
科目コード 連番 専修・科目 講義形態

7102 001 系共通科目(心理学) 講義Ｉ 2-4 2 4 通年 月3 藤田・板倉・Anderson・蘆田・矢
追・熊田・阿部・黒島

行動・環境文化学系1

7106 002 系共通科目(心理学) 講義IIb   　 3-4 2 2 前期 月2 藤田　和生 行動・環境文化学系2

7108 003 系共通科目(心理学) 講義IId　 3-4 2 2 前期 火2 板倉　昭二 行動・環境文化学系3

7109 004 系共通科目(心理学) 講義IIe　 3-4 2 2 後期 火2 蘆田　宏 行動・環境文化学系4

7110 005 系共通科目(心理学) 講義Ka 2-4 2 2 前期 木1 齊藤・楠見・野村・野崎 行動・環境文化学系5

7111 006 系共通科目(心理学) 講義Kb 2-4 2 2 前期 水2 郷式　徹 行動・環境文化学系6

7112 007 系共通科目(心理学) 講義Kc 2-4 2 2 後期 水2 齊藤　智 行動・環境文化学系7

7202 001 系共通科目(言語学) 講義Ｉ 1-4 2 2 前期 水4 吉田和・吉田豊・定延・千田 行動・環境文化学系8

7204 002 系共通科目(言語学) 講義Ｉ 1-4 2 2 後期 水4 吉田和・吉田豊・定延・千田 行動・環境文化学系9

7206 003 系共通科目(言語学) 講義II 1-4 2 2 前期 月3 吉田和・吉田豊・定延・千田 行動・環境文化学系10

7208 004 系共通科目(言語学) 講義II 1-4 2 2 後期 月3 吉田和・吉田豊・定延・千田 行動・環境文化学系11

7302 001 系共通科目(社会学) 講義 2-4 2 2 前期 水2 田中　紀行 行動・環境文化学系12

7304 002 系共通科目(社会学) 講義 2-4 2 2 後期 水2 太郎丸　博 行動・環境文化学系13

7401 001 系共通科目(地理学) 講義 2-4 2 4 通年 火4 石川　義孝・水野　一晴 行動・環境文化学系14

7170 008 心理学研究法（基礎講義）入門 講義 1-4 2 2 前期 金4 齋木・月浦・船曳・板倉・藤田・畑中 行動・環境文化学系15

7171 009 心理学研究法（基礎講義）発展 講義 1-4 2 2 後期 金4 柳澤・永田・板倉・蘆田・矢追・内田・上田 行動・環境文化学系16

7131 010 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 松下　姫歌 行動・環境文化学系17

7131 011 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 岡野　憲一郎 行動・環境文化学系18

7131 012 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 Gert van Tonder 行動・環境文化学系19

7131 013 心理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 諸隈　誠一 行動・環境文化学系20

7131 014 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 阿部　修士 行動・環境文化学系21

7131 015 心理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 権藤　恭之 行動・環境文化学系22

7131 016 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水2 齋木　潤 行動・環境文化学系23

7131 017 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水2 齋木　潤 行動・環境文化学系24

7131 018 心理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月1 月浦　崇 行動・環境文化学系25

7131 019 心理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月1 月浦　崇 行動・環境文化学系26

7140 020 心理学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 月4 藤田・板倉・黒島 行動・環境文化学系27

7140 021 心理学 演習II 4-4 2 4 通年 月4 蘆田　宏・矢追　健 行動・環境文化学系28

7151 022 心理学 講読 3-4 2 2 前期 木3 池田　彩夏 行動・環境文化学系29

7151 023 心理学 講読 3-4 2 2 後期 木3 山本　寛樹 行動・環境文化学系30

7161 024 心理学 実習IA 2-4 4 2 前期 火4.火5 藤田・板倉・蘆田・黒島・矢追 行動・環境文化学系31

7161 025 心理学 実習IB 2-4 4 2 後期 火4.火5 藤田・板倉・蘆田・黒島・矢追 行動・環境文化学系32

7162 026 心理学 実習II 2-4 2 2 通年 金3 堀　裕亮 行動・環境文化学系33

7164 027 心理学 実習III 3-4 2 2 通年 木2 藤田・板倉・蘆田・黒島・矢追 行動・環境文化学系34

7231 005 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 吉田　和彦 行動・環境文化学系35

7231 006 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 吉田　和彦 行動・環境文化学系36

7231 007 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火5 吉田　豊 行動・環境文化学系37

7231 008 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火5 吉田　豊 行動・環境文化学系38

7231 009 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 定延　利之 行動・環境文化学系39

7231 010 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 定延　利之 行動・環境文化学系40

7231 011 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 CATT， Adam Alvah 行動・環境文化学系41

7231 012 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 CATT， Adam Alvah 行動・環境文化学系42

7231 013 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水3 齋藤　治之 行動・環境文化学系43

7231 014 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 齋藤　治之 行動・環境文化学系44

7231 015 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水4 谷口　一美 行動・環境文化学系45

7231 016 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水4 谷口　一美 行動・環境文化学系46
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7231 018 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木3 武内　康則 行動・環境文化学系47

7231 019 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木3 西本　希呼 行動・環境文化学系48

7231 020 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火4 上田　功 行動・環境文化学系49

7231 021 言語学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水3 宮本　陽一 行動・環境文化学系50

7231 017 言語学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 西村　義樹 行動・環境文化学系51

7231 029 言語学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水5 稲垣　和也 行動・環境文化学系52

7246 022 言語学 基礎演習 2-4 2 2 前期 水2 定延　利之 行動・環境文化学系53

7246 023 言語学 基礎演習 2-4 2 2 後期 水2 山本　武史 行動・環境文化学系54

7241 024 言語学 演習 3-4 2 2 前期 月4 千田　俊太郎 行動・環境文化学系55

7241 025 言語学 演習 3-4 2 2 後期 月4 千田　俊太郎 行動・環境文化学系56

7241 026 言語学 演習 3-4 2 2 後期 木2 笹間　史子 行動・環境文化学系57

7241 027 言語学 演習 1-4 2 2 前期 木2 パリハワダナ　ルチラ
日本語教育セミ
ナー

行動・環境文化学系58

9612 142 言語学 語学 2-4 2 2 前期 火3 河崎　靖 学部共通科目 行動・環境文化学系59

9613 143 言語学 語学 2-4 2 2 後期 火3 河崎　靖 学部共通科目 行動・環境文化学系60

9620 108 言語学 語学 3-4 2 4 通年 木1.金1 森　若葉 学部共通科目 行動・環境文化学系61

9624 109 言語学 語学 2-4 2 2 前期 火3 井戸根　綾子 学部共通科目 行動・環境文化学系62

9625 110 言語学 語学 2-4 2 2 後期 火3 井戸根　綾子 学部共通科目 行動・環境文化学系63

9657 144 言語学 語学 2-4 2 2 前期 木4 植田　尚樹 学部共通科目 行動・環境文化学系64

9658 145 言語学 語学 2-4 2 2 後期 木4 植田　尚樹 学部共通科目 行動・環境文化学系65

7245 028 言語学 卒論演習 4-4 2 2 後期 水5 吉田和・吉田豊・定延・千田・CATT 行動・環境文化学系66

7331 003 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 月4 田中　紀行 行動・環境文化学系67

7331 004 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 月2 落合　恵美子 行動・環境文化学系68

7331 005 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 秋津　元輝 行動・環境文化学系69

7331 006 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 岩井　八郎 行動・環境文化学系70

7331 007 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金3 岩井　八郎 行動・環境文化学系71

7331 008 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系72

7331 009 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系73

7331 010 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水1 小山　哲 仏書講読 行動・環境文化学系74

7331 011 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 水1 小川　佐和子 仏書講読 行動・環境文化学系75

7331 012 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月1 佐藤　卓己 行動・環境文化学系76

7331 013 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金3 吉田　純 行動・環境文化学系77

7331 014 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 火3 安里　和晃 学部共通科目 行動・環境文化学系78

7331 015 社会学 特殊講義 1-4 2 2 前期 火2 Stephane Heim 学部共通科目 行動・環境文化学系79

7331 016 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 月4 安里　和晃・落合　恵美子 学部共通科目 行動・環境文化学系80

7331 017 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 火4 安里　和晃 学部共通科目 行動・環境文化学系81

7331 018 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 火2 加藤　源太 行動・環境文化学系82

7331 019 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 木2 森川　裕貫 中書講読 行動・環境文化学系83

7331 020 社会学 特殊講義 3-4 2 2 後期 木2 森川　裕貫 中書講読 行動・環境文化学系84

7331 024 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 月4 阿部　利洋 行動・環境文化学系85

7331 025 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 月3 守　如子 行動・環境文化学系86

7331 026 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 木5 岸　政彦 行動・環境文化学系87

7331 027 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 月4 伊達　平和 行動・環境文化学系88

7331 028 社会学 特殊講義 2-4 30 2 後期 集中 石原　俊 行動・環境文化学系89

7331 029 社会学 特殊講義 3-4 隔週4 2 前期 木3.木4 埴淵　知哉 行動・環境文化学系90

7331 030 社会学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 岡邊　健 行動・環境文化学系91

7331 032 社会学 特殊講義 2-4 2 2 前期 金4 落合　恵美子 行動・環境文化学系92

7331 033 社会学 特殊講義 2-4 2 2 後期 火2 安里　和晃 行動・環境文化学系93
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7330 022 社会学 特殊講義 2-4 2 4 通年 金3 荻野　昌弘 行動・環境文化学系94

7330 023 社会学 特殊講義 2-4 2 4 通年 水5 竹沢　泰子 行動・環境文化学系95

7340 034 社会学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 水3 田中　紀行 行動・環境文化学系96

7343 035 社会学 演習II 2-4 2 2 後期 金4 落合　恵美子 行動・環境文化学系97

7353 035 社会学 講読 3-4 2 2 前期 木2 松田　素二 英書講読 行動・環境文化学系98

7353 036 社会学 講読 3-4 2 2 後期 木2 太郎丸　博 英書講読 行動・環境文化学系99

7361 037 社会学 実習 3-4 2 2 通年 月3 松田　素二 行動・環境文化学系100

7361 038 社会学 実習 3-4 2 2 通年 水4 太郎丸　博 行動・環境文化学系101

7345 039 社会学 卒論演習 4-4 2 4 通年 金3 松田・落合・田中・太郎丸・Heim・安里 行動・環境文化学系102

7430 002 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 水2 石川　義孝 行動・環境文化学系103

7430 003 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 月1 杉浦　和子 行動・環境文化学系104

7431 004 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火2 米家　泰作 行動・環境文化学系105

7431 005 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火2 米家　泰作 行動・環境文化学系106

7430 006 地理学 特殊講義 3-4 2 4 通年 金2 水野　一晴 行動・環境文化学系107

7431 007 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 水3 小方　登 行動・環境文化学系108

7431 008 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 火3 小島　泰雄 行動・環境文化学系109

7431 009 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 火3 小島　泰雄 行動・環境文化学系110

7431 010 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金2 山村　亜希 行動・環境文化学系111

7431 011 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金2 山村　亜希 行動・環境文化学系112

7431 012 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 松四　雄騎
教職科目「自然
地理学」

行動・環境文化学系113

7431 013 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 中澤　高志 行動・環境文化学系114

7431 015 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 金4 佐野　静代 行動・環境文化学系115

7431 016 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 金4 佐野　静代 行動・環境文化学系116

7431 017 地理学 特殊講義 3-4 30 2 前期 集中 星田　侑久 行動・環境文化学系117

7431 018 地理学 特殊講義 3-4 2 2 前期 月2 三木　理史 行動・環境文化学系118

7431 019 地理学 特殊講義 3-4 2 2 後期 月2 三木　理史 行動・環境文化学系119

7431 020 地理学 特殊講義 3-4 隔週4 2 前期 木3.木4 埴淵　知哉 行動・環境文化学系120

7441 021 地理学 演習 3-4 2 2 前期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系121

7441 022 地理学 演習 3-4 2 2 後期 金5 上杉　和央 行動・環境文化学系122

7440 023 地理学 演習Ｉ 3-4 2 4 通年 水3 杉浦・石川・水野・米家 行動・環境文化学系123

7442 024 地理学 演習II 4-4 2 4 通年 水4 杉浦・石川・水野・米家 行動・環境文化学系124

7450 025 地理学 講読 2-4 2 4 通年 火3 石川　義孝 英語地理書講読 行動・環境文化学系125

7451 026 地理学 講読 3-4 2 4 通年 木1 杉浦　和子 独書講読 行動・環境文化学系126

7456 027 地理学 講読 3-4 2 2 前期 水1 小山　哲 仏書講読 行動・環境文化学系127

7456 028 地理学 講読 3-4 2 2 後期 水1 小川　佐和子 仏書講読 行動・環境文化学系128

7457 029 地理学 講読 3-4 2 2 前期 木2 森川　裕貫 中書講読 行動・環境文化学系129

7457 030 地理学 講読 3-4 2 2 後期 木2 森川　裕貫 中書講読 行動・環境文化学系130

7460 031 地理学 実習 2-4 4 4 通年 月3.月4 杉浦・石川・水野・米家 行動・環境文化学系131



行動・環境文化学系1

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(心理学)(講義Ｉ)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  実験心理学概論

 [授業の概要・目的]
実験心理学の概論。行動の科学としての心理学の目的、問題、手法、考え方などを学ぶとともに、
最新の成果を知る。

 [到達目標]
実験心理学の多様な領域における内容、考え方を幅広く理解する。

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

第1回　実験心理学とは何か　（全員） 
第2回～第6回　脳・神経、感覚・知覚　（蘆田）
第7回～第8回　社会的認知と意思決定　（阿部）
第9回～第10回　注意、実行機能とそれらの応用　（熊田）
第11回～第14回　学習、言語、思考　（藤田）
第15回　　　　　フィードバック
第16回～第20回　発達、情動　（板倉）
第21回～第23回　愛着、非言語コミュニケーション、自己認識（アンダーソン）
第24回～第26回　社会的知性、動機づけ（黒島）
第27回～第29回　記憶 （矢追）
第30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]
定期試験（筆記）による

 [教科書]
使用しない

系共通科目(心理学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Ｉ)(2)

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系2

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 藤田　和生

 

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2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  知性と感情の系統発生論

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

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

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

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義IIb)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IIb)(2)

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

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系3

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 板倉　昭二

 

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2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会的認知発生論

 [授業の概要・目的]
社会性の発達は、社会生活を営む上で、極めて重要なことである。本講義では、人の発達を一生涯
の時間軸に伴う変化と捉え、特に社会的認知、すなわち、自己認知、他者認知、自他の関係、他ー
他の関係の理解の発達に焦点を当てる．心の理論の成立のメカニズムや意図理解のメカニズム、ま
た社会性の発達を推進するメカニズムやプロセスを理解することを狙いとする。

 [到達目標]
乳幼児期から老年期まで、人の一生を通した社会性の発達に関するプロセスやメカニズムを説明で
きるようになる。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし、講義の進捗状況によっては、順序を変え
ることもある。
１　発達科学とは何か
２　発達科学の方法
３　社会性とは何か
４　遺伝と環境
５　胎児の発達
６　新生児の能力
７　乳児期から児童期への発達
８　青年期
９　成人期
１０　老年期
１１　生涯発達
１２　社会脳について
１３　最新トピックの紹介
１４　社会性の発達に関するまとめ（１）
１５　社会性の発達に関するまとめ（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（８０点）および最後の授業時間内に課題を課す（２０点）

系共通科目(心理学)(講義IId)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IId)(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]
授業中に別途指示する。読んでおくべき論文や文献等紹介する。

（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。



行動・環境文化学系4

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 蘆田　宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学講義IIe：知覚心理学 

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

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

 [授業計画と内容]
次に挙げるトピックについて各１，２週ずつ講義を行う． 
・錯視と恒常性 
・色覚 
・明るさの知覚 
・運動視 
・立体視 
・顔の知覚 
・眼球運動 
・聴覚 
・味覚と嗅覚 
・多感覚相互作用 
・時間知覚と注意 
・美の知覚 
なお，順序，内容は変更する可能性がある．

 [履修要件]
特になし

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

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

系共通科目(心理学)(講義IIe)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IIe)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系5

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 教育学研究科 齊藤　智
教授 教育学研究科 楠見　孝
准教授 教育学研究科 野村　理朗
特定講師 教育学研究科 野崎　優樹

 

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1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知デザイン特論

