of the Future

Lectures 12-13: The Philosophy of Hitoshi NAGAI
The Uniqueness of "I"
Why Isn't Consciousness Real?

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

Feedback

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a paper. Students' grades will be weighed according to 
the following scheme:

Contemporary Philosophy in Japan(2)へ続く↓↓↓



Contemporary Philosophy in Japan(2)

Attendance 20%
Active participation in discussion 20%
Term paper 60%

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



学部共通科目78

授業科目名
　<英訳>

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

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Exploring Japan's modernity through literary discourse

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

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

 [授業計画と内容]
The course will start with an introduction to the concept and language of literature and the changes they 
underwent throughout history, in the world but especially in modern Japan; it will also touch upon the main 
theoretical schools and movements, in order to provide a firm framework for further discussion and analysis. 
The primary readings, focusing on two topics, “East-West encounters” and “Redefining relations”, will 
include, without being limited to, the following works: Mori #332gai: ‘The Dancing Girl’; Higuchi 
Ichiy#333: ‘Growing Up’; Nagai Kaf#363: American  Stories; Akutagawa Ry#363nosuke: ‘The Ball’; 
Tanizaki Jun’ichir#333: Naomi; Kawabata Yasunari: The Old Capital; Kyoko Yoshida: ‘Kyoto Panorama 
Project’; David Zopetti: Ichigensan, the Newcomer, etc.
Classes will ideally be interactive, with student discussions and presentations taking up 1/4 to 1/3 of the time, 
but a more detailed plan for each class will be determined based on the number of, and the feedback from the 
participants.

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

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

What is "modern", "Japanese", "literature"?(2)へ続く↓↓↓



What is "modern", "Japanese", "literature"?(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目79

授業科目名
　<英訳>

Cross-border Migration
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Cross-Border Migration 

 [授業の概要・目的]
This course will discuss how welfare regimes intertwine with migration regimes in the process of rapid 
economic development and demographic change in East, Southeast, and Middle East Asia. 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 the commercialization and externalization of reproductive work. In the process of 
demographic ageing, many Asian countries also borrowed institutional frameworks of welfare states in 
Europe such as Korea, Japan, and Taiwan. In the case of gulf countries, known as rentier states, they have 
very different development trajectories that is dependent on oil revenue; and they also provide welfare to 
sustain the authoritarian regime. The anxiety on the exhaustion of oil changed their policy to the 
diversification of the economy, which happened together with the acceptance of a large number of migrants 
in the economic sector. However, making local nationals economically independent is not an easy process 
because of competition with expatriates. This class deals with welfare regimes and migration regimes to 
clarify the shaping of the nations in East, Southeast, and Middle East Asian countries.

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

 [授業計画と内容]
The contents of the course includes the following(15 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 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. Conclusion
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 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

Japanese Contemporary Popular Culture
Asian Studies (Special Lectures)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

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

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

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

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

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

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

 [履修要件]
3rd year and above (3回生以上).
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Homework (20%), project work, presentation and report (50%), feedback (10%), participation (20%).

 [教科書]
使用しない

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

  （関連ＵＲＬ）
https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/course/view.php?id=23(You will have to register with this site and use 
this enrolment key to take part in the course: cAt$20i7)

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

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

※オ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>

Japan at Play
Asian Studies (Special Lectures)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Japan at Play: Cultural Orderings of Leisure and Asobi

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

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

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

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

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

 [教科書]
使用しない

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

  （関連ＵＲＬ）
https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/course/view.php?id=22(You will have to register with this site and use 
this enrolment key to take part in the course: cAt$20i7)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目82

授業科目名
　<英訳>

Gender in Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 白眉センター COATES Jennifer

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Gender in Japan 

 [授業の概要・目的]
This course offers a comprehensive account of the structures of gender in Japan through its history and 
culture. Covering key issues in gender studies including discrimination, media representation, labour issues, 
and education, the course situates these dynamics in their historical and cultural context using analyses of 
popular media. The course begins with a general introduction to gender studies, followed by the more specific 
application of key works and theories to the context of Japan. Thereafter, each lecture will address a singular 
gender issue in Japan from a historical and cultural perspective.
Students wishing to audit this class are welcome to do so. No prior knowledge of the Japanese language is 
required; all film texts are subtitled and readings are in English. Students are welcome to expand their 
independent reading to include Japanese sources, and will be supported in class to share this research with 
classmates