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

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

 [授業計画と内容]
1. ブレイン・サイエンス：脳のデザイン
2. 社会情緒的能力のデザイン
3. 行動の制約
4. 視覚情報のデザイン
5. 記憶の制約
6. 思考と意思決定の制約
7. 動機づけのデザイン
8. 遺伝子の機能：行動のデザイン
9. エラーのデザイン
10.感情制御のデザイン
11.生育環境のデザイン
12.言語芸術のデザイン
13.メディア・学習環境のデザイン
14.まとめ／評価
15.フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義Ka)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Ka)(2)

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

 [教科書]
使用しない

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

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

（その他（オフィスアワー等））
授業責任者連絡先　E-mailアドレス saito.satoru.2z@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系6

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 龍谷大学文学部　教授 郷式　徹

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  発達心理学概論

 [授業の概要・目的]
この講義の目的はヒトの発達が、社会・心理・身体の相互作用によって構成・展開していくことを
理解することです。授業内容は発達心理学の概論となっており、人間の発達について、誕生から青
年期までを概観していきます。あわせて、発達障害についてもみていきます。

 [到達目標]
1. ヒトの知能や社会性について、発達心理学の観点から理解することができるようになる
2. ヒトの発達について、社会・心理・身体の相互作用として考えることができるようになる

 [授業計画と内容]
1 発達と教育：遺伝と環境
2 発達段階と発達課題
3 発達の生物学的基礎
4 胎児期
5 乳児期の発達
6 ことばの始まり
7 幼児期の発達
8 社会性の発達
9　道徳性の発達
10　青年期とアイデンティティ 
11　青年期と社会 
12　発達障害の概要
13　発達障害とその対応 
14　発達と進化：種としての発達 
15  期末試験／フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義Kb)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Kb)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（小テストを毎授業時に行う）５０％、期末テスト５０％
　授業時に毎回前回の授業内容に関する小テストを行い、これを平常点評価とします。

 [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]
予習すべきこと 
　予告された内容について発達心理学の概論書の該当箇所（章）を読んでおく
復習すべきこと 
　授業内容について、小テストの対策を行う

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



行動・環境文化学系7

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 齊藤　智

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  教育心理学概論II

 [授業の概要・目的]
教育心理学における重要概念である「学習」と「記憶」について、特にその基本的な研究パラダイ
ムを紹介する。各パラダイムを、問題設定、具体的な研究、そこから得られた結果の評価という観
点から論じることで、教育心理学分野において行われる研究の意味を考える。

 [到達目標]
学習・記憶研究において用いられる基本的な研究パラダイムを、関連する理論的展開とともに理解
する。

 [授業計画と内容]
以下の項目について講述する。各項目は、1～4週の授業時間において紹介されるが、それぞれは、
具体的な研究パラダイムとの関連で理解されるべきものである。そのため、基本的には、各種の研
究パラダイムを毎回のテーマとして設定し、授業を進めていく。

１．教育心理学における学習・記憶研究の役割【1週】
２．学習と記憶の基礎、記憶システムの構造【3～4週】
　妨害パラダイム、符号化パラダイム
３．学習結果の評価【3～4週】
　検索パラダイム、忘却パラダイム
４．認知活動における記憶の機能【3～4週】
　作動記憶パラダイム、意味記憶パラダイム
５．記憶機能の発達と障害【2～3週】
　作動記憶パラダイム、意味記憶パラダイム
６．学習・記憶研究の展開【1週】

 [履修要件]
心理学の入門的な授業を履修していることを前提に授業を進める。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価は、小テスト（40点）と学期末試験（60点）の結果に基づいて行う。
学習・記憶研究において用いられる基本的な研究パラダイムを、関連する理論的展開を含め、どの
程度理解できているかが成績評価の基準となる。

系共通科目(心理学)(講義Kc)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Kc)(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]
各回で紹介された研究パラダイムについて、十分な復習をしておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
前期の「教育心理学概論Ⅰ」とあわせて，教育心理学の主要なトピックスをカバーするが，相互に
独立して受講可能である。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 吉田　和彦
教授 文学研究科 吉田　豊
教授 文学研究科 定延　利之
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

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4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

１．導入１
２．導入２
３．音声学
４．音韻論１
５．音韻論２
６．音韻論３
７．音韻論４
８．形態論１
９．形態論２
10. 歴史比較言語学１
11. 歴史比較言語学２
12. 歴史比較言語学３
13. 歴史比較言語学４
14．まとめ
15. 試験

 [履修要件]
特になし

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 吉田　和彦
教授 文学研究科 吉田　豊
教授 文学研究科 定延　利之
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

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  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学概論II　－－統語論，談話文法，意味論を中心に

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

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

 [授業計画と内容]
言葉を通して人間理解にいたる道程は実に多様である。この授業では現代言語学の主要領域をカバ
ーし，具体的で興味深い事例をあげながら解説する。中心的なトピックとして，統語論，談話文法，
意味論を対象にする。
1. 構造主義の統語論
2. 生成言語学の統語論
3. 認知言語学の統語論
4. 機能主義言語学の統語論
5. 談話文法（節を越える文法）
6．意味論1
7. 意味論2
8. 談話文法（文を越える文法）
9. 語用論
10.　文字論
11.　言語類型論　　　　　　　　　
12.　社会言語学　　　
13.　TBA
14.　まとめ
15.　試験

 [履修要件]
前期の言語学講義Iを履修していることが望ましい。

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 吉田　和彦
教授 文学研究科 吉田　豊
教授 文学研究科 定延　利之
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学の歴史：20世紀前半まで

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

 [到達目標]
過去2000年以上にわたる言語研究の流れの概要が把握され，現在使われている言語学の述語や概念
の成立の事情が理解できるようになる．

 [授業計画と内容]
人間と言語の関わりや言語ついての一般的なイメージについて紹介し，言語学という研究分野につ
いての説明した後に，以下のようなテーマについて順次概説していく．
１．文字の成立など言語学以前の言語研究　(第一週、二週）
２．古代の言語研究（ヨーロッパ，インド，中国）（第三週、第四週）
３．19世紀：比較言語学　（第五週～八週）
４．19世紀：言語地理学と音声学　（第九週、第十週）
５．20世紀前半：構造主義と記述言語学　（第十一週～十四週）
６．第十五週　試験

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する．

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

（その他（オフィスアワー等））
授業の後に相談を受け付ける．それ以外でも，メールなどで事前に時間を決めて面会する．

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 吉田　和彦
教授 文学研究科 吉田　豊
教授 文学研究科 定延　利之
准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

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  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  20世紀後半からの言語学の歴史

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

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

 [授業計画と内容]
20世紀後半以降、言語研究に大きな影響を及ぼした個人・組織を取り上げ、その成果について解説
する。解説は、時代別ではなく、以下の分野別に行ってゆく。

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

 [履修要件]
前期の言語学講義2を履修していることが望ましい。

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

 [教科書]
プリント配布

系共通科目(言語学)(講義II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

系共通科目(社会学)（講義）
 

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学理論概説

 [授業の概要・目的]
　社会学の主要な理論的伝統を歴史的・体系的観点から概観した上で、現代の社会学理論の状況に
ついて解説する。古典社会学の歴史を概説した後、機能主義的伝統、コンフリクト理論的伝統、ミ
クロ相互作用論的伝統、功利主義的伝統を順次取り上げ、さらにそれらを総合した現代社会学理論
の代表的なものについて解説する。

 [到達目標]
　社会学の主要なアプローチの特徴を学習することを通して社会学的分析の基本的な視点と方法に
ついて理解することを目標とする。

 [授業計画と内容]
　基本的に以下の順で講義を進める。ただし講義の進み具合によって各テーマの回数は変動する可
能性がある。 
第1回　オリエンテーション 
第2回　古典社会学の流れ 
第3～5回　機能主義的伝統 
第6～7回　コンフリクト理論的伝統 
第8～9回　ミクロ相互作用論的伝統 
第10～11回　功利主義的伝統 
第12～14回　現代社会学の主要動向 
第15回　筆記試験
第16回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　特になし。ただし、関心がある人は授業中に紹介する社会学者の著作を自分で読んでほしい。

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

系共通科目(社会学)（講義）
 

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学各論

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

 [到達目標]
具体的な事例に関して、社会学の概念を使って記述や説明ができるようになる。

 [授業計画と内容]
各回の授業は以下のようなトピックを取り扱う予定である。ただし、テキストの検討会の日を3回
もうける。

1 現代社会論の課題
2 社会変動論
3 福祉レジーム
4 階級と不平等
5 家族・ジェンダー
6 第一テキスト検討会
7 労働
8 教育
9 階級文化
10 科学と社会
11 第二テキスト検討会
12 信頼と社会関係資本
13 社会的ジレンマ
14 第三テキスト検討会
15 期末試験
16 フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(社会学)（講義）(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(社会学)（講義）(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点 20%、 第一レポート 40%、第二レポート 40%。
レポートはテキストの内容を正しく理解しているかどうか、適切な事例を選べているか、独創的な
視点から議論がなされているか、社会学的な方法を正しく理解しているかどうか、理路整然とわか
りやすく指定された形式に従って書かれているか、といった観点から評価する。

 [教科書]
筒井 淳也 『仕事と家族: 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』（中公新書）ISBN:978-
4121023223
竹内 洋 『教養主義の没落: 変わりゆくエリート学生文化』（中公新書）ISBN:978-4121017048
山岸 俊男 『安心社会から信頼社会へ: 日本型システムの行方』（中公新書）ISBN:978-4121014795

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

系共通科目(地理学)(講義)
Geography (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 水野　一晴

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目  地理学概説

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

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

 [授業計画と内容]
　以下のようなテーマで，それぞれ１～４週の授業をする予定である。
前期（水野担当）
１．地形と環境変遷, ２．気候と水文環境, ３．植生と土壌, ４．自然環境と生態, ５．環境と人間生
活

後期（石川担当）
６．農業立地論，７．工業立地論，８．中心地論，９．都市システム，10．都市内部構造モデル

 [履修要件]
高校地理の履修の程度は問わない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後期，それぞれにおいて，平常点（出席）と試験で成績評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に必要ない

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

心理学研究法入門
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学研究法入門

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

心理学研究法入門(2)へ続く↓↓↓



心理学研究法入門(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

心理学研究法発展
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

特定助教 こころの未来研究センター 柳澤　邦昭
教授 人間・環境学研究科 永田　素彦
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
助教 文学研究科 矢追　健
准教授 こころの未来研究センター 内田　由紀子
特定助教 こころの未来研究センター 上田　祥行

 

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  講義

使用
言語   日本語 

題目   心理学研究法発展

 [授業の概要・目的]
心理学の研究に必要な基本的な研究法を、実習を通して学ぶ。あわせて基礎的な推測統計の技法を
学ぶ。 

 [到達目標]
心理学の研究法として、質的研究法、社会心理実験、質問紙法、知覚実験のデータ収集法、分析法
を習得する。推測統計の基礎を理解する。 

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション　板倉（文） 
第2－4回　フィールド研究（質的研究法）　柳澤（こころ） 
第5－7回　社会心理実験（social interactionなど）　永田（総人） 
第8－10回　質問紙法　内田・上田（こころ） 
第11－13回　知覚実験　蘆田・矢追（文） 
第14回　まとめ 

各単元の中で実際にデータを収集し、基礎的な分析を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各単元ごとのレポート

 [教科書]
使用しない

心理学研究法発展(2)へ続く↓↓↓



心理学研究法発展(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]
データ入力や分析は授業外に行うことになる。また、各単元で用いる分析手法について、十分予習
・復習をすること。  

（その他（オフィスアワー等））
履修要件は設けませんが、内容的には心理学研究法入門の履修が前提となるので、なるべく前期に
履修してください。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 松下　姫歌

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  臨床心理学概論Ｉ

 [授業の概要・目的]
　心理療法とは何か，治癒や成長とは何か，という本質的問題を根底において，心理療法の基礎理
論である臨床心理学について概説する。
　臨床心理学の歴史的背景と代表的な３大潮流について概観し，それらの共通点と相違点を踏まえ
た上で，主として，ユングの分析心理学を中心に，その理論と実践のエッセンス，具体的な問題理
解の視点，研究・探究の視点について論じるとともに，他学派の心理療法の理論や関連領域の理論
との共通点や相違点についてもとりあげて論じる。
　これらを通じ，分析心理学的アプローチの基本となる点を理解すること，および，分析心理学の
理論をクリティカルに敷衍することで，心における普遍的問題と現代的問題とそのアプローチにつ
いて考え，理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
1) 臨床心理学の歴史的背景および代表的なアプローチの共通点と相違点を理解する。
2) ユングの分析心理学における基本理論を理解する。
3) 基本理論に基づいて実際の具体的問題を理解する。
4) 基本理論のエッセンスを見直すことで，新たな理解の視点を検討し，実際の具体的問題の理解を
深める。
5) ユングの分析心理学を理解し，他学派等の理論との共通点・相違点を検討することを通じて，心
理療法と臨床心理学の本質的理解を深める。 

 [授業計画と内容]
1) オリエンテーション
2) 臨床心理学とは
3-4) 臨床心理学と心理療法　:　3大潮流をめぐって
5) ユングにおける心とイメージ
6-8) ユングにおける心の危機論
9-12) 心の危機論の敷衍　:　主体の問題
13-14) ユングのイメージ論と心理療法の本質
15) まとめ　
但し，学習の理解度に応じて，内容が変更される場合がある

 [履修要件]
特になし

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席を前提とし，１．毎回の授業後に提出する小レポートと２．年度末(授業の最終回頃)に行う筆
記試験をもとに，上記の到達目標の観点から総合的に評価する。

 [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]
予習
1)　臨床心理学や分析心理学に関連する書籍等をこれを機会に読んでみる。
2)　臨床心理学は心の生き死にに関わる学問であり，心が体験するありとあらゆることが関係する。

普段は，一見，臨床心理学とは関係しないと思っていなかったこと，むしろ正反対の領域と見られ
ているようなことでも，少し関連付けてみる発想や問題意識をもって，さまざまなことを自分なり
に調べてみたり，体験してみたりしてみる。

復習
1)　授業内容をおさらいして，理解度を確認する。
2)　授業を通じて得た知識や疑問等をきっかけに，さらに詳しく調べてみる。
3)　他の知識等ともすり合わせて，自分なりの理解を組み立てたり，パースペクティヴを広げ深め
てみたり，という知的作業をくりひろげてみる。
※直接の質問を受け付ける他，毎回の小レポートで考えたことや疑問等も受け付け，必要に応じて
フィードバックするといった形で，対話的に授業をすすめる方針。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーへの申し込み方法に関しては、便覧を参照。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岡野　憲一郎

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
　心理療法とは何か，治癒や成長とは何か，という本質的問題を精神医学的な立場から論じる。 
　具体的には精神医学的な疾患の代表的なものを選び、その症候学を通して心理臨床をより医学的
な視点からとらえられるようにすることを目的とする。 
 

 [到達目標]
臨床で出会うクライエントの示す様々な悩みや苦痛、問題についてそれを精神医学的な症状として
とらえる視点を養う。この授業を通して、少なくとも「このクライエントは鬱症状を呈しているの
ではないか」、という問いかけを常に持ち、またそのアセスメントが事実上可能な程度までの知識
を養う。

 [授業計画と内容]
1) オリエンテーション 
2) 精神医学とは 
3-4)うつ病の症候学 
5) 神経症（PTSD、パニック障害、強迫性障害など）の症候学 
6-8)　パーソナリティ障害の症候学 
9-12) 統合失調症の症候学 
13-14) 摂食障害、解離性障害の症候学 
15) まとめ　 

但し，学習の理解度に応じて，内容が変更される場合がある

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況と授業への参加の態度に鑑みて成績を付ける。評価は、教育学部の規定する評価基準に従
う。

 [教科書]
使用しない

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 Gert van Tonder

 

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 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  Visual Perception and Aesthetics   

 [授業の概要・目的]
The course will review the history and different theories currently predominant in the scientific study of 
visual aesthetics. Course material will also provide an introduction to the visual effects used by artists and 
designers to enhance the perception of shape and space. The course heavily draws on visual effects observed 
in Japanese garden design, hence the course is also ideally suited to expand student’s awareness of their 
surroundings in Kyoto.

 [到達目標]
Students will understand why scientists are interested in the analysis of aesthetics. Students will expand their 
ability to express opinions on this topic, and equip them with sufficient insight to decide if this is a relevant 
topic for their future research. Class material and practical sessions are intended to make students more 
sensitive to the experiential consequences between aesthetics and perception.

 [授業計画と内容]
This course presents students with a wide overview of the predominant advances in the scientific study of 
visual aesthetics. The course will briefly review historical developments in thinking about visual aesthetics, 
from Aristotle, Fechner,proponents of the Gestalt School of Psychology, evolutionary origins of aesthetic 
perception, and others.
Some of the main current interpretations of the relevance of aesthetics in perception will be reviewed, namely 
empathy theory, neural fluency, natural scene statistics, adaptations to fractal patterning, behavioral 
preference, and so forth. The course may include two practical sessions - one will be a classical Japanese 
painting (日本画)　workshop, the other will be a classical Japanese garden design workshop.

 1. Introduction and course orientation
 2. Perceptual structure of a classical Japanese dry rock garden
 3. Gestalt approach to visual perception and aesthetics. 
 4. Basic mechanisms of vision and aesthetic effects I
 5. Basic mechanisms of vision and aesthetic effects II
 6. General categories and examples of aesthetic effects: Supra-stimulus
 7. General categories and examples of aesthetic effects: Super-stimulus
 8. Depth effects and aesthetics in visual perception.
 9. Fractals and aesthetics
10. Aesthetics as an artistic response to natural image statistics
11. Visual analysis of Op Art 
12. Perceptual fluency theory; empathy theory; Neuroaesthetics: Zeki, Ramachandran, Biedermann, 
Livingstone, Chatterjee.
13. Aesthetics as behavioural preference; Evolutionary perspective on aesthetics; Aesthetics and reward.
 14. Koffka’s humanistic theory of the
 psychology of art.

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 15. Final class discussion.

 A. Practicum 1: Techniques and materials in classical Japanese painting
 (日本画).
 B. Practicum 2: Visual design effects in classical Japanese garden
 construction.

 [履修要件]
Attendance of practical sessions is not compulsory, but highly recommended. It should expand understanding 
of practical complexity in using visual artistic effects.

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
Assessment will be based on lecture attendance and one final report.

 [教科書]
授業中に指示する
Necessary notes and materials will be distributed during lectures. 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
No special preparations will be required before or after classes. Students will be expected to revise material 
discussed in class.

（その他（オフィスアワー等））
By appointment. My email address is gvtonder@yahoo.co.uk. Please use the course title in the subject line.

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

九州大学　　　　　　　　　　　　　　
環境発達医学研究センター 特任准教授 諸隈　誠一

 

配当
学年  3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  胎児行動学

 [授業の概要・目的]
胎児は、新生児や成人のように直接様々な測定を行うことは困難である。しかしながら、超音波断
層法の登場により、リアルタイムに観察が可能となった。動物行動学者ローレンツの「行動とは、
中枢神経系の機能とその表現型である動作とを対にして捉えることである」との視点から、胎児の
観察が行われ、行動の発達過程が分かってきた。本講では、かつてはブラックボックスと言われて
いた子宮内での行動発達を学ぶ。

 [到達目標]
ヒト胎児の行動発達過程を知ることで、ヒト形成における胎児期の重要性を認識する。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。各テーマの講義回数は、初回1回、その後各2回（合
計15回）を予定しているが、講義の進み具合などに対応して順序や同一テーマの回数を変えること
がある。
１．中枢神経系の初期発達
２．妊娠初期の胎動
３．ウルトラディアンリズム
４．胎児の睡眠覚醒
５．胎児行動の臨床応用
６．サーカディアンリズム
７．胎児期の知覚・学習能
８．子宮内環境の影響
９．まとめ、レポート記載

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートにより評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 こころの未来研究センター 阿部　修士

 

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   日本語 

題目  心理学(特殊講義)

 [授業の概要・目的]
本講義では前頭葉機能、記憶、情動、社会的認知を中心として、脳と認知機能の関係について最新
の知見を解説する。エッセンスをできるだけ平易に講義することで、認知神経科学の基礎を身につ
け、受講者がそれぞれの研究に活かせるようにすることを目的とする。なお一部の講義では、海外
の著名な研究者による講演を教材としてディスカッションを行うことで、発展的・建設的な思考能
力の習得を目指す。  

 [到達目標]
認知神経科学の基礎を身につけ、自身の研究に活かせるようにする。
認知神経科学の研究における発展的・建設的な思考能力を習得する。

 [授業計画と内容]
初回にオリエンテーションを行う。2週目以降は以下のような内容について、それぞれ2～3週の授
業を行う予定である。 

1. 認知神経科学の研究手法（神経心理学・脳機能イメージング） 
2. 前頭葉機能 
3. 記憶-過去の記憶の想起から未来の出来事のシミュレーションへ 
4. 情動の認知と発現 
5. 社会的認知（意思決定・道徳判断など） 

なお本講義の一部では、取り扱うトピックに関連する英語のTED talks（http://www.ted.com/talks）を
教材として用いる。TED talksでは世界的に著名な研究者による優れた講演が行われており、最新の
研究成果・現在のトレンド・英語によるプレゼンテーションの方法など、研究を行うために必要な
多くの知識とスキルを学ぶ貴重な機会を提供するものである。授業では認知神経科学者によるTED 
talks（字幕付き）を聞き、必要に応じて数名のグループ毎にディスカッションを行う予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
[評価方法] 
出席状況（50％）及びレポート（50％）。
４回以上欠席した場合には単位を認めない。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
必要に応じて資料を配布する。 

 [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]
初回のオリエンテーション時に、教材として使用するTED talk（http://www.ted.com/talks）について
の紹介を行う。予習は必須ではないが、繰り返し視聴することによって、理解を深めることが望ま
しい。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪大学人間科学研究科　准教授 権藤　恭之

 

配当
学年  3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  高齢者心理学

 [授業の概要・目的]
加齢が人の行動に与える影響について、心理、社会、身体側面から総合的に理解する。

 [到達目標]
一般の人や本科目を履修していない学生に対して、高齢者心理に関する基礎的な知識を伝えること
が出来ることを目標とする。対象となる内容は、加齢の特徴、サクセスフルエイジング、認知加齢、
幸福感情に関する領域である。 

 [授業計画と内容]
1.　世界と日本の高齢化の現状
2.　心理的な加齢ををどうとらえるか
3.　脳の加齢と認知の加齢
4.　感覚と知覚の加齢
5.　注意の加齢
6.　記憶の加齢
7.　創造性と知恵
8.　認知加齢に影響する諸要因
9.　人格の加齢と発達
9.　高齢期の課題とストレス
10. サクセスフルエイジング
11. 高齢期の適応１前期高齢者
12. 高齢期の適応２後期以降高齢者
13. 百寿者
14. 縦断研究における知見
15．試験とフィードバック

 [履修要件]
リストした全ての論文を読んでくること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価　出席、小テスト、授業内での発言　40点
最終評価　　レポート　60点

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
自分自身の研究領域における高齢者研究の論文を読む。  

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学Ⅰ

 [授業の概要・目的]
認知心理学は知覚、記憶、思考、意思決定などを含む広い分野であるが、本講義は、視覚による認
識過程を主たる題材として、認知心理学の基本的な考え方、研究の方法論などを理解することを目
指す。視覚認識に関する基礎的な知識を土台として、視覚認識における記憶、注意の役割に焦点を
当てて解説する。

 [到達目標]
視覚に関する科学的研究を主な題材として、主観現象の科学である認知心理学の背後にある基本的
な考え方を理解する。基本的な事実の習得とともに、研究すべき問題の立て方、それに対するアプ
ローチ、実験結果の評価の仕方、を理解する。

 [授業計画と内容]
以下のトピックを取り上げる。各トピックにつき２－３回の講義を割り当てる。

第1回　イントロダクション
第2－4回　視覚システムの基礎
第5－6回　３次元構造の知覚
第7－8回　物体認識
第9－10回　視覚認知における記憶の機能
第11－12回　視覚認知における注意の機能
第13－14回　認知における特徴の統合

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った内容について、他の解釈、他の可能性、発展研究など、自分自身で考えてみること。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学Ⅱ

 [授業の概要・目的]
認知心理学は知覚、記憶、思考、意思決定、運動制御などを含む広い分野であるが、本講義では、
視覚による認識過程を主たる題材として、認知心理学の基本的な考え方、研究の方法論などを理解
することを目指す。視覚認識に関する基礎的な知識を土台として、探索行動を題材に取り上げ、知
覚、意思決定、眼球運動の機能に焦点を当てて解説する。

 [到達目標]
視覚に関する科学的研究を主な題材として、主観現象の科学である認知心理学の背後にある基本的
な考え方を理解する。基本的な事実の習得とともに、研究すべき問題の立て方、それに対するアプ
ローチ、実験結果の評価の仕方、を理解する。

 [授業計画と内容]
以下のトピックを取り上げる。各トピックにつき２－３回の講義を割り当てる。

第1回　イントロダクション
第2－4回　視覚システムの基礎
第5－6回　明るさの知覚
第7－8回　シーンの認知
第9－10回　視覚探索における知覚の機能
第11－12回　視覚探索における意思決定
第13－14回　視覚探索と眼球運動

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で扱った内容について、他の解釈、他の可能性、発展研究など、自分自身で考えてみること。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 月浦　崇

 

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1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  神経心理学Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　脳の様々な疾患によってヒトの脳が損傷されると，その損傷した領域の違いによって，言語や行
為，記憶などの様々なタイプの高次脳機能障害が起こる．本講義では，これらの高次脳機能障害を
理解することによって，脳を媒介とした心理メカニズムを理解することを目指す． 

 [到達目標]
・ヒトのさまざまな認知機能が脳を媒体としてどのように表現されているのかについて，基礎科学
としての認知神経科学についての理解を深める．
・脳の疾患によって起こる様々な高次脳機能の障害についての臨床的観点からの知識を習得する．
・脳を介して心の働きを客観的に理解することを通じて，自らを客観的にみつめる力を体得する．

 [授業計画と内容]
　ヒトの高次な認知機能は脳を媒体としているが，脳が様々な疾患（脳梗塞・脳出血・変性疾患等）
によって（局所的に）損傷されると，その損傷領域の違いによって様々なタイプの高次脳機能障害
が起こる．その事実は，損傷した領域と障害を受けた脳機能との間の相関関係を我々に示し，そこ
から脳を媒体とした認知機能のメカニズムを推測することができるようになる．本講義では，様々
な高次脳機能障害を解説することによってその病態を臨床的に理解し，そこからヒトの高次な認知
機能の基盤となる脳内メカニズムを理解することを目指す．

講義で扱う内容は概ね以下のとおり．以下のテーマについて，１テーマあたり１～２週の授業を行
う．順番や番号は目安であり，多少変更する可能性もあります．

　１．授業のガイダンスと神経心理学の方法の概説
　２．基本的脳解剖
　３．視覚認知の障害
　４．行為の障害
　５．言語の障害①
　６．言語の障害②
　７．記憶の障害①
　８．記憶の障害②
　９．感情と情動の障害
１０．前頭葉機能の障害
１１．神経心理学的検査①
１２．神経心理学的検査②
１３．「知・情・意」の神経心理学
１４．まとめ
１５．期末試験
１６．フィードバック（フィードバック方法は別途連絡します）

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
原則的に，試験（100点）によって評価する．ただし，平常点（5点）を加えることもある．

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．配布資料についてはKULASISにもアップするので，自習の際に活用
すること．

 [参考書等]
  （参考書）
石合純夫 『高次脳機能障害学』（医歯薬出版）
山鳥　重 『神経心理学入門』（医学書院）
河村満・高橋伸佳 『高次脳機能障害の症候辞典』（医歯薬出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する．

（その他（オフィスアワー等））
履修希望者が教室定員を大きく超える場合は履修制限を行う．履修制限の方法は別途指示する．オ
フィスアワーについては，KULASISを参照のこと．

※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。
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授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 月浦　崇

 

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1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  神経心理学Ⅱ

 [授業の概要・目的]
　ヒトの高次な認知機能は脳を媒体として制御されている．近年，機能的磁気共鳴画像法（fMRI）
などの脳機能イメージング法の発展により，ヒトの高次な認知過程に関連する脳の神経活動のパタ
ーンを可視化することが可能になってきている．本講義では，高次脳機能障害を呈する脳損傷患者
の事例と，健常者を対象とした高次脳機能に関連する脳機能イメージング研究を対比して解説し，
その基盤となる脳内機構を理解することを目指す．

 [到達目標]
・ヒトのさまざまな認知機能が脳を媒体としてどのように表現されているのかについて，基礎科学
としての認知神経科学についての理解を深める．
・脳機能イメージングの方法についての基礎的知識を習得する．
・脳を介して心の働きを客観的に理解することを通じて，自らを客観的にみつめる力を体得する．

 [授業計画と内容]
　ヒトの高次な認知機能は脳を媒体として制御されている．ヒト認知機能の脳内メカニズムに関し
ては，伝統的に脳損傷患者を対象として損傷領域と特定の認知機能の障害パターンから研究が行わ
れてきた．しかし，近年の脳機能イメージング技術の発達により，健常者を対象として認知機能に
関与する脳内機構を可視化することが可能になってきた．本講義では，脳損傷患者に対する研究と
脳機能イメージング法から得られた様々な高次な認知機能を媒介する脳内機構の研究の両方を対比
して概説し，ヒトの高次な認知機能の基盤となる脳内機構を理解することを目指す．

講義で扱う内容は概ね以下のとおり．以下のテーマについて，１テーマあたり１～２週の授業を行
う．順番や番号は目安であり，多少変更する可能性もあります．

　１．　授業ガイダンスと神経心理学の方法の概説
　２．　基本的脳解剖
　３．　知覚の脳機能イメージング
　４．　異種感覚統合と行為の脳機能イメージング
　５．　コミュニケーションの脳機能イメージング①
　６．　コミュニケーションの脳機能イメージング②
　７．　記憶の脳機能イメージング①
　８．　記憶の脳機能イメージング②
　９．　感情と情動の脳機能イメージング
１０．　前頭葉機能の脳機能イメージング
１１．　社会的認知の脳機能イメージング
１２．　脳機能イメージングの応用
１３．　「知・情・意」の神経心理学
１４．　まとめ
１５．　期末試験
１６．　フィードバック（フィードバック方法については別途指示します）

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
原則的に，試験（100点）によって評価する．ただし，平常点（5点）を加えることもある．

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．配布資料についてはKULASISにもアップするので，自習の際に活用
すること．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する．

（その他（オフィスアワー等））
履修希望者が教室定員を大きく超える場合は履修制限を行う．履修制限の方法は別途指示する．オ
フィスアワーについては，KULASISを参照のこと．

※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。
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授業科目名
　<英訳>

心理学(演習Ｉ)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  心理学演習I

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

心理学(演習II)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 蘆田　宏
助教 文学研究科 矢追　健

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  心理学演習II

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

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

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

心理学(講読)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 池田　彩夏

 

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3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  心理学英語文献講読

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

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

 [授業計画と内容]
【第1回】
次回以降の発表予定を決定する。（履修希望者は必ず出席すること）
【第2回以降】
Schacter, D.L., Gilbert, D., Wegner, D., & Hood, B. “Psychology (Second European Edition)” の輪読を行
う。受講者には、担当箇所のレジュメを作成し、発表してもらうことを予定している。発表担当で
ない場合でも、ディスカッション時には積極的な参加が求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。評価対象となるのは、発表および授業内ディスカッションへの参加である。

 [教科書]
Schacter, D.L., Gilbert, D., Wegner, D., & Hood, B. 『Psychology(Second European Edition)』（Palgrave 
Macmillan）ISBN:978-1137406743
こちらから使用する範囲のコピーを配布するため、各自での購入の必要はない。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

心理学(講読)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山本　寛樹

 

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3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  心理学英語文献講読   

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
（論文のコピーを事前に配布する）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

心理学(実習IA)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 矢追　健

 

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4,5

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学基礎実験A

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

 [到達目標]
心理学の基礎的な研究手法を身につける。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と毎回のレポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

心理学(実習IB)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 矢追　健

 

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4,5

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学基礎実験B

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

 [到達目標]
実験心理学の発展的な研究手法を習得する。

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

 [履修要件]
原則として心理学実習IAを受講済であること

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。出席と毎回のレポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

心理学(実習II)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 堀　裕亮

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学統計の基礎

 [授業の概要・目的]
実験心理学では、実験で得られたデータの解析が欠かせない。この授業では、心理学研究で用いら
れる統計解析手法について基礎から解説する。手法の原理を説明した後、それをコンピュータで実
行する方法を実習形式で解説し、実践的なデータ解析技能の習得を目指す。統計解析のためのフリ
ーソフトウェアであるRを主に使用する。