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

 [授業計画と内容]
1) Introduction
Core topics of the class will be introduced and readings assigned.
2) What is Gender Studies?
Reading: Judith Butler, ‘Preface,’ Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
3) Gender and Japanese History
Reading: Mary C. Brinton, “Gender Stratification in Contemporary Urban Japan,” American Sociological 
Review 54: 4, pp. 549-564 
Koyama Takeshi, The Changing Social Position of Women in Japan, UNESCO 1961.
4) Education and Gender in Japan
Reading: Kaori Okano and Motonori Tsuchiya, “Students experiences of Schooling: The Forgotten 50%: 
Girls,” in Education in Contemporary Japan: Inequality and Diversity (ed. Kaori Okano and Motonori 
Tsuchiya), pp. 74-103.
Koyama Shizuko. 2013. The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan. Leiden: Brill. 
5) Gender and the Family in Japan
Reading: R. W. Connell and James Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept,” 
Gender and Society 19: 16, pp. 829-859.
Kristen Schultz Lee, Paula A Tufis, Duane F. Alwin, “Separate Spheres or Increasing Equality? Changing 
Gender Beliefs in Postwar Japan,” Journal of Marriage and Family 72:1, pp. 184-201.
6) Labour and Gender in Japan
Reading: Vera Mackie, “Workers,” in Creating Socialist Women in Japan: Gender, Labour, Activism, pp. 
95-126.
Noriko Tsuya, Larry Bumpass, Minja Kim Choe, and Ronald Rindfuss, “Is the Gender Division of Labour 
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Changing in Japan?” Asian Population Studies 1:1, pp. 47-67.
World Equality Forum Gender Gap Report
7) Japanese Masculinities
Reading: James E. Robertson and Nobue Sakai, “Introduction,” in Men and Masculinities in Contemporary 
Japan: Dislocating the Salaryman Doxa (ed. James E. Robertson and Nobue Sakai), pp. 1-20.
Mark McLelland, “Gay Men, Masculinity and the Media in Japan,” in Asian Masculinities: The Meaning 
and Practice of Manhood in China and Japan (ed. Kam Louie and Morris Low), pp. 59-78.
8) Sexualities in Japan
Reading: Romit Dasgupta and Mark McLelland, “Introduction,” Genders, Transgenders, and Sexualities in 
Japan pp. 1-15.
Sabine Frustuck, “Genders and Sexualities,” A Companion to the Anthropology of Japan (ed. Jennifer 
Robertson), pp. 167-183.
9) Gender, Discrimination, and Violence in Japan
Reading: Judith Butler, “Subjects of Sex/ Gender/ Desire,” Gender Trouble: Feminism and the Subversion 
of Identity, pp. 1-34.
C. Sarah Soh, “Gender and Structural Violence: From Multiple Symbolic Representations to the 
Paradigmatic Story,” in The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and 
Japan, pp. 29-78.
10) Media and Gender in Japan(1): Stars
Reading: Patrick Galbraith and Jason Karlin, ‘Introduction,’ in Idol and Celebrity in Japanese Media 
Cultures, pp. 1-32.
Jennifer Coates, “How to Be A Domestic Goddess: Female Film Stars and the Housewife Role in Post-war 
Japan,” U.S.-Japan Women’s Journal, 50.
11) Media and Gender in Japan(2): The Yakuza Film
Reading: Jennifer Coates, “The Yakuza Film,” The Japanese Cinema Book (ed. Alastair Phillips and 
Hideaki Fujiki) pp. 36-92.
Isolde Standish, “Facts, Fictions, and Fantasy,” in Myth and Masculinity: Towards a Political Reading of 
the ‘Tragic Hero’ pp. 158-192.
12) Feminism and the Future of Gender in Japan
Reading: Julia C. Bullock, “Fantasy as Methodology: Simone de Beauvoir and Postwar Japanese Feminism,
” U.S.-Japan Women's Journal 36, pp. 73-91.
Setsu Shigematsu, “Intimacies of Imperialism and Japanese-Black Feminist Transgression: Militarised 
Occupations in Okinawa and Beyond,” Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, no. 37.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
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 [参考書等]
  （参考書）
Mark McLelland and Romit Dasgupta (eds.) Genders, Transgenders and Sexualities in Japan, London: 
Routledge, 2005
Kumiko Fujimura-Fanselow, Transforming Japan, New York: The Feminist Press at the City University of 
New York, 2011
Sirin Sung and Gillian Pascal (eds.) Gender and Welfare States in Eastern Asia: Confucianism or Gender 
Equality, London: Macmillan, 2014