 [到達目標]
・心理学研究で用いられる統計解析手法の原理を理解する。
・データを整理、要約、図示し、検定や推定を行うという一連の過程を、自身でコンピュータを用
いて実行できるようになる。

 [授業計画と内容]
前期は、Rの基本的な使用方法の解説から始め、記述統計および推測統計の基礎を解説した後、心
理学で使われることの多い仮説検定の解説を行う。
後期は、ある変数から別の変数を予測する、統計モデリングを中心に取り上げる。線形モデルの基
礎から始め、その発展形である一般化線形モデルや、最近急速に普及している混合モデル、ベイズ
モデルについても解説を行う。また、主成分分析や因子分析といった、心理学でよく使われる多変
量解析の解説も行う。

前期
第１回　イントロダクション
第２回　Rの基礎
第３回～６回　記述統計
・度数分布
・代表値と散布度
・グラフの描き方
・相関係数
第７回～１４回　推測統計の基礎
・確率分布
・母集団と標本
・点推定と区間推定
・仮説検定

後期
第１５回　前期期末レポート課題の解説
第１６～２５回　統計モデリング
・線形モデル
・一般化線形モデル
・混合モデル
・ベイズモデル
第２６～２８回　多変量解析

心理学(実習II)(2)へ続く↓↓↓



心理学(実習II)(2)

・主成分分析
・因子分析

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回授業の終わりに課題を出す。また、前期と後期の期末にそれぞれ１回ずつ、レポート試験を行
う。毎回の課題50点、期末レポート50点で評価を行う。

 [教科書]
堀裕亮 『ゼロからはじめる統計モデリング』（ナカニシヤ出版）（2017年3月発刊予定）

 [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]
Rを自身のPCにインストールし、実際に操作して使い方を練習すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業内容に関して、メールによる質問は随時受け付ける。アドレスは授業中に連絡する。

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

心理学(実習III)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
教授 文学研究科 板倉　昭二
教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 文学研究科 黒島　妃香
助教 文学研究科 矢追　健

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  心理学特殊実験

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

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

 [授業計画と内容]
　受講者がそれぞれオリジナルの研究テーマを設定し、研究計画の策定から研究の実施、分析、ま
とめを、年間を通しておこなう。
年間数回、進捗状況の報告が求められる。
　初めて自分で計画した実験をおこなうことになるので、履修にあたっては、計画立案の段階から
データのまとめに至るまで、教員、大学院生を始め、関連研究室の諸先輩に積極的に相談し、アド
バイスを受けることが重要である。

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

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　和彦

 

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  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古期アイルランド語研究I

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、紀元後６００－９００年の時期にアイルランドで使用され、ケルト諸語のなか
で質・量ともにもっとも豊富な資料を残している古期アイルランド語の文法を学ぶことにある。

 [到達目標]
古期アイルランド語の文法の基礎を、記述言語学的および歴史言語学的に習得し、短いテキストが
読める能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション

第２～１３回　教科書を使いながら、文法の基本事項を学ぶ。

第１４回　まとめ

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
E. G. Quin 『Old-Irish Workbook』（Royal Irish Academy）ISBN:0-901714-08-9
John Strachan 『Old-Irish Paradigms』（Royal Irish Academy）ISBN:0-901714-35-6

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書に含まれている基本的な文法事項についての予習と復習が求められる。

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



行動・環境文化学系36

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　和彦

 

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  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古期アイルランド語研究II

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、紀元後６００－９００年の時期にアイルランドで使用され、ケルト諸語のなか
で質・量ともにもっとも豊富な資料を残している古期アイルランド語で書かれた代表的なテキスト
を精読することによって、アイルランドの言語と文化について理解を深めることにある。

 [到達目標]
古期アイルランドのテキストを本格的に読む能力を習得し、文法事項について記述言語学的および
歴史言語学的に説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
学期を通して、２つのアイリッシュ・サガを精読する

第１回～第７回　「マックダフ王の豚の物語」

第８回～第１４回　「フロイヒの牛争い」

 [履修要件]
前期の古期アイルランド語研究Iを履修しておくこと

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

 [教科書]
Rudolf Thurneysen 『Scéla Mucce Meig Dathó』（The Dublin Institute for Advanced Studies）
Wolfgang Meid 『Táin Bó Fraích』（The Dublin Institute for Advanced Studies）

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回、授業時に読むテキストの予習が求められる。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　豊

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文献言語学と歴史言語学・歴史学：イラン語文献言語学の諸問題 I

 [授業の概要・目的]
この講義では，言語の歴史を研究する方法としての「文献言語学」について，主に中世イラン語の
文献を資料にして講義する．中世イラン語とはイスラム化以前のイラン及び中央アジアで話されて
いた言語であり，現在は死語となり文献資料からしかその実態を知り得ない．文献資料を読み解き
過去の言語の姿や言語接触のありようを解明する手法について実例を紹介しながら解説する．この
地域はシルクロードとも呼ばれ，歴史学，とりわけ文化史の観点からも興味深い地域であり，文献
資料から解明される政治史や文化史についても触れる．

 [到達目標]
未解読の文献が解読され，そこから言語や歴史を解明されてきた実例を親しく見ることによって，
このような研究の手法を理解し，各自が興味を持つ言語の文献について研究を進める際に遭遇する
であろう困難や発見の喜びをついて知り，研究に対する刺激と指針が得られるようにするのがこの
講義の目的である．危機に瀕した言語ではなく既に死んだ言語についての研究一般についての理解
を深めることも狙いである．

 [授業計画と内容]
中世イラン語の文献（中世ペルシア語，パルティア語，バクトリア語，コレズム語，ソグド語，コ
ータン語）を資料にして，比較的最近の研究成果を取り入れながら，以下のようなテーマで講義を
進める．ただし扱う文献やテーマは，受講者の背景知識や興味に応じて講義担当者が適宜決めてい
く．

１．文献言語学とは？京都大学言語学教室の文献言語学の伝統と手法について
２．イラン系の言語概観
３．偽物との対決
４．中央アジアの言語と中国語との関係
　　　漢字音を表記した資料と漢字音によって表記された資料
５．文献研究と絵画の研究：マニ教絵画の発見と内容解明
６．世俗文書の解読とそれから知られる歴史や文化
７．金石文研究の特殊性
８．二言語併用資料の扱い

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への出席（20点）と討論などへの積極的な参加（20点），レポート（60点）によって成績を評
価する．

 [教科書]
使用しない
各回，資料を配付する．

 [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]
本講義で扱う言語や文献は特殊なので，シルクロードの歴史に関する書籍を読むなどして，この地
域の歴史・文化・宗教・地理について一般的な知識があると，講義の内容が理解しやすくなる．

（その他（オフィスアワー等））
受講者は，何らかの言語の文献について研究する目的をもって受講することが望ましい．
学習上の相談は随時受け付けますが，事前に連絡して下さい．

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 吉田　豊

 

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   日本語 

題目  文献言語学と歴史言語学・歴史学：イラン語文献言語学の諸問題 II

 [授業の概要・目的]
この講義では，言語の歴史を研究する方法としての「文献言語学」について，主に中世イラン語の
文献を資料にして講義する．中世イラン語とはイスラム化以前のイラン及び中央アジアで話されて
いた言語であり，現在は死語となり文献資料からしかその実態を知り得ない．文献資料を読み解き
過去の言語の姿や言語接触のありようを解明する手法について実例を紹介しながら解説する．この
地域はシルクロードとも呼ばれ，歴史学，とりわけ文化史の観点からも興味深い地域であり，文献
資料から解明される政治史や文化史についても触れる．

 [到達目標]
未解読の文献が解読され，そこから言語や歴史を解明されてきた実例を親しく見ることによって，
このような研究の手法を理解し，各自が興味を持つ言語の文献について研究を進める際に遭遇する
であろう困難や発見の喜びをついて知り，研究に対する刺激と指針が得られるようにするのがこの
講義の目的である．危機に瀕した言語ではなく既に死んだ言語についての研究一般についての理解
を深めることも狙いである．

 [授業計画と内容]
中世イラン語の文献（中世ペルシア語，パルティア語，バクトリア語，コレズム語，ソグド語，コ
ータン語）を資料にして，比較的最近の研究成果を取り入れながら，以下のようなテーマで講義を
進める．ただし扱う文献やテーマは，受講者の背景知識や興味に応じて講義担当者が適宜決めてい
く． 

１．文献言語学とは？京都大学言語学教室の文献言語学の伝統と手法について
２．中世イラン語という言語について：言語と残された資料の概観
３．文献言語学と言語接触：ソグド語と古代チュルク語の言語接触の特殊性について
４．文字体系の移植と書体の変化
５．中央アジアの言語とインド語との関係
６．シルクロード出土文献の原典の比定と言語研究
７．一般言語学の成果と文献言語研究
８．二言語併用資料の扱い

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への出席（20点）と討論などへの積極的な参加（20点），レポート（60点）によって成績を評
価する．

 [教科書]
使用しない
毎回資料をプリントして配布する．

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本講義で扱う言語や文献は特殊なので，シルクロードの歴史に関する書籍を読むなどして，この地
域の歴史・文化・宗教・地理について一般的な知識があると，講義の内容が理解しやすくなる．

（その他（オフィスアワー等））
受講者は，何らかの言語の文献について研究する目的をもって受講することが望ましい．　
学習上の相談は随時受け付けますが，事前に連絡して下さい．

※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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代日本語の主節末に現れる「た」の意味検討

 [授業の概要・目的]
現代日本語の主節末の「た」の意味を論じた研究は数多く見られる。だが，さまざまな発話状況の
もとでの「た」の自然さ～不自然さを丁寧に観察した上での意味考察は，実は意外なほど少ない。
この講義では，まさにそのような作業を通して，「た」の意味，特に，アスペクトやムードの意味
の認否を検討したい。

 [到達目標]
現代日本語の「た」にかぎらず一般に，テンス，アスペクト，ムードそしてエビデンシャリティの
考察は，「言語で描き出される世界の基本構成をどう考えるか？」という問題にしばしば直結する。
この講義を通して得られる概念発想と技法は，受講者が自身のテンス，アスペクト，ムード考察に
おいてこの問題と取り組む際にも役立つものである。

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに～問題のありか
第2回～第5回　「パーフェクト」の意味の認否をめぐって
第6回～第9回　「発見」「知識修正」の意味の認否をめぐって
第10回～第14回　「思い出し」「反実仮想」の意味の認否をめぐって
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
立論はいずれも複数回にわたるものになる予定なので，復習を怠らないでほしい。

（その他（オフィスアワー等））
質問は随時受け付けますが，メールなどでアポイントメントをとってもらえば面談にも応じます。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代日本語の主節末に現れる「ている」の意味検討

 [授業の概要・目的]
現代日本語の主節末の「ている」の意味を論じた研究は数多く見られる。だが，さまざまな発話状
況のもとでの「ている」の自然さ～不自然さを丁寧に観察した上での意味考察は，実は意外なほど
少ない。この講義では，まさにそのような作業を通して，「ている」の意味，特に，アスペクトや
ムードの意味の認否を検討したい。

 [到達目標]
現代日本語の「ている」にかぎらず一般に，テンス，アスペクト，ムードそしてエビデンシャリテ
ィの考察は，「言語で描き出される世界の基本構成をどう考えるか？」という問題にしばしば直結
する。この講義を通して得られる概念発想と技法は，受講者が自身のテンス，アスペクト，ムード
考察においてこの問題と取り組む際にも役立つものである。 

 [授業計画と内容]
第1回　はじめに～問題のありか 
第2回～第5回　「進行」の意味の認否をめぐって 
第6回～第9回　「パーフェクト」の意味の認否をめぐって 
第10回～第14回　「経験・記録」の意味の認否をめぐって
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
立論はいずれも複数回にわたるものになる予定なので，復習を怠らないでほしい。
前期の授業「現代日本語の主節末に現れる「た」の意味検討」の内容を理解しておくことが望まし
い。  

（その他（オフィスアワー等））
質問は随時受け付けますが，メールなどでアポイントメントをとってもらえば面談にも応じます。 
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。

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

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

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

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

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。この授業では、ヴェーダ語を通時的な観点から考察し、ギリシア語、ラ
テン語、ヒッタイト語などの古代インド・ヨーロッパ語における位置付けを検討する。論文を読む
と同時にヴェーダ語文献からの短いパッセージを宿題として課すので、原典を読む楽しさを体験し
てほしい。 

 [到達目標]
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する基礎知識を習得する。 
・言語学者としてヴェーダ語文献を考える訓練を行い、原典を読む力を養う。 
・残されている問題を把握し、研究テーマを自分で探せるようになる。 

 [授業計画と内容]
この授業は以下の構成になっている。 
【基礎知識】 
・印欧祖語からヴェーダ語へ（6 週） 
・資料、参考書の紹介と使い方（2 週） 

【ヴェーダ語研究の諸問題】（6 週） 
・韻律：韻律から何が学べるのか 
・音韻論：laryngeal vocalization、*o の反映など

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加、宿題、試験により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認
めない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
前回の復習と、課された論文及びヴェーダ語の読解問題を十分に準備すること。 

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

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

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

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

 [授業の概要・目的]
紀元前1400年頃にさかのぼるヴェーダ語（古期サンスクリット語）はインド・ヨーロッパ語の一つ
である。その文献の信頼度の高さと豊富さから、ヴェーダ語は古代インド・ヨーロッパ語研究にお
いて中心的な存在である。この授業では、ヴェーダ語を通時的な観点から考察し、ギリシア語、ラ
テン語、ヒッタイト語などの古代インド・ヨーロッパ語における位置付けを検討する。論文を読む
と同時にヴェーダ語文献からの短いパッセージを宿題として課すので、原典を読む楽しさを体験し
てほしい。 

 [到達目標]
・古代インド・ヨーロッパ語としてのヴェーダ語に関する基礎知識を習得する。 
・言語学者としてヴェーダ語文献を考える訓練を行い、原典を読む力を養う。 
・残されている問題を把握し、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業は以下の構成になっている。 
【ヴェーダ語研究の諸問題】（14 週） 
・形態論：Caland system、ti-語幹のアクセント、paradigmatic vs. compositional approach、
anticausatives、passive aorists、aya-presents、stative、Narten presentsなど 
・統語論：Wackernagel position、clitics、agent nouns in -tar、infinitives、gappingなど 
・その他：semantics of the injunctive、types of aorists、productivityなど

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加、宿題、試験により評価する。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認
めない。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
前回の復習と、課された論文及びヴェーダ語の読解問題を十分に準備すること。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トカラ語入門

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後期学期末レポートと出席点に基づいて評価する。

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
Krause, Wolfgang/ Thomas, Werner  『Tocharisches Elementarbuch』（Carl Winter）ISBN:１９６０年出
版でISBNはありません
上記教科書のプリントをこちらで準備して授業中に配布。 

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トカラ語入門

 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的)

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

(

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

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

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期・後記学期末レポートと出席点に基づいて評価する。

 [教科書]
Krause, Wolfgang 『Tocharisches Elementarbuch』（Carl Winter）
上記教科書のプリントをこちらで準備して授業中に配布。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー実施の有無は、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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

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

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

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

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

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

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

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

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

 [授業計画と内容]
はじめに認知意味論の理論的発展と現在の動向を概要した後、具体的な事例研究を扱う英語論文を
取り上げる。事例そのものは英語に限定せず、日本語はじめ様々な言語における意味的現象を考察
する。受講者はその論文内容の発表を順に担当すること。その内容に基づき、受講者相互で議論を
深めていく。

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

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

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 武内　康則

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東アジア文字文化の研究 

 [授業の概要・目的]
本講義では東アジアで漢字との接触により誕生した一連の文字およびそれらの文字によって記録さ
れた言語について扱う。特に契丹文字資料の研究方法について考察を加える。はじめに、契丹文字
の形成原理について漢字との関係や他の文字体系との表記体系との比較により考察を加える。さら
に、契丹文字墓誌の試読を行い、その過程で研究方法について検討する。 

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

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

１　導入【２週】
漢字系文字のひろがり

２　文字と言語【５～６週】
文字と言語
漢字の表記体系
漢字と疑似漢字
疑似漢字の形成原理

３　文献資料の研究方法【５～６週】
契丹文字墓誌の試読
考古資料・漢文資料の扱い
文献資料に反映される言語と文化

４　討議・フィードバック【２週】

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（80％）・平常点（20％）

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 白眉センター 西本　希呼

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目 オーストロネシア諸語言語・文化概論 （英訳）An Introduction to Austronesian Studies