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

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

Autobiographical prose in modern Japan
Asian Studies (Special Lectures)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Fact, fiction, and everything in between

 [授業の概要・目的]
This course will explore the development of autobiographical prose in modern and contemporary Japan, 
focusing on the birth, growth and decline of the “shish#333setsu”, a type of autobiographical writing that 
has been touted by some, while disputed by others, as one of the few original forms of modern Japanese 
literature. We will also analyse the relationship between “shish#333setsu” and Japanese traditional literary 
genres, as well as its influence on contemporary world literary production.

 [到達目標]
At the end of this course, the students will have sufficient information about the historical, social and cultural 
background of the works read in class; they will be able to contextualise the "shish#333setsu" and related 
genres and subgenres, as well as analyse relevant concepts such as fiction, reality, mimesis, etc, from a new 
perspective. 

 [授業計画と内容]
Week 1: Orientation. Syllabus, course guidelines, assessment methods, etc.  
Week 2: Literature; fiction& non-fiction; autobiography.
Week 3: Shish#333setsu, shinky#333-sh#333setsu; Ich-Roman, lyrical novel, roman personnel.
Week 4: Shimazaki T#333son's "Namiki": the characters speak up.
Week 5: Tayama Katai's "Futon". Before and after.
Week 6: Shiga Naoya's self-centred short stories.
Week 7: Kasai Zenz#333 and self-destruction in/ for literature.
Week 8: Dazai Osamu: "No Longer Human", but still a shish#333setsu?
Week 9: The critics' take: shish#333setsu dispute.
Week 10: The critics take it outside Japan.
Week 11: Post-war to contemporary shish#333setsu.
week 12: Shish#333setsu and the new media.
Week 13: Course wrap-up: what is the "shish#333setsu", and why is it relevant? (Student presentations.)
Week 14: Student presentations.
Week 15: (Student presentations.) Final assessment.
The content of the course is subject to change. Classes will ideally be interactive, with student discussions 
and presentations taking up 1/4 to 1/3 of the time, but a more detailed plan for each class will be determined 
based on the number of, and the feedback from the participants.

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

Autobiographical prose in modern Japan(2)へ続く↓↓↓



Autobiographical prose in modern Japan(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

Gender in Japan
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 白眉センター COATES Jennifer

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Gender in Japan  

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

Students wishing to audit this class are welcome to do so. No prior knowledge of the Japanese language is 
required; all film texts are subtitled and readings are in English. Students are welcome to expand their 
independent reading to include Japanese sources, and will be supported in class to share this research with 
classmates.

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

 [授業計画と内容]
1) Introduction
Core topics of the class will be introduced and readings assigned.
2) What is Gender Studies?
Reading: Judith Butler, ‘Preface,’ Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
3) Gender and Japanese History
Reading: Mary C. Brinton, “Gender Stratification in Contemporary Urban Japan,” American Sociological 
Review 54: 4, pp. 549-564 
Koyama Takeshi, The Changing Social Position of Women in Japan, UNESCO 1961.
4) Education and Gender in Japan
Reading: Kaori Okano and Motonori Tsuchiya, “Students experiences of Schooling: The Forgotten 50%: 
Girls,” in Education in Contemporary Japan: Inequality and Diversity (ed. Kaori Okano and Motonori 
Tsuchiya), pp. 74-103.
Koyama Shizuko. 2013. The Educational Ideal of 'Good Wife, Wise Mother' in Modern Japan. Leiden: Brill. 
5) Gender and the Family in Japan
Reading: R. W. Connell and James Messerschmidt, “Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept,” 
Gender and Society 19: 16, pp. 829-859.
Kristen Schultz Lee, Paula A Tufis, Duane F. Alwin, “Separate Spheres or Increasing Equality? Changing 
Gender Beliefs in Postwar Japan,” Journal of Marriage and Family 72:1, pp. 184-201.
6) Labour and Gender in Japan
Reading: Vera Mackie, “Workers,” in Creating Socialist Women in Japan: Gender, Labour, Activism, pp. 
95-126.
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Noriko Tsuya, Larry Bumpass, Minja Kim Choe, and Ronald Rindfuss, “Is the Gender Division of Labour 
Changing in Japan?” Asian Population Studies 1:1, pp. 47-67.
World Equality Forum Gender Gap Report
7) Japanese Masculinities
Reading: James E. Robertson and Nobue Sakai, “Introduction,” in Men and Masculinities in Contemporary 
Japan: Dislocating the Salaryman Doxa (ed. James E. Robertson and Nobue Sakai), pp. 1-20.
Mark McLelland, “Gay Men, Masculinity and the Media in Japan,” in Asian Masculinities: The Meaning 
and Practice of Manhood in China and Japan (ed. Kam Louie and Morris Low), pp. 59-78.
8) Sexualities in Japan
Reading: Romit Dasgupta and Mark McLelland, “Introduction,” Genders, Transgenders, and Sexualities in 
Japan pp. 1-15.
Sabine Frustuck, “Genders and Sexualities,” A Companion to the Anthropology of Japan (ed. Jennifer 
Robertson), pp. 167-183.
9) Gender, Discrimination, and Violence in Japan
Reading: Judith Butler, “Subjects of Sex/ Gender/ Desire,” Gender Trouble: Feminism and the Subversion 
of Identity, pp. 1-34.
C. Sarah Soh, “Gender and Structural Violence: From Multiple Symbolic Representations to the 
Paradigmatic Story,” in The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and 
Japan, pp. 29-78.
10) Media and Gender in Japan(1): Stars
Reading: Patrick Galbraith and Jason Karlin, ‘Introduction,’ in Idol and Celebrity in Japanese Media 
Cultures, pp. 1-32.
Jennifer Coates, “How to Be A Domestic Goddess: Female Film Stars and the Housewife Role in Post-war 
Japan,” U.S.-Japan Women’s Journal, 50.
11) Media and Gender in Japan(2): The Yakuza Film
Reading: Jennifer Coates, “The Yakuza Film,” The Japanese Cinema Book (ed. Alastair Phillips and 
Hideaki Fujiki) pp. 36-92.
Isolde Standish, “Facts, Fictions, and Fantasy,” in Myth and Masculinity: Towards a Political Reading of 
the ‘Tragic Hero’ pp. 158-192.
12) Feminism and the Future of Gender in Japan
Reading: Julia C. Bullock, “Fantasy as Methodology: Simone de Beauvoir and Postwar Japanese Feminism,
” U.S.-Japan Women's Journal 36, pp. 73-91.
Setsu Shigematsu, “Intimacies of Imperialism and Japanese-Black Feminist Transgression: Militarised 
Occupations in Okinawa and Beyond,” Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, no. 37.

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
Recommended Resources:
Mark McLelland and Romit Dasgupta (eds.) Genders, Transgenders and Sexualities in Japan, London: 
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Routledge, 2005
Kumiko Fujimura-Fanselow, Transforming Japan, New York: The Feminist Press at the City University of 
New York, 2011
Sirin Sung and Gillian Pascal (eds.) Gender and Welfare States in Eastern Asia: Confucianism or Gender 
Equality, London: Macmillan, 2014

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

Debating Otaku in Contemporary Japan: The Labelling Approach
Asian Studies (Special Lectures)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Debating Otaku in Contemporary Japan: A Labelling Approach

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

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

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

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

 [履修要件]
3rd year and above (3回生以上).