 [授業の概要・目的]
本講義では、（１）言語学の基礎を復習しながら、オーストロネシア語族の諸言語に特徴的な文法
範疇や言語の構造について学ぶこと、（２）未知の土地で未知の言語を調査するフィールドワーク
の手法を講師の生の体験談を交えて学ぶことの二点を目的とする。個別の言語の目新しい現象をま
ずは言語学的視点から分析し、次に人間の世界の認識の仕方について考察や議論する。
オーストロネシア語族は、北は台湾、南はニュージーランド、東はイースター島、西はマダガスカ
ルと、広範囲に分布し、約2000の言語が存在している。講義ではできる限り、多くの言語を取り上
げる予定である。
言語学的視点のみならず、自然と人間、植物利用、在来知識といった様々な視点から、同語族の地
域・人・文化を考察する。

 [到達目標]
本講義を通じて、(1)マダガスカル、ラパヌイ（イースター島）、トンガ、タヒチ、フィジーなどオ
ーストロネシア語圏の地域の映像資料、言語の音声資料を多く見聞きし主体的に分析する力を培う
こと、(2)同語族に特徴的な文法範疇や形態・統語論的特徴を学び、自分の母語をはじめ知っている
言語と比べて同様の文法範疇があるか、なければ何らかの方法で言語表現として用いられているか
言語学的に広い視野で観察できるようになること、（3）（1）と（2）を通じて、言語に内在する
人間の認知や思考の多様性や普遍性について考察し、言語学の魅力と役割を専門外にもわかりやす
く説明できる能力を養う。
　専門外に言語学の魅力と役割を、説得力のある説明をすることも、言語学に従事するものの重要
な役割であり、かつ、とても難しいことである。

 [授業計画と内容]
・オーストロネシア諸語入門（1）オーストロネシア語圏とは？ことば・人・自然
・オーストロネシア諸語入門（2）フィールドワークの現場より
・オーストロネシア諸語入門（3）いくつかのサンプル言語を見て考察
・名詞カテゴリー
・数の文法範疇
・形態論
・統語論
・語彙（親族名称、動植物、数詞、身体部位）
・言語類型論（1）
・言語類型論（2）
※順番や内容は若干変わる可能性あり
ほか、授業の途中で、フィールドワークでの映像資料、オーストロネシア諸語圏に関連する動画資
料を閲覧する。授業は前半、後半に分けオーストロネシア語圏の、言語と文化の両方を取り扱う。

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点40％（授業後に授業の感想・コメントシートの提出）、レポート提出60％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
適宜授業中に参照するサイト（ブックマークに追加してください）
*Austronesian Basic Vocabulary Databasehttp://language.psy.auckland.ac.nz/austronesian/
*comparative dictionary of Polynesian languages https://pollex.shh.mpg.de/
*The World Atlas of Language Structures (WALS) http://wals.info/

 [授業外学習（予習・復習）等]
＊特に予習・復習は必要としないが、配布資料は随時授業時に持参のこと
＊必要な場合は授業連絡メールで論文を添付する

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 上田　功

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  音韻論概説

 [授業の概要・目的]
生成音韻論を概説する。自然言語の音韻事象の背景に潜む規則性を捉え、一般化をおこない、音韻
体系を記述し、よりよい説明を試みるのが音韻論の主たる目標である。この講義では、初期の生成
音韻論から、理論の発展を辿りつつ、英語や日本語を中心とする音韻データの分析を通して、重要
な概念について考察する。  

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

 [授業計画と内容]
時間の制約上、現代音韻理論の発展の過程で重要な転換点となったトピックを取り上げて解説し、
関連する諸問題について議論する。具体的なトピックは次の通りである。音素論、弁別素性理論、
音韻論における自然性、素性の不完全指定、素性の階層性、音節とモーラ、上位の韻律単位など。
なお、現在の音韻論の主流となっている最適性理論については、最後に垣間見る程度にとどめる。

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

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

 [教科書]
使用しない
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
指示された予習、および復習が必要。なお授業への出席は不可欠である。

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



行動・環境文化学系50

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 宮本　陽一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  統語論研究

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

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

 [授業計画と内容]
以下の予定で講義を進める。但し, 講義の進み具合により, 多少の変更はあり得る。
第１回：オリエンテーションならびに生成文法の考え方について
第２回：平叙文の構造
第３回：疑問文の構造
第４回－第７回：疑問文にかかる制約
第８回：格
第９回－第１２回：障壁理論
第１３回－第１４回：日英語比較
第１５回：ミニマリストプログラム

 [履修要件]
言語学概論程度の知識があることが望ましい。

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

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

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習を必ず行うこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

東京大学　　　　　　　
人文社会系研究科 教授 西村　義樹

 

配当
学年  3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  文法と意味：認知文法の視点

 [授業の概要・目的]
日常の言語使用を可能にする知識の中で文法と意味はどのように関係しているのであろうか?この
言語学の根本問題に対する認知文法の考え方を、先行理論である生成文法と認知文法はどこかどう
違うのか、「辞書」的な意味と「百科事典」的な知識は区別できるのか、語彙と文法の関係をどう
捉えるのが適切か、等の問いに取り組むことを通して、多角的に検討する。 

 [到達目標]
言語表現の意味とは何か、意味論と語用論は区別できるのか、動詞の意味と構文の意味はどう関係
しているのか、具体的な言語現象の分析にそもそも言語理論についての知識は必要なのか、等の問
題について改めて考えてみることの意義を実感し、自らの研究対象の分析に活かせるようになるこ
と。

 [授業計画と内容]
以下のテーマを1日にほぼ2つずつ扱う予定。受講者と相談した結果、扱う順番やテーマを変更する
可能性もある。

1. 認知言語学のどこが「認知」的なのか?: 同じく言語知識の解明を目指す生成文法との根本的な 違
いは何か?

2. ヒトが種に特有のコミュニケーションの様式をもつこととヒトのみが言語を使用できることとの 
間には関係があるのか? あるとしたら、それは何か?

3. 言語を用いたコミュニケーションにおいて伝達されるメッセージを言語の知識に属する部分(コ 
ンテクスト中立的/意味論的な意味)とそれ以外の部分(コンテクスト依存的/語用論的な意味) に二分
することはできるのか?

4. そもそも(狭義の)文法とは何か? すべての言語の知識に(語彙に加えて)文法があることの 意義は何
か? 

5. 文法と(言語を用いて表現される)意味はどのような関係にあると考えるのが適切なのか? 

6. 文の意味を決定する要因として真理条件以外に何がどうして必要なのか?

7. 語彙的な知識と文法的な知識はどのような関係にあるのか?両者は別個の領域なのか、それとも、
 (スペクトルにおける緑と青のように)連続体を構成しているのか?語彙項目の意味と語彙項目( 例え
ば動詞)が生じる構文の意味はどのように関係しているのか?

8. 認知言語学において近年(隠喩と並んで)換喩が重視されているのはなぜか?

言語学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義で扱ったテーマのいずれかに関するレポートを課す予定。討論への積極的な参加(20点)、レポ
ート(80点)。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
西村義樹・野矢茂樹  『言語学の教室:哲学者と学ぶ認知言語学』（中央公論新社）ISBN:978-4-12-
102220-2（認知言語学についてまったく予備知識がなくても読めて、この理論の全体像が把握でき
る本です。）

 [授業外学習（予習・復習）等]
認知言語学をまったく知らない人は参考書として挙げた本を読んでおいてください。復習したり理
解を深めたりするための文献は講義でも適宜紹介しますが、この本の「さらに学びたい人のための
文献案内」も参照されるとよいと思います。

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

言語学(特殊講義)
Linguistics (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  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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  言語フィールド調査の手法

 [授業の概要・目的]
日本語や英語は、話者数が多く、いわゆる「大言語」の部類に入る。世界には、話者数が千人未満
の言語や、大言語の影響下にあって過小評価を受けている言語も数多い。本講義では、このような
いわゆる「少数言語」について、その母語話者と協同し、予備知識がほぼゼロの状態から言語を分
析していく手法を学ぶ。

 [到達目標]
フィールド調査による言語の記録／記述について、全体像を理解し、その手法を身につける。
調査の計画立案、予備知識の収集、言語のアーカイブ、言語の初歩的分析ができるようになる。

 [授業計画と内容]
１．フィールド調査の準備（２週）
２．語彙調査（４週）
３．文法調査（４週）
４．テキスト調査（３週）
５．プレゼンテーション
６．フィードバック

 [履修要件]
言語学講義Ⅰ、言語学講義Ⅱを受けるなどし、言語学の基礎知識を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
プレゼンテーション（60点）、討論への積極的参加（20点）、レポート（20点）に基づいて評価す
る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
プレゼンテーションの準備、修正をおこなう。専門用語や問題点等について、学術文献を参照する
などして整理する。

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

言語学(基礎演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

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 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  音声言語と文字言語，話しことばと書きことば

 [授業の概要・目的]
この授業は，人間にとって最も基礎的な言語と認められていながら，正面から扱われることが多く
ない「音声言語」そして音声言語的な「話しことば」を正しく理解するための基礎的な知識と分析
力を養うものである。

 [到達目標]
言語学の知見を活かしつつ，音声科学やコミュニケーション論といった隣接分野とも通じ合う音声
言語研究を今後どうすれば進められるのか，受講者が自身で考えていくための基礎的な知識と分析
力を養成する。

 [授業計画と内容]
しばしば考察の中心におかれる「文字言語」そして文字言語的な「書きことば」と対照しつつ，「
音声言語」と「話しことば」の基礎的なあり方を学ぶ。受講者は，割り当てられた論文や資料につ
いて，その内容を概説するとともに，問題点を論じることが要求される。予定されている内容は以
下のとおりである。
　第1回：イントロダクション～メディアとしての音声と文字
　第2回～第5回：複眼的・動的な「話しことば」「書きことば」観
　第6回～第10回：現代日本語における話しことばと書きことばの接点
　第11回～第14回：民間話芸調査資料「わたしのちょっと面白い話」
　第15回：まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
議論への積極的な参加(40%)，レポート(30%)，発表(30%)の合計による。

 [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]
事前に指示される資料に目を通してくること。

（その他（オフィスアワー等））
予約をとってもらえば質問などに応じます。
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。

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

言語学(基礎演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 近畿大学　理工学部　准教授 山本　武史

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  音韻論入門

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　授業中の割り当て・課題（50%）および期末レポート（50%）による。

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

言語学(基礎演習) (2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
Iggy Roca & Wyn Johnson 『A course in phonology』（Blackwell）ISBN:9780631213468（ペーパーバ
ック版。他にハードカバー版もある。）

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

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

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

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

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  音韻類型論

 [授業の概要・目的]
本演習では2016年に出版されたGordonによるPhonological Typologyをテキストとして使用し、世界
の言語の音韻現象とその分析方法に接し、その上でタイプごとの頻度とその要因などについても考
察してゆく。前期は分節音を主に取り上げる。
授業では各回、學部の學生と大學院の學生がペアになり、割りあてられた部分について、ハンドア
ウトを使つて内容を解説するとともに、問題となる事項について討議する。

 [到達目標]
世界の言語の分節音について多樣な音韻現象と分析方法を知ることができる。世界の言語の音韻現
象に通底する法則性について知ることができる。音韻論は言語研究一般のモデル的役割を果たして
きた。言語現象と分析全般に關係する知識と能力を向上させることができる。

 [授業計画と内容]
第1回: イントロダクション　教材紹介、授業の進め方
第2回～第3回: 理論と説明
第4回～第7回: 音素一覽
第8回～第11回: 音節
第12回～第14回: 分節音の音韻過程
第15回: まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計による: （１）授業でのプレゼン（20%)、（２）討論への積極的な參加（10%）、（３）
期末レポート（60%)。

 [教科書]
Gordon, Matthew K. 『Phonological Typology』（Oxford University Press）

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  音韻類型論

 [授業の概要・目的]
本演習では2016年に出版されたGordonによるPhonological Typologyをテキストとして使用し、世界
の言語の音韻現象とその分析方法に接し、その上でタイプごとの頻度とその要因などについても考
察してゆく。後期は超分節音を主に取り上げる。
授業では各回、學部の學生と大學院の學生がペアになり、割りあてられた部分について、ハンドア
ウトを使つて内容を解説するとともに、問題となる事項について討議する。

 [到達目標]
世界の言語の超分節音について多樣な音韻現象と分析方法を知ることができる。世界の言語の音韻
現象に通底する法則性について知ることができる。音韻論は言語研究一般のモデル的役割を果たし
てきた。言語現象と分析全般に關係する知識と能力を向上させることができる。

 [授業計画と内容]
授業計画と内容
第1回: イントロダクション　教材紹介、授業の進め方
第2回～第4回: 強勢
第5回～第9回: トーンとイントネーション
第10回～第14回: 韻律形態論
第15回: まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計による: （１）授業でのプレゼン（20%)、（２）討論への積極的な參加（10%）、（３）
期末レポート（60%)。

 [教科書]
Gordon, Matthew K. 『Phonological Typology』（Oxford University Press）

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

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

言語学(演習) 
Linguistics (Seminars)

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

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  調音音声学 

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

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

 [授業計画と内容]
●授業計画と内容

音声器官、気流、発声について説明したのち、IPAの発音・聞き取り練習をおこなう。
第１回　イントロダクション、音声器官のしくみ 
第２回　気流と発声
第３回　破裂音
第４回　鼻音、ふるえ音、はじき音 
第５回　摩擦音①
第６回　摩擦音②　【小テスト①】
第７回　接近音、その他の子音
第８回　非肺気流による子音①
第９回　非肺気流による子音②
第10回　子音のまとめ、表記練習　【小テスト②】
第11回　基本母音①
第12回　基本母音②
第13回　その他の母音
第14回　母音のまとめ、表記練習　【小テスト③】
第15回　【期末テスト】
第16回　フィードバック

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の合計で評価する。
・平常点（出席および前の週の確認クイズ、30点）
・小テスト（３回の聞き取りテスト、各10点）

言語学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)  (2)

・期末テスト（発音テスト、40点）
やむを得ない理由で小テストを欠席した場合はすみやかに連絡し、期末テスト後に追試を受けるこ
と。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系58

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
以下の通りに評価する。 
　授業活動への参加度合：30％ 
　中間・期末発表：各30％ 
　期末レポート：40％ 
なお、演習科目であるため出席も重視する。

 [教科書]
使用しない

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

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

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

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

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。
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授業科目名
　<英訳>

オランダ語（中級）(語学) 
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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。
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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>

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>

言語学(卒論演習) 
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 吉田　和彦
教授 文学研究科 吉田　豊
教授 文学研究科 定延　利之
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
講師 文学研究科 CATT， Adam Alvah

 

配当
学年  4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 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  言語学の諸問題

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
発表者が準備するハンドアウトを使用する。

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ルーマンの大学論

 [授業の概要・目的]
　ドイツの社会学者ニクラス・ルーマン(1927-98)が大学および社会学を論じた論文集から比較的短
い論文を2～3点選んで精読する。授業ではテキストを正確に訳出するだけでなく、テキストに登場
する社会学用語やその理論的・歴史的背景などについても必要に応じて適宜解説する。

 [到達目標]
　社会学のドイツ語文献を自力で正確に読解する能力を習得するとともに、ルーマン理論について
もその基本的な概念やアプローチの特徴を学習する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回～第14回　Niklas Luhmann, Universität als Milieu講読
　テキストを毎回2ページ程度ずつ読み進め得る予定である（ただしペースは受講者の学力を考慮
して調整する）。毎回報告者をあらかじめ決めておき、報告者の作成したテキストの日本語訳を検
討しながら内容について討論する。報告者は正確な訳文を作成するのみならず、テキストに登場す
る学説や用語、人名等について註釈することが求められる。

 [履修要件]
　前年度までに少なくとも初級（できれば中級）のドイツ語を履修しているか同程度のドイツ語の
知識があること。社会学の知識は特に前提としない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点による。ただし受講生の人数が多い場合は試験を実施する可能性もある。

 [教科書]
Niklas Luhmann 『Universität als Milieu. Kleine Schriften』（Haux）ISBN:3-925471-13-8（コピーを配
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]
　受講者は事前にテキストの指定された範囲を読んでおかなければならない。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査入門　（社会調査士科目A)

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点,提出物(調査レポート)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げるいずれかの方法により、自分で調査を設計して実施する。

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 農学研究科 秋津　元輝

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  農村と農業の社会学

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

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

 [教科書]
使用しない。資料を毎回配布する。

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の意義と作法　(社会調査士資格認定科目　B)