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

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

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

  （関連ＵＲＬ）
https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/course/view.php?id=24(You will have to register with this site and use 
this enrolment key to take part in the course: cAt$20i7)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目86

授業科目名
　<英訳>

Introduction to Transcultural Studies (lecture series)
Asian Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定講師 学際融合教育研究推進センター Bjorn-Ole Kamm
特定外国語担当講師 文学研究科 KLEBANOV, Andrey
特定助教 白眉センター COATES Jennifer

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Transcultural Studies

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

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

Jointly conducted by four researchers from different disciplinary backgrounds, this lecture class will discuss 
the contributions and limitations of inherited and current notions of transculturality. Focusing on three study 
areas, "Society, Economy and Governance," "Knowledge, Belief and Religion" and "Visual, Media and 
Material Culture," and the respective fields of research of the lecturers, theories and methods will be tested, e.
g. in explorations of Japanese cinema, global "art" cinema and transcultural filmmaking practices, circular 
movements in the development of "Modern Postural Yoga," and the relationship between patterns of 
migration and modes of institutionalization. The goal of the course is to introduce students to diverse 
disciplinary perspectives enabling them to frame their own studies of transcultural phenomena and 
perspectives. 

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

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

(1) Introduction [1 week]
The Introduction to the course covers the aims, methods, requirements and overall organisation of the class, 
including self-introductions by the lecturers and first examples from the three study foci, "Society, Economy 
and Governance" (SEG), "Visual, Media and Material Culture" (VMC), and "Knowledge, Belief and 
Religion" (KBR).
(2) Foundations [3 weeks] - (lecturer: Bjorn-Ole KAMM)
The first three-week section of lectures discusses transculturality within the matrix of associated terms and 
metaphors, such as hybridity, as well as related-but-different perspectives, postcolonialism for example, 
followed by an introduction into transculturality as heuristic principle and its methodological consequences.
(3) Society, Economy and Governance [3 weeks] - (lecturer: ASATO Wako)
The following three weeks will deal with how cultural contact zones are institutionalized within social policy 
in the nation-state system, for example, through immigration policies, minority policies, social integration 
policies or citizenship, particularly in Asian countries. Recent Asian trends shift towards social integration 
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policy to overcome demographic challenges, showing a "new Asian transculturality" in the contemporary 
setting.
(4) Visual, Media and Material Culture [3 weeks] - (lecturer: Jennifer COATES)
This section addresses transculturality through the study of film, television and other forms of media. In the 
first two classes, we examine how Japanese cinema as a form of art, propaganda and entertainment has 
continuously struggled to consolidate its international roots with a stylistically pronounced "national" identity.
 In the third class, we consider how filmmaking and distribution practices in East Asia and the world have 
altered with the rise of the Internet and globalism.
(5) Knowledge, Belief and Religion [3 weeks] - (lecturer: Andrey KLEBANOV)
In the final section, we examine the various circular movements underlying the development of what came to 
be called "Modern Postural Yoga." In the first lecture, we investigate historical precursors of the relevant 
phenomena, explore influences of British and Scandinavian physical culture on the development of postural 
yoga in India in the second lecture, and consider the ways in which the latter was received (back) in Britain 
and globally in the final class of this section.
(6) Review and Feedback

The lecture class will be accompanied by a weekly discussion class ("tutorium," Code: 9825046), in which 
students discuss the content of the lectures and the readings, and clarify their understanding of transculturality.
 Participation in this class is not mandatory but highly recommended.

 [履修要件]
3rd year and above (3回生以上).

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

 [教科書]
使用しない

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

Introductory readings:
  Appadurai, Arjun. 2005 (1996). Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: 
University of Minnesota Press.
  Juneja, Monica and Christian Kravagna. 2013. “Understanding Transculturalism.” In Transcultural 
Modernisms, ed. Fahim Amir et.al. Berlin: Sternberg Press, 22-33.

  （関連ＵＲＬ）
https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/course/view.php?id=20(You will have to register with this site and use 
this enrolment key to take part in the course: cAt$20i7)
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 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class for 
this course. Regular homework for this lecture class (readings and short comprehension essays) as well as 
discussion in the tutorium (if taken) will play an important role in this course, so preparation and review out 
of the class requires at least about an hour.

（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material. 

Please contact Bjorn-Ole Kamm <kamm@cats.bun.kyoto-u.ac.jp> for any questions regarding this course 
syllabus.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目87

授業科目名
　<英訳>

Introduction to Transcultural Studies (tutorium)
Asian Studies (Seminars)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Introduction to Transcultural Studies (Discussion session)

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

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

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

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

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

(1) Introduction [1 week]
The Introduction to the course covers the aims, methods, requirements and overall organisation of the class, 
including guidelines for essay writing and brief overviews of the three study foci, "Society, Economy and 
Governance" (SEG), "Visual, Media and Material Culture" (VMC), and "Knowledge, Belief and Religion" 
(KBR).
(2) Foundations [3 weeks]
The first three-week section of readings complement the lecture by Bjorn-Ole KAMM and discusses 
transculturality within the matrix of associated terms and metaphors, such as hybridity, as well as related-but-
different perspectives, postcolonialism for example, followed by an introduction into transculturality as 
heuristic principle and its methodological consequences.
(3) Society, Economy and Governance [3 weeks]
The following three weeks will deal with how cultural contact zones are institutionalized within social policy 
in the nation-state system, for example, through immigration policies, minority policies, social integration 
policies or citizenship, particularly in Asian countries, as they are discussed by ASATO Wako in his lectures. 
Recent Asian trends shift towards social integration policy to overcome demographic challenges, showing a 
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"new Asian transculturality" in the contemporary setting.
(4) Visual, Media and Material Culture [3 weeks]
This section section focuses on transculturality in film, television and other forms of media, examining how 
Japanese cinema as a form of art, propaganda and entertainment has continuously struggled to consolidate its 
international roots with a stylistically pronounced "national" identity. In this third section, we consider 
furthermore how filmmaking and distribution practices in East Asia and the world have altered with the rise 
of the Internet and globalism. The readings complement the lectures by Jennifer COATES.
(5) Knowledge, Belief and Religion [3 weeks]
In the final section, readings will be discussed that relate to Andrey KLEBANOV's lectures on the concept of 
transculturality using "Modern Postural Yoga" as an example. In the first lecture, we investigate historical 
precursors of the relevant phenomena, explore influences of British and Scandinavian physical culture on the 
development of postural yoga in India in the second lecture, and consider the ways in which the latter was 
received (back) in Britain and globally in the final class of this section.
(6) Review and Feedback

 [履修要件]
3rd year and above (3回生以上).
Participation in the main lecture class (Code: 9822045) is mandatory.

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

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

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

  （関連ＵＲＬ）
https://www.cats.bun.kyoto-u.ac.jp/course/view.php?id=20(You will have to register with this site and use 
this enrolment key to take part in the course: cAt$20i7)

 [授業外学習（予習・復習）等]
The participants are expected to attend every class and spend a certain amount of time outside of this class for 
this course. Regular homework for the lecture class (readings and short comprehension essays) as well as 
discussion in this tutorium will play an important role in this course, so preparation and review out of the 
class requires at least about an hour.
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（その他（オフィスアワー等））
Consultation (office hours) by appointment. The course webpage will be available to download the course 
material.

Please contact Bjorn-Ole Kamm <kamm@cats.bun.kyoto-u.ac.jp> for any questions regarding this course 
syllabus.

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



学部共通科目88

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

題目  Japanese Traditional Drama (1): Zeami and Noh

 [授業の概要・目的]
This Book Reading and Discussion course explores various aspects of Japanese thoughts and culture by 
reading Japanese Classics in English translation, and discussing them in English. In the first academic term 
participants will discuss Zeami's (1363?-1443?) Kakyo and Noh-saku-sho (a.k.a. Sando), and some Noh plays 
(Shunkan, Ataka, and Sanemori). Noh is a form of Japanese traditional drama that has been established by 
Zeami and his father, Kan'ami, in the 14th century, and is now recognized as one of the most important 
elements of Japanese traditional culture. Zeami, who was a playwright and an actor at the same time, also 
wrote influential handbooks for understanding Noh plays, including Kakyo and Noh-saku-sho. The plays we 
discuss this term are all related to the themes from the Tales of Heike. 
The main purpose of this course is to provide occasions for communication between Japanese and 
international students, in a friendly atmosphere. By actively participating in discussions Japanese students 
will improve their English communication skills, and international students will deepen their understanding 
of Japanese culture. 
  