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間でレポート（40％）　＋　最終のレポート試験（50％）　＋　出席（3分の2以上、10％）

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査における多変量解析の利用 (社会調査士資格認定科目　E)

 [授業の概要・目的]
量的な社会調査データの分析で用いる基礎的な多変量解析法について、考え方とその利用方法につ
いて学習する。3変数の関係について、3次元のクロス表と２元配置の分散分析を理解することから
スタートし、重回帰分析と一般線形モデル、ロジスティック回帰分析が利用できるように説明する
予定。

 [到達目標]
統計ソフトを用いて、データ分析を行う手順を学び、実際にデータ分析を用いたレポートを作成す
ること

 [授業計画と内容]
１． 社会調査データの多様性と分析手法   
２． ３変数の関係の分析（１）：　３次元のクロス表  
３． ３変数の関係の分析（２）：　分散分析の考え方(１次元と２次元)   
４． ３変数の関係の分析（３）：　交互作用について   
５． 調査データの分析実習（１）：　３次元のクロス表と２元配置の分散分析  
６． 重回帰分析の考え方と研究例  
７． 重回帰分析の利用：ダミー変数の利用
８． 一般線形モデルの考え方：　分散分析と重回帰分析の関係
９． 調査データの分析実習（２）：　重回帰分析   
10． 主成分分析と因子分析の考え方 
11． ロジスティック回帰分析の考え方と研究例 
12． 多項ロジスティック回帰分析   
13． 調査データの分析実習（３）：　ロジスティック回帰分析   
14． データと分析モデル
15.　まとめ

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間レポート（40％）　＋　最終レポート（50％）　＋　出席（3分の2以上、10％）

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
岩井紀子・保田時男 『調査データ分析の基礎』（有斐閣）

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

（その他（オフィスアワー等））
授業で調査データの分析実習を行い、課題を出す予定。データは、日本版総合社会調査（JGSS）の
2008年調査を用いる予定。
KULASISで確認してください。メールでアポイントメントが望ましい。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

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  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦争の記憶の現在   

 [授業の概要・目的]
過去の事象が記憶されるとき、事象に深く関わる地域に根差しつつ記憶が紡がれる場合と、地域か
ら拡散するかたちで形成される場合とがある。この両者は二分されるものではないことはもちろん
であり、両者の関係性を読み解くことが必要となる。 
本授業では、戦争の記憶に即してこの関係性を検討することをテーマとしたい。 
具体的には、沖縄戦を取り上げる。 
数名からなる班をつくり、班ごとにテーマを定め、事前調査と現地（沖縄）調査を通じて議論を行
う中で、沖縄戦がどのように語られてきたのか、そして沖縄戦の記憶がどのように表出してきたの
かについての理解を深める。 

 [到達目標]
戦争に即した記憶について、先行研究の理解と現地調査による考察・理解を通じて、地域の記憶を
めぐる問題について主体的・継続的に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンス　（1回目）
２　テーマの概要と設定　（２～３回目）
３　沖縄戦の概要　（４～５回目）
４　学徒の記憶　（６～７回目）
　　※各班が設定した内容の発表を含む
５　集落の記憶　（８～９回目）
　　※各班が設定した内容に関する討議を含む
６　沖縄の現地調査　（10～13回目を充当）
　　※「慰霊の日」（6月23日）を含む2日間程度を予定
７　沖縄の現在　（14～15回）
　　※各班の調査成果の発表と振り返りを含む

 [履修要件]
現地調査への参加が可能な者 
（現地調査の日程の詳細は、受講生全体で相談して決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート 
なお、平常点には授業内および現地調査での積極的な姿勢を考慮する。

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
沖縄戦に関するメディアを適宜、確認しておくこと。
班ごとの発表に際しては、事前に班内で十分な討議を重ねておくこと。

（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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

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  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「地域らしさ」へのアプローチ　～聞き取り調査を通じて～  

 [授業の概要・目的]
現在の社会は、戦後生まれが主役となっているとはいえ、戦前・戦中生まれの者も健在である。一
方、大学生は平成生まれの者となっている。そこには「日常」の意識をめぐる世代間のギャップが
存在する。
本授業の目的は、日常的な「地域らしさ」の解明をおこなおうという中で、平成生まれの学生・院
生がいわゆる「古老」への聞き取り調査をおこなうときに生じる諸課題について理解を深め、自ら
の経験を通して適切なアプローチを探ることにある。 
授業では、茶生産集落を選び、聞き取り調査を複数回実施する予定である。そして、その経験を報
告し、議論していくというスタイルをとる。  

 [到達目標]
先行研究のレビューと、現地での景観調査と聞き取り調査を通じて、自身の20世紀像の曖昧さを振
り返り、より具体的な地域に即した理解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンス　（1回目）
２　テーマの概要と設定　（２～３回目）
３　「地域らしさ」　（４～５回目）
４　宇治茶とは　（６～７回目）
　　※各班が設定した内容の発表を含む
５　「ひと昔前」に到達する難しさ　（８～９回目）
　　※各班が設定した内容に関する討議を含む
６　集落の現地調査　（10～13回目を充当）
　　※「慰霊の日」（6月23日）を含む2日間程度を予定
７　日常を再構成する　（14～15回）
　　※各班の調査成果の発表と振り返りを含む

 [履修要件]
現地調査に参加できる者 
（現地調査の日程の詳細は、受講生全体で決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点、年度末の班別作成のレポート、個人レポートより総合的に判断する。
なお、平常点には授業内および現地見学の際の積極的な姿勢を考慮する。

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
現地調査で訪問する地域については、事前に十分に調べておくこと。
また、調査訪問後も別途、再訪するなどして地域への理解を深めることが望ましい。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読Ⅰ

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、フランス語の読解力の向上を図るととも
に、歴史研究にかかわる理論、概念、研究方法についての理解を深めることを目標とする。 
  

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

   

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本を講読する。 

Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, Editions du Seuil, 2010. 

本書は、歴史学にかかわる概念や研究の方法をめぐって著者がソルボンヌ大学で行なった講義をも
とに書かれた本である。 
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。フランス語の歴史叙述で用いられ
る語彙や文体に親しむとともに、歴史研究にかかわる諸問題についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。    

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。 

   
 
 

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにフランス語の文
献を読み進むうえで効果的であろう。 

   

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれたオペラ・オペレッタ台本、当該作品に関わる同時代の批評記事、参考上映を
通じて、さまざまな文献資料の読解能力を高めるとともに、舞台上の生きたフランス語に触れる機
会を設ける。読解を通じて、19世紀から20世紀初頭にかけての大衆芸術をめぐる理論および歴史的
・文化的背景の理解を深めていく。

 [到達目標]
フランス語の一次資料文献を精読することで、資料との向き合い方および研究の方法論を理解し、
自らが課題とする歴史研究に対して自主的・継続的に取り組む能力を養う。 

 [授業計画と内容]
本授業では、フランスの作曲家ジャック・オッフェンバックの代表作《ホフマン物語 Les Contes d'
Hoffmann》（1881年）を中心にとりあげる。第一回目の授業では、イントロダクションとして、オ
ッフェンバックと大衆娯楽芸術について概要を解説する。毎週、輪読形式で本作品の台本および批
評の精読を行う。出席者は訳文を用意し、わりあてられた担当箇所について調査し、解説する。一
次資料に慣れ親しむことと、19世紀から20世紀初頭の大衆文化にかかわる一般的な語彙の習得をめ
ざす。授業では、読解した箇所の参考映像を確認し、各時代における演出の歴史の変遷についても
理解を深めていく。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）によって評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。  

 [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]
参加者全員が事前にテキストに目を通しておくことを前提とする。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 佐藤　卓己

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学概論

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

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

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

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
メディアに関心があり、情報への感度が高いこと。 

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

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

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

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 吉田　純

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  情報ネットワーク社会論

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

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

 [授業計画と内容]
以下の計画で講義をおこなう。

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

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

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
素点(100点満点)で評価する。 
・平常点(40点)+期末レポート(60点) 
・平常点は、PandAまたはTwitterを用いた課題の提出による 
　(詳細はオリエンテーションで説明)

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・毎回の授業資料を、前日午前中までにPandAの「リソース」にアップロードするので、あらかじ
めダウンロードし、予習しておくこと。 
・TwitterおよびPandAの「フォーラム」を、授業前・授業中・授業後の質疑応答・感想等の提出に
利用するので、積極的に活用すること。 

（その他（オフィスアワー等））
PandAで、資料配付・課題提出・質問受付・その他の各種連絡をおこなう。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  小中学校児童・生徒に対する学習支援とフィリピン研修  

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

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

 [授業計画と内容]
人の国際移動、多文化社会、社会統合政策、フィリピン社会などについて講義を実施し、学習支援
に関する情報共有を行う。

 [履修要件]
この授業は学習支援と授業を履修の要件とします。 

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  企業の社会学

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

 [到達目標]
社会・企業での実践に直結した知識が得られる。

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

受講生の関心により内容を変更することもある。

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点とレポートによる

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

准教授 文学研究科 安里　和晃
教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　東アジアワークショップ

 [授業の概要・目的]
京都大学、国立台湾大学、ソウル大学の社会学科・社会学専修が共同で実施する授業である。今年
度はソウル大学が主催となりワークショップとフィールドトリップを実施する。ワークショップは、
各自の関心にしたがって論文を執筆し、PPTを作成、英語での研究発表を行う。フィールドトリッ
プは東アジアに関する知見を深めることが目的である。

 [到達目標]
台湾や韓国に関する文献を読むことで東アジアに関する理解を深める。英語のプレゼンテーション
を実施し、質問の受け答えができるようになる。 

 [授業計画と内容]
ワークショップは、参加３大学教員による講義（英語）とフィールドワーク、および大学学生によ
る研究発表（英語）からなる。

 [履修要件]
英語での受講と研究発表に充分な学力をそなえていることが求められる。社会学専修以外の学生も
履修できる。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業へのコミットメント、フィールドトリップの企画と実施、英語でのプレゼンテーションにより
評価する。詳細は授業で説明します。

 [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]
東アジアに関する主に社会学の文献を読むこと。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  国際移動 international mobility (migration)

 [授業の概要・目的]
この講義では統合が進むアジアにおける経済、社会、政治、人口について概観し、特に人の移動に
着目した上で、アジアの再編について検討する。取り上げるのはシンガポール、香港、台湾、 韓国
などの新興工業経済地域、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどアセアン諸国、そして、
中国と日本である。アジアに対する理解を深めると同時に、日本の位置づけについても考える。  

 [到達目標]
人の国際移動に関する現状と理論について理解する。  

 [授業計画と内容]
１．アジアの経済成長とその要因Economic development in Asia ２．人口構成の変化 Demographic 
change ３．多様な政治体制 Diversity of political system ４．開発と移住労働 development and 
migration ５．女性の労働力化と移住労働 feminization of labor and migration ６．高齢化と移住労働 
ageing and migration ７．人口政策と結婚移民 population policy and marriage migration ８．多文化共生
・社会統合政策 social integration policy ９．人権の論理 logic of human rights １０．送り出し国の論理
 logic of sending countries １１．開発と国際労働市場 international labor market formation １２．国際協
調体制の構築 international collaboration and mutual benefit

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
中間、期末のレポート(60%),および出席など(40%)。積極的な参加を望みます。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連論文の事前学習と毎回のreflection paperの執筆。 

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 附属病院 加藤　源太

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  医療社会学

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

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

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

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

〈中間レポート〉

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

〈最終レポート〉

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 人文科学研究所 森川　裕貫

 

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   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
現代中国語を正しく発音・読解する能力を身につけることを第一の目標とする授業である。そのた
めに、近年中国で書かれた評論や散文などを教材として取り上げる。なお、日本の過去・現在・未
来について考える際、好むと好まざるとに関わらず、中国の存在を抜きにすることはできない。だ
が、中国についてどのように語るのであれ、われわれが有している理解はしばしばあまりに貧弱で
一面的である。この授業では、中国語の文章を実際に読み込むことで、そうした浅薄な理解から一
歩踏み出ることをも目指す。

＊読解力のみならず、中国語の能力全体を引き上げるために、発音の学習も重視する予定である。

 [到達目標]
現代中国語で書かれた文章を正確に発音し、読解できるようになる。
文章内容の理解を通じて、中国について考える際の手がかりを得る。

 [授業計画と内容]
比較的最近、中国で書かれた評論や散文を、3～4回に1篇のペースで読んでいく予定。受講者には
現代中国語で文章を読み上げた上で、それを日本語訳するという作業が求められる。なお必要に応
じて、どのようにすれば現代中国語の正確な発音が可能となるのかについても指導する。初回に詳
細を説明する。

 [履修要件]
現代中国語に関する基本的な文法事項を習得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]
授業で取り上げる箇所を日本語訳し、現代中国語で音読できるようにしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
中国語の基礎を学び基本的な文法事項については理解しているが、発音や読解に自信が持てないと
いう人の参加を歓迎する。なお、前期と後期で取り上げる文章は異なるので、後期のみの受講も認
める。ただし、中国語（特に発音）に苦手意識があるようであれば、まず前期に受講することを強
く勧める。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 人文科学研究所 森川　裕貫

 

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   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
現代中国語を正しく発音・読解する能力を身につけることを第一の目標とする授業である。そのた
めに、近年中国で書かれた評論や散文などを教材として取り上げる。なお、日本の過去・現在・未
来について考える際、好むと好まざるとに関わらず、中国の存在を抜きにすることはできない。だ
が、中国についてどのように語るのであれ、われわれが有している理解はしばしばあまりに貧弱で
一面的である。この授業では、中国語の文章を実際に読み込むことで、そうした浅薄な理解から一
歩踏み出ることをも目指す。

＊読解力のみならず、中国語の能力全体を引き上げるために、発音の学習も重視する予定である。

 [到達目標]
現代中国語で書かれた文章を正確に発音し、読解できるようになる。
文章内容の理解を通じて、中国について考える際の手がかりを得る。

 [授業計画と内容]
比較的最近、中国で書かれた評論や散文を、3～4回に1篇のペースで読んでいく予定。受講者には
現代中国語で文章を読み上げた上で、それを日本語訳するという作業が求められる。なお必要に応
じて、どのようにすれば現代中国語の正確な発音が可能となるのかについても指導する。初回に詳
細を説明する。

 [履修要件]
現代中国語に関する基本的な文法事項を習得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]
平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
中国語の基礎を学び基本的な文法事項については理解しているが、発音や読解に自信が持てないと
いう人の参加を歓迎する。なお、前期と後期で取り上げる文章は異なるので、後期のみの受講も認
める。ただし、中国語（特に発音）に苦手意識があるようであれば、まず前期に受講することを強
く勧める。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 大谷大学　文学部　教授 阿部　利洋

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  紛争後・民主化後の社会再構築

 [授業の概要・目的]
武力紛争終結後あるいは民主化後に、社会はどのように再建を図り、回復しようとするのか。冷戦
終了以降、この課題に対して、真実委員会や国際法廷といった移行期正義オプションが一般化して
きている。この授業では、これまで世界各地で行われてきた移行期正義の事例を取り上げ、変動期
の社会に対する影響・効果を検討することを目的とする。

 [到達目標]
国家レベルの紛争解決に関する今日的な動向を踏まえるとともに、人権や司法に関するグローバル
な規範が、ローカル社会におけるどのような受容過程・問題点・ブレイクスルーを生んでいるのか、
理解することができるようになる。

 [授業計画と内容]
１.紛争後・民主化後の社会は何をするのか
２.国家的プロジェクトの失敗
３.移行期社会の問題：不信、規範の機能不全
４.移行期正義を考察するアプローチ１：意図せざる結果と逆機能・潜在機能
５.移行期正義を考察するアプローチ２：制度的・政策的な方向性からの逸脱と派生
６.紛争後社会の理念的言説１：移行期正義の政治利用
７.紛争後社会の理念的言説２：過去に関する「正しい」情報生産
８.集合的イベントへの動員１：政策的アリバイとしての動員
９.集合的イベントへの動員２：公式の動員過程から派生する逸脱的な動員
１０.政治的ドラマ１：国民の癒しを掲げる公式の舞台とシナリオ
１１.政治的ドラマ２：公式の舞台の上で／の外で別のドラマが展開する
１２.国民形成のポリティクス：ナショナリズム、想像の共同体、敵対意識のダイナミズム
１３.国家的プロジェクトの失敗と社会的回復
１４.まとめ
１５.期末試験（最終授業回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験（授業最終回、論述式）と、授業中のリアクション・ペーパーによって評価する。評価の
割合は、期末試験60％、リアクション・ペーパー40％。

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
阿部利洋 『真実委員会という選択』（岩波書店）ISBN:978400023450
Leigh Payne 『Unsettling Accounts』（Duke University Press）ISBN:9780822340829
Alex Hinton (ed.) 『Transitional Justice』（Rutgers University Press）ISBN:9780813550688
James Scott 『Seeing ｌike a State』（Yale University Press）ISBN:9780300078152

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者は自発的に具体的事例を調べておくことが望ましい。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西大学　社会学部 准教授 守　如子

 

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  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メディアとジェンダー研究  

 [授業の概要・目的]
メディアは様々な点でジェンダーと深い関わりを持っている。本講義では、メディアの「送り手」
「メッセージ」「受け手」の各局面において、ジェンダーが担っている社会的機能を、社会学やメ
ディア研究、ジェンダー論などを参照しつつ、検討していく。 

 [到達目標]
メディアの多様な側面に着目し、それぞれの過程におけるジェンダー性を読み解くことを通じて、
メディア研究の視点とジェンダーの構築性に関する理解を深める。「メディアとジェンダー」の関
係性を多層的に見ることで、ジェンダー・センシティヴなメディア分析・解釈の方法を身につける。
 

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講義する。順番および具体的な内容について変更する場合がある。 
第1回　ガイダンス：映画に描かれた女性像の変化を題材に 
第2回　メディアが伝達するメッセージ(1)マスメディア 
第3回　ファッションが作る私らしさ 
第4回　メディアが伝達するメッセージ(2)雑誌 
第5回　テレビとジェンダー 
第6回　メディアの送り手とジェンダー 
第7回　少年マンガと少女マンガ 
第8回　マンガに描かれる恋愛と親子関係 
第9回　ファン研究 
第10回　性暴力報道再考 
第11回　性表現をめぐって 
第12回　セクシュアル・マイノリティとメディア 
第13回　メディアへの批判運動：障害学の視点から 
第14回　スポーツ報道とジェンダー 
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
ミニレポート（3～4回、合計30点）と期末試験（70点）により評価する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
国広 陽子・他編  『メディアとジェンダー』（勁草書房）ISBN:4326653698
井上俊・船津衛編  『自己と他者の社会学』（有斐閣）ISBN:464112275X
井上輝子・他編 『表現とメディア (新編 日本のフェミニズム 7)』（岩波書店）ISBN:4000281429 

 [授業外学習（予習・復習）等]
複数回のミニレポートを課すので、それに取り組むこと。 

（その他（オフィスアワー等））
講義内・講義後の積極的な質問を歓迎します。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

立命館大学　　　　　　　
先端総合学術研究科 教授 岸　政彦

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  生活史の社会学──物語／歴史／人生

 [授業の概要・目的]
この講義では、社会学の質的調査、なかでも特に個人の「生活史」（ライフヒストリー、ライフス
トーリー、オーラルヒストリーとも呼ばれる）を対象とした調査法について議論する。個人の生い
立ちと人生の語りである生活史の語りから、私たちはどうやって歴史的なものや構造的なものを想
像することができるだろうか。量的調査法や構築主義にも触れつつ、前理論的な「生活史的センス」
、生活史調査の歴史と論争、生活史から社会を構想するための理論的・方法的課題、そして実際の
生活史調査のノウハウなどについて、豊富な語りの実例や調査のエピソードを交えて講義する。講
義の最後に、より一般的な「他者理解」について考える予定である。

 [到達目標]
この講義を受講することで、社会学／社会科学における質的調査の可能性と困難を十分に理解し、
自分でもこの調査を実践するために必要な知識を得ることができる。さらに、生活史調査の学習を
通じて「他者理解」とは何かについて考えることが目標である。

 [授業計画と内容]
1. 「生活史」とは何か──講義の目的と意義
2. 量的調査のエッセンス──「一般化する」とはどのようなことか
3. 構築主義のエッセンス──実在を言語に還元する
4. 「生活史的センス」──個人の断片的な語りを集めることの意味（3週）
5. 質的調査の歴史──シカゴ学派が何を描いていたか
6. 日本における生活史の展開と論争──中野卓
7. 日本における生活史の展開と論争──桜井厚
8. 日本における生活史の展開と論争──谷富夫
9. 生活史調査のプロセス──聞き取り調査という「相互行為」はどのように進行するか（2週）
10. 質的調査の目的──「他者の合理性の理解社会学」（3週）

 [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り評価する

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
岸政彦・石岡丈昇・丸山里美 『質的社会調査の方法──他者の合理性の理解社会学』（有斐閣）
ISBN:978-4-641-15037-9

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀大学　　　　　　　　　　　　　　　
データサイエンス教育研究センター 助教 伊達　平和

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  基礎的な資料とデータの分析（社会調査士科目C）  

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

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

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

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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

社会学(特殊講義)
 

  担当者所属・
  職名・氏名 明治学院大学　社会学部 准教授 石原　俊

 

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  移動の歴史社会学  

 [授業の概要・目的]
　近代世界（現代も近代の延長だと考えます）は人類史上かつてない「移動の時代」です。移住現
象に関しては、歴史学・民俗学・人口学等の分野に相当程度の調査研究の蓄積があります。また社
会学者や人類学者は、同時代の移動現象に関して分厚い調査研究を積み重ねてきました。しかし、
これらの調査研究は、しばしば各分野でバラバラに進められてきたきらいがあります。そのため、
個別の移動・移住現象が近代世界（同上）の各局面でもつ意味をどのように考えるのかについて、
今でも若い学徒は苦労しながら独学しなくてはならないのが実情です。 
　担当者は、小笠原群島・硫黄列島など日本の南方離島を主な調査対象として、19世紀から現代に
いたるグローバリゼーションとコロニアリズムの展開のなかで、島嶼社会や海洋社会を拠点に生き
る移動民や移住民とその子孫たちが、世界市場・主権国家・国民国家・植民地帝国・総力戦体制・
冷戦体制といった近代的諸制度の力に巻き込まれながら、どのように生きぬいてきたのかを研究し
てきました。 
　担当者のメインの研究領域は北西太平洋に浮かぶいくつかのごく「小さな」群島ですが、そこか
ら見えるのは歴史的にも地理的にも非常に「大きな」近代世界です。移動をキーワードに、「小さ
な」フィールドと「大きな」世界を往還する調査研究方法・視座について、講義を通して受講者の
みなさんと一緒に考えていきたいと思います。 

 [到達目標]
　移動・移住や海洋社会・島嶼社会をめぐる記録や記憶は多くの場合、定住社会や大陸社会（大き
な島を含む）のそれに比べて周辺化・断片化されています。そうした記録や記憶を調査し再構成す
る歴史社会学の作業は、けっして容易ではありませんが、スリリングでもあります。 
　移動、移住、グローバリゼーション、コロニアリズム（植民地主義）、島、海、世界市場、主権
国家、国民国家、帝国、総力戦、冷戦といったキーワードにひっかかる受講者には、何か得るもの
があるような講義にしたいと考えています。 

 [授業計画と内容]
1. イントロダクション――講義の概要と成績評価について（第1回） 
2. 周辺化された記録・記憶を再構成すること（2～3回） 
3. 「島」と「海」からみるグローバリゼーション（4回） 
4. 移動民の遠心力と遠心力――世界市場の歴史社会学（5回） 
5. 移動を捕捉する――主権国家の歴史社会学（6回） 
6. 移動を調整する――植民地帝国の歴史社会学（7回） 
7. 移動を強制する――総力戦の歴史社会学（8回） 
8. 移動を制限する――冷戦の歴史社会学（8回） 
9. 移動の自由？――グローバリズムの歴史社会学（10回） 
10. 移動の歴史社会学の理論的視点――レヴィ＝ストロースからドゥルーズまで、宮本常一から鶴
見良行まで（11～13回） 
11. 質疑と討議（14回） 
12. 授業内試験（15回）

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席状況や質疑・討議への参加状況（平常点、40%程度を予定）と、最終時限に実施する授業内
試験（論述形式、60%程度を予定）により評価します。

 [教科書]
石原 俊  『＜群島＞の歴史社会学――小笠原諸島・硫黄島、日本・アメリカ、そして太平洋世界』
（弘文堂）（講義時間全体の約半分（「授業計画」欄3～9）は、このテキストの内容に基づいて授
業を進めます。安価で（1,400円）、入手も容易であり（「現代社会学ライブラリー」シリーズの1
冊）、ページ数も多くありません。受講者は、なるべく入手・持参してください。 ）

 [参考書等]
  （参考書）
石原 俊  『近代日本と小笠原諸島――移動民の島々と帝国』（平凡社）（書店では現在品切状態で、
かつ大部ですが、京大の図書館には何冊か所蔵されています。研究者を志す院生のみなさんは、目
を通してきていただければ、得るものがあるかもしれません。）
石原 俊  『戦争機械／女の交換／資本主義国家――ノマドとレヴィ＝ストロース』（河出書房新社）
（(『KAWADE 道の手帖　レヴィ＝ストロース――入門のために　神話の彼方へ』河出書房新社 所
収) 　　「授業計画」欄10に関連する拙稿です。）
石原 俊  『＜島＞をめぐる方法の苦闘――同時代史とわたりあう宮本常一』（(『現代思想』39巻15
号 所収) 　　「授業計画」欄10に関連する拙稿です。 ）

  （関連ＵＲＬ）
http://soc.meijigakuin.ac.jp/gakka/staff/s-ishihara.html(本務校の教員紹介ページ)
https://gyoseki.meijigakuin.ac.jp/mguhp/KgApp?kyoinId=ymdegegeggy (担当者の研究業績等一覧)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業前にできるだけ、次の2点に目を通してきてください。両方ともネットですぐ読めます。 
　(1)「社会学者・石原俊氏インタビュー「過去を生きた人びとに寄り添って――「島」から学ぶ、
歴史社会学」『シノドス(Synodos)』2013年10月21日 
http://synodos.jp/intro/5919 
　(2)福間良明、野上 元、石原 俊「座談会：「殺す／殺される」前に――戦争と社会の関係を理性
的に考える素地を早急につくっておかなければいけない　『戦争社会学の構想』（勉誠出版）をめ
ぐって」『図書新聞』2013年8月31日 
http://www1.e-hon.ne.jp/content/toshoshimbun_2013_syohyou_3125_1-1.html 
その他（オフィス・アワー等）
　基本的に前半～中盤は講義形式で授業を勧めますが、講義の途中であっても受講者の積極的な質
問やコメントを歓迎します。 

社会学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(3)

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 中京大学 埴淵　知哉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  健康地理学の諸問題

 [授業の概要・目的]
日本を含む世界の多くの国では、平均寿命の延伸と同時に、健康水準の社会経済的・地理的な格差
が観察されている。このような現状に対して、近年は健康地理学や社会疫学・空間疫学と呼ばれる
分野が拡大し、人々が住んでいる地域の諸環境が健康をどのように左右するのかについて研究が進
められてきた。なかでも、街の歩きやすさや社会的つながりといった多様な建造・社会環境の健康
影響が注目を集めており、健康の問題を都市や地域のあり方と結び付けた幅広い議論へと展開して
いる。本講義では、このような健康をめぐる地理学研究の動向を紹介するとともに、日本社会を対
象とした研究の課題と可能性について議論していく。また、この分野の研究基盤となっている多様
な方法（統計的社会調査、GIS・空間分析、疫学的方法論など）についても、実際のデータを利用
した分析を通じて有用性や課題点を検討する。

 [到達目標]
健康の地理的格差に関する現状と課題を理解し、様々な地域環境の健康影響を論理的に説明できる
能力を養う。
地域環境の健康影響を実証的に分析するための方法（統計、GIS、疫学など）を習得する。

 [授業計画と内容]
第1-2回：講義概要の説明、健康地理学および社会・空間疫学の基礎
第3-4回：マルチスケールで見る健康水準の地域差とその背景
第5-6回：地図を利用した因果関係の推論
第7-8回：フードデザートと栄養・肥満
第9-10回：ウォーカビリティと身体活動
第11-12回：ソーシャルキャピタルと健康状態
第13-14回：健康な場所の条件を考える
第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（60%） 
平常点：授業中の課題、議論への参加状況など（40%）

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

社会学(特殊講義) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 岡邊　健

未更新

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]

 [到達目標]

 [授業計画と内容]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]

 [教科書]

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]

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

社会学(特殊講義) 
 

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  福祉レジームの再編成

 [授業の概要・目的]
年金制度の危機、保育所不足、子どもの貧困などについての報道に接すると、社会保障制度の今後
についての不安を掻き立てられるだろう。手厚い社会政策は経済成長の足かせとなるとも言われる。
社会保障の持続可能性は、今後の世代の将来設計を大きく左右する現代の最重要課題のひとつであ
る。　
本講義では、1970年代以降の新自由主義と人口高齢化の時代に、福祉国家をめぐる考え方はどのよ
うに変化し、どのような方向の政策が提案され実行されてきたのかを概観する。とりわけワークラ
イフバランス政策による女性の活用、乳幼児教育とケア、積極的労働市場政策など、人的資本に投
資することで経済成長と両立する福祉国家建設をめざす「社会投資型福祉政策」と呼ばれる潮流に
着目する。また、福祉の責任を家族、国家、市場、コミュニティ等のセクターが分担して負うよう
になった現状を福祉レジームと呼ばれる枠組みでとらえる。ヨーロッパのみでなく、北米やアジア
地域の動向も視野に入れて、日本の現状をグローバルな文脈でとらえ直し、持続可能な福祉レジー
ムを建設するためにとるべき方向性について筋道を立てて考えたい。

 [到達目標]
①1970年代以降の新自由主義と人口高齢化の時代に、福祉国家をめぐる考え方はどのように変化し、
どのような方向の政策が提案され実行されてきたのかを理解する。
②主要国における社会投資型政策実施の状況、その効果についての概括的知識を得る。
③福祉の責任を家族、国家、市場、コミュニティ等のセクターが分担して負うようになった現状を
福祉レジームと呼ばれる枠組みでとらえることを学ぶ。
④ヨーロッパのみでなく、北米やアジア地域の動向も視野に入れて、日本の現状をグローバルな文
脈でとらえ直し、とるべき方向性について筋道を立てて論じられるようになる。

 [授業計画と内容]
１－２　福祉国家の歴史的発展
３－６　社会投資型福祉国家　　　
７－８　ジェンダーと福祉国家
９　　　福祉レジーム
１０－１１　ヨーロッパの福祉レジーム
１２－１３　日本の福祉レジーム
１４　　　　北米とアジアの福祉レジーム
１５　　　　まとめ
＊各項目について、指定された文献についての学生の発表と講義を行う。
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表、発言　20％
授業で回収するフィードバックシート　20％
期末レポート　　　　60％

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Nathalie Morel, Bruno Palier and Joakim Palme eds. 『Towards a Social Investment Welfare States?: Ideas, 
Policies and Challenges 』（Policy Press ）
エスピン‐アンデルセン 『平等と効率の福祉革命』（岩波書店）
さらに授業中に紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表者に選ばれた者は論点を整理して授業で発表する準備を行う。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学：質的調査法の可能性（社会調査士科目F）

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点,提出物(論文・レポートなど)

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連文献の講読とリフレクションペーパーの執筆。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学 荻野　昌弘

 

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  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代社会の諸相と社会学理論

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

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

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 竹沢　泰子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人種・エスニシティ論

 [授業の概要・目的]
アメリカ大統領選以後、世界はますます不穏な空気に包まれている。移民・難民に対する排斥感情
やイスラムフォビア、性的マイノリティや障害者も含め、弱者に対する差別・バックラッシュは世
界中に蔓延しつつあるかのようである。日本におけるヘイトスピーチも、ヘイトスピーチ対策法施
行後もとどまることはない。今このような時代だからこそ、人種・人種差別について改めて考えた
い。そもそも人種とは何なのか。いつから存在するのか。現代の人種主義はどのように過去と異な
るのか。私たちの身の回りの部落差別や在日差別、アイヌ差別などをどのように考えるべきか。講
義とディスカッションをベースとする。