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

 [授業計画と内容]
The plan of the course is as follows: 
1. Introduction 
2. Reading Noh plays (1): Shunkan 
3. Watching a performance of Shunkan on DVD 
4. Zeami's Kakyo (1) [pp.97-103, in Hare's translation] 
5. Zeami's Kakyo (2) [pp.103-110] 
6. Zeami's Kakyo (3) [pp.110-117] 
7. Reading Noh plays (2): Ataka 
8. Watching a performance of Ataka on DVD 
9. Zeami's Kakyo (4) [pp.117-121] 
10. Zeami's Kakyo (5) [pp.122-126] 
11. Reading Noh plays (3): Sanemori 
12. Watching a performance of Sanemori on DVD 
13. Zeami's Noh-saku-sho (1) [pp.151-157] 
14. Zeami's Noh-saku-sho (2) [pp.158-163] 
Our discussion in each session will concentrate on a particular text given above. A reading session of a Noh 
play will be followed by a watching session: participants will watch an actual perfomance on screen and 
discuss it too.
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 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a very short essay about Noh (500-1,000 words). 
Students' grades will be weighed according to the following scheme: 
Attendance 60% 
Active participation in discussion 20% 
Course Essay 20%

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

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

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

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

（その他（オフィスアワー等））
日本人学生と留学生にディスカッションの機会を提供することを目的とする授業です。日本人学生
は、テクストの原文を読めるというアドバンテージを活かして議論に参加して欲しいと考えていま
す。流暢に話せる必要はありませんし、電子辞書を持ち込んで調べながら話をすることも可能です。
単語をつなげるだけでも割と通じます。ただし、授業時間を有意義に過ごすために、しっかりと準
備して積極的に参加しようとする姿勢が必要です。

※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。



学部共通科目89

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 早瀬　篤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

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

 [授業の概要・目的]
This Book Reading and Discussion course explores various aspects of Japanese thoughts and culture by 
reading Japanese Classics in English translation, and discussing them in English. In the second academic term 
participants will discuss Yoshitsune Senbon-zakura, one of the three most important Ningyo-Joruri or Kabuki 
plays. Ningyo-Joruri, or puppet drama, and Kabuki, or dance-drama, developed into popular entertainment in 
the 17th century; they sometimes share a playscript, as is the case with Yoshitsune Senbon-zakura. The play 
is based on the Tale of Heike, which depicts the development of the Genpei War (1180-85). 
The main purpose of this course is to provide occasions for communication between Japanese and 
international students, in a friendly atmosphere. By actively participating in discussions Japanese students 
will improve their English communication skills, and international students will deepen their understanding 
of Japanese culture. 

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

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

 [履修要件]
特になし
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 [成績評価の方法・観点及び達成度]
At the end of the term students will be asked to write a very short essay about Yoshitsune Senbon-zakura 
(500-1,000 words). Students’ grades will be weighed according to the following scheme: 
Attendance 60% 
Active participation in discussion 20% 
Course Essay 20%

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

 [参考書等]
  （参考書）
大阪市立大学文学研究科 『上方文化講座・義経千本桜』（2013, 和泉書院）

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

（その他（オフィスアワー等））
日本人学生と留学生にディスカッションの機会を提供することを目的とする授業です。日本人学生
は、テクストの原文を読めるというアドバンテージを活かして議論に参加して欲しいと考えていま
す。流暢に話せる必要はありませんし、電子辞書を持ち込んで調べながら話をすることも可能です。
単語をつなげるだけでも割と通じます。ただし、授業時間を有意義に過ごすために、しっかりと準
備して積極的に参加しようとする姿勢が必要です。

※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。



学部共通科目90

授業科目名
　<英訳>

Advanced English Skills for Humatinies Research
Asian Studies (Seminars)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   英語 

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

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

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

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

 [履修要件]
Advanced English skills (TOEIC 700+).

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

 [教科書]
使用しない
Reading materials will be provided as PDF files.
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 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
Students will have to read the assigned papers, book chapters, etc, before they are scheduled for class 
discussion. They are expected to prepare their presentations and essays on their own; assistance with the 
selection of topics will be offered when necessary.

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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