 [到達目標]
「人種」「人種主義」を理解するための基本的知識を身につける。また、海外の事例と日本の事例
をつなげて考えて、通底する構造に興味を抱くようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の内容で授業を進めるが、出張等で変更する場合がある。
第１回　授業概要
第２回　人種・エスニシティの定義
第３回　『人種主義の歴史 １』（DVD）
第４回　現代の人種主義
第５回　古代から人種は存在したのか
第６回　人種と色のイデオロギー
第７回　『人種主義の歴史 ２』（DVD）
第８回　ディスカッション
第９回　科学的人種主義
第10回　ゲノム・ポストゲノム時代の人間の分類
第11回　『人種主義の歴史 ３』（DVD）
第12回　複合差別
第13回　共生のために
第14回　総括
第15回　期末レポート

 [履修要件]
専門の英語論文の読解力

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
４回以上欠席した場合は単位を認めない。
レポートは全回提出しない限り、単位を認めない。

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

出席および討論への積極的参加　４０％
学期末レポート　４０％
提出物　２０％

 [教科書]
授業中に指示する
授業の最初に配付するシラバスに従い、毎週課題論文を読む。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業最初のシラバスに記載。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業前に課題論文を読む。
基本的に課題論文は英語と日本語。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはアポイントメント制。

授業が延長する場合もありますので、ご了承ください。

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

社会学(演習Ｉ) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

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  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  社会学の基礎理論

 [授業の概要・目的]
　社会学理論は、社会調査法と並んで社会学を学習するうえで最も基本的な科目である。社会現象
を説明／解釈するためには社会学の基本的な概念や思考法、分析枠組の習得が欠かせないからであ
る。このことを踏まえて、この授業では、社会学理論の主要な歴史的系譜を理解した上で、さまざ
まな社会学的伝統に属する代表的著作を日本語訳で読解することを通して、社会学的な発想法や分
析方法の習得をはかる。

 [到達目標]
　社会学理論の主要な伝統の各々についてその基本的特徴や相互の関係を理解するとともに、社会
学の基礎概念の使い方や社会学的なものの見方の基本を習得する。

 [授業計画と内容]
　古典社会学（前期）・現代社会学（後期）のそれぞれについて、概説書と原典（日本語訳で初学
者にも比較的理解しやすいもの）を毎回50～100ページ程度のペースで読み進める。毎回2～3名の
報告者をあらかじめ決めておき、報告者の作成したテキストの要約を検討しながら内容について討
論する。報告者は正確な要約を作成するのみならず、関連する文献をできるだけ読んでおき、テキ
ストに登場する用語等について必要に応じて注釈することが求められる。受講者には前期・後期各
1回ずつ報告を担当してもらう。

1. イントロダクション　【1週】
2. 初期社会学史概観　【3週】
3. 古典社会学の代表作　【10週】
4. 現代社会学の諸理論　【14週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートによる（出席率約25％、授業での報告約25％、レポート50％）。

 [教科書]
授業中に指示する
　入手困難なテキストについてはコピーを配布するが、比較的廉価で入手可能なテキストは受講者
全員に購入してもらう。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

社会学(演習Ｉ)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(演習Ｉ)  (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　受講者は各回の授業で取り上げるテキストを必ず事前に読んだ上で質問／コメントを提出しなけ
ればならない。

（その他（オフィスアワー等））
　社会学専修3回生の必修科目。受講者には定期的出席のみならず予習と授業中の積極的発言が求
められる。テキストは毎回受講者全員が事前に読んできているという前提で授業を進める。

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

社会学(演習II) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  家族、ジェンダー、人口、福祉の社会学

 [授業の概要・目的]
学生が各人の関心に応じて研究プロジェクトを構想して実施する。先行研究のレビュー、研究枠組
の構築、適切な方法による研究の実施を経て、成果を口頭および論文のかたちで発表する。研究方
法は、文献研究でも、実証研究でも可。研究テーマは家族、ジェンダー、人口、福祉に関するもの
を中心とするが、それ以外でも可。

 [到達目標]
(1)自分の研究関心に応じて研究プロジェクトを構想、実施し、結果を論文にまとめることができる
ようになる。
(2)先行研究のレビューを行い、研究枠組を構築できるようになる。

 [授業計画と内容]
１　研究関心の発表、参考文献の提示
２～６　　参考文献を中心とした先行研究のレビューと研究枠組の発表
７～１５　研究成果の発表

 [履修要件]
3回生以上を優先するが、強い意欲があれば2回生でも参加を認める場合がある。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
口頭発表　50%
論文　　　50%

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考文献を中心とした先行研究のレビューと研究枠組の構築、研究の実施、口頭発表の準備、論文
執筆などは授業時間外に各自が行う。

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

社会学(講読) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英語文献講読

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席40%、レポート60%などで評価を行います。

 [教科書]
授業中に指示する
授業で配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に文献を読むこと。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系99

授業科目名
　<英訳>

社会学(講読) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  社会学の論文を英語で読む

 [授業の概要・目的]
世界の社会学で最も影響力があるのは英語圏の研究であり、事実上、英語が共通語として世界の社
会学者の間で用いられることも多い。それゆえ、社会学の基本概念や分析法などの専門用語を英語
でも理解できることが望ましい。この授業では、社会学の英語の論文をいくつかとりあげ、その内
容や前提となる知識、構成、表現方法を、講読を通して解説していく。論文は一文ずつゆっくり翻
訳していく。

 [到達目標]
「論文」というものの満たすべき要件や基本的な構成について理解する。また、社会学の英語論文
でよく用いられる表現や言い回しについて理解する。さらに取り上げた論文の基本的主張とその論
拠を理解する。

 [授業計画と内容]
基本的には毎回少しずつテキストを翻訳していき、学生の理解等をふまえて適宜解説を加えるので、
数回分まとめて記載している。

第1回  オリエンテーション
第2～7回  1本目の論文の講読
第8回  中間試験
第9回  中間試験フィードバックと2本目の論文の講読
第10～14回  2本目の論文の講読
第15回  期末試験のフィードバック

 [履修要件]
大学2年生レベルの英語力があること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点 20% 、中間試験 40% 、期末試験 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]
予習を重視する。毎回読む予定の部分を授業の前にあらかじめ読み、わからない単語の意味などを
調べておくこと。

（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。



行動・環境文化学系100

授業科目名
　<英訳>

社会学(実習) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

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

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、フィールドワークの手法を学習しながら、以下の四点を基軸に地域社会調査を企
画実行することにある。その四点とは、第一に、地域社会が育んできた社会編成の制度と智慧を学
びこと、第二に、地域社会が直面している困難（農林漁業の困難、後継者不足、過疎化、高齢化な
ど）の実態を学び、その対応を考えること、第三に、東海、南海、東南海地震による甚大な被害が
想定される地域が、それに対処するためにどのように対応を準備しているのか（できていないか）
について検討すること、そして最後に、地域の人たちと協同しながら地域の近未来像を考えること
で地域に調査の成果を還元すること、である。調査地は一九九八年以降、地元自治体と連携して本
研究室が地域社会調査（「地域に学ぶ」）を実施してきた三重県南部東紀州地域である。
調査対象は、三重県東紀州地域の漁村、農村、山村の三つの小集落。

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

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

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

社会学(実習)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(実習)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と報告書執筆のレポートによって評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参加学生は、各自調査対象の地区を一つ選び、５人で一つの班を編成して共同でフィールド調査を
実施する。

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

社会学(実習) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の実際 社会調査士科目G

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

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

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

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

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

社会学(実習)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(実習)  (2)

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

 [教科書]
使用しない

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習重視。宿題が頻繁に出る。
 

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

社会学(卒論演習) 
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 卒論演習

使用
言語   日本語 

題目  卒業論文演習

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

 [到達目標]
卒業論文を書き上げる。

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

 [履修要件]
本年度に社会学専修に卒業論文を提出する予定のもの

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
前期1回の報告と9月初旬に序論／要旨の提出。後期数回の報告および出席により成績評価をおこな
う。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業において指示する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 石川　義孝

 

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  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人口減少時代の日本における地理学的課題の検討

 [授業の概要・目的]
　わが国の総人口は、2008年に１億2,808万人のピークを迎えて以降、減少時代に入っており、2050
年までには１億人を切ると予想されている。人口減は今後、年を追うごとに減少率が大きくなり、
関連の問題も徐々に厳しさを増していく、と予想されている。こうした人口の長期的趨勢自体は、
国立社会保障・人口問題研究所の推計から判明しているが、これに関連し、いくつか重要な地理学
的検討課題がある。本授業では、主に日本を対象に、基本的なデータの提示や関係する既往文献の
紹介や論評を行う。

 [到達目標]
人口地理学をめぐる各種のテーマが、どのように形成・再編されてきたかを理解し，それを踏まえ
て、現代日本における人口減関連の諸問題に関する処方箋を考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の各トピックあたり、数週の授業をする予定である。
１. わが国における人口地理の概況
２. 地方圏における現状と創生策
３. 国際人口移動の政策的誘導
４. 受講生による発表

 [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%）、発表(30%)、レポート（40%）による。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文献資料や古地図から空間分析へ

 [授業の概要・目的]
 文字情報のなかに隠れた空間パターンを顕在化するための体系的な手順および空間分析の方法につ
いて説明する。近現代の文献史料や古地図を素材とし、そこに書かれた文字情報から、空間情報を
抽出し、パターンを描くという一連の分析手順を、分析主題に応じて柔軟に構築する重要性を明ら
かにする。
　講義では、点と線と面にかかわる空間パターンおよび分析手法をとりあげる：。面域の画定、境
界の線引き、ノードとエッジによるネットワーク構造、被覆領域の重層性、点パターンの凝集性な
ど。
　講義を通して、既存の地理データでは得られないオリジナルの分析データや分析ツールを工夫す
る楽しさ、また、地理学的に意味のある空間パターンを発見するおもしろさを、受講生が体験的に
学習することを目標とする。

 [到達目標]
本講義の目標はつぎの３点である：(1)古地図に記載された情報から、明示的に描かれていない空間
パターンを読み取るセンスを養うこと、(2)資史料に記載された文字情報から空間情報を抽出し、地
図化する技法を習得すること。(3)地図や文献から抽出した空間パターンが地域や都市の空間構造と
してどのような重要性を持つか、理解する力を養うこと。

 [授業計画と内容]
本年度の講義では、以下のようなトピックスを主としてとりあげる。
(1) 文献資料から読み取る空間情報
      ―新聞記事、住民異動届、商工名鑑、高額所得者一覧など
(2) 点データのプロット、面域パターンの画定
(3) 日本の都市空間構造における空間パターンの意味
(4) 明末清初の辺境図に記載された里程と方位
(5) 軍事戦略におけるネットワークと被覆領域の意味
(6) 清代北京図に描かれた八旗記号
(7) 三軍八旗区域の画定と清代北京の都市構造
れぞれのテーマについて、３～５週ずつとりあげる。

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価
　提出されたレポート（６０％）、出席状況（２０％）、授業への参加態度
（２０％）などを総合的に勘案して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必要がある場合は、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：水曜日の午前１１時から午後１時

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  山と森の歴史地理

 [授業の概要・目的]
本講義では，環境の利用・改変・管理・認識の視点から，日本の山村と森林の歴史地理を検討する。
日本の山村は現在，過疎化や限界集落，廃村といった問題を抱えているが，かつては多くの人々が
山や森の動植物に依拠して生活していた。山村における人と環境との関係史を，歴史地理学あるい
は環境歴史学的な観点から捉えるならば，森林を改変しながらも，それを巧みに利用・管理する暮
らしのあり方が浮かび上がってくる。本講義では，地理学・歴史学・民俗学の議論を紹介しながら，
山村と森林の歴史地理をたどることで，人と環境の関係について様々な視点に触れるとともに，現
在の山村や森林のあり方について，理解を深める機会を提供したい。 

 [到達目標]
現在様々な問題を抱える山村地域に関して，その歴史地理的背景を理解するとともに，人間と環境
の関係史を広い視野から動態的に捉える能力を養う。

 [授業計画と内容]
１．山と森の歴史地理
　第１回　人と環境の関係史
　第２回　秋山記行の世界
２．森林に依拠した生業
　第３回　堅果食の系譜
　第４回　狩猟とその周縁化
　第５回　焼畑と森林管理
　第６回　木地師と木工の系譜
３．山をめぐる自然観
　第７回　山の神とは誰か
　第８回　修験道の自然観
４．森林の破壊と改変
　第９回　禿げ山と草原
　第10回　育成林業の登場
５．山と森の近代
　第11回　風景としての山岳
　第12回　登山とナショナリズム
　第13回　近代林学と植生管理
　第14回　内なる異文化
※第15回　小論文試験
※第16回　フィードバック

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のテーマに関する小論文試験を行い，到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
米家泰作 『中・近世山村の景観と構造』（校倉書房）ISBN:4751733508
宮本真二・野中健一 『自然と人間の環境史』（海青社）ISBN:4860992717
池谷和信・白水智 『山と森の環境史』（文一総合出版）ISBN:4829911999

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ(京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代日本の植民地と地理的知

 [授業の概要・目的]
本講義では近代日本の植民地となった朝鮮半島に関して，地理的な表象や言説が果たしてきた政治
的・経済的・社会的な役割を，批判的に検討する。近年の歴史・文化地理学では，地理的な表象や
言説に関する議論が盛んに行われている。その動向を踏まえて，地図・土地調査・旅行記・地誌・
学術調査・史蹟景観をめぐる地理的知の諸相と，その受容や理解の具体例を分析する。

 [到達目標]
地理的な知の役割を歴史的に俯瞰し，その意義を批判的に捉える能力を養うとともに，様々な歴史
地理的資料に関する基本的事項を理解する。

 [授業計画と内容]
１．地理的知の近代
　第１回　オリエンタリズムと心象地理
　第２回　歴史地理学とオリエンタリズム
　第３回　地理学の帝国
２．朝鮮像の系譜
　第４回　近世日本の朝鮮像
　第５回　明治日本の朝鮮像
３．植民地のマッピングと空間把握
　第６回　朝鮮の測量と地図化
　第７回　森林資源の地図化
４．学知と植民地
　第８回　植民地朝鮮の地理学者
　第９回 「知的征服」とその諸相
　第10回 「火田整理」と焼畑像
５．史蹟とその経験
　第11回　史蹟とコロニアルツーリズム
　第12回　史蹟の保存と経験
　第13回　神話と植民地
　第14回 「近代」概念の空間的含意
※第15回　小論文試験
※第16回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のテーマに関する小論文試験を行い， 到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Ｂ・グレアム，Ｃ・ナッシュ 『モダニティの歴史地理』（古今書院）ISBN:4772214704
Ｄ・リヴィングストン 『科学の地理学: 場所が問題になるとき』（法政大学出版局）ISBN:
4588371207
 神谷浩夫・轟博志 『現代韓国の地理学』（古今書院）ISBN:4772231315
J. Agnew & D. N. Livingstone 『The SAGE Handbook of Geographical Knowledge』（SAGE Publications）
ISBN:1412910811

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ (京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水野　一晴

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  世界の自然環境と人々の生活や社会

 [授業の概要・目的]
世界の各地域の気候環境は多様である。その多様な自然環境の中で人々は独自の社会や文化を生み
出してきた。本講では、世界のいくつかの地域を取り上げ、その場所の気候、地形、植生、土壌、
水文環境などの自然環境を説明し、その自然環境の中で歴史的に人々はどのように定住していった
のか、あるいは人々はその自然をどのように利用しながら生活を営んでいったのか、自然とどのよ
うに向き合っているのかなどの点から検討する。また、地球温暖化などの長期的あるいは異常気象
などの短期的な気候変化が、自然や人間活動にどのような影響を及ぼしているかについても議論す
る。

 [到達目標]
世界各地の気候、地形、植生、土壌といった自然環境要因の複合的作用およびその変化について理
解する。自然環境が人間活動とどのように関わっているかを考察し、その一方の変化が相互作用に
よって大きく両者に関わっていくことを理解する。世界の各地域ごとにその自然環境のもとで多様
な社会や文化が生み出されていることを理解する。

 [授業計画と内容]
１．南アルプス、大雪山、北アルプス、中央アルプスの植生の立地環境とその変化[2週]
２．アフリカの国と民族と紛争[1週]
３．アフリカの環境の歴史的変遷[2週]
４. ナミブ沙漠とカラハリ砂漠の環境変遷[2週]
５. ナミブ沙漠の自然と人間活動[1週]
６. ケニア山とキリマンジャロの環境変遷と植生変化[2週]
７．インド、ヒマラヤ地域の社会とチベット文化[1週]
８．インド、ヒマラヤ地域のチベット仏教とポン教[2週]
９．総合討論[2週]
１０．インド、ヒマラヤ地域の植生分布と樹木利用[1週]
１１．インド、ヒマラヤ地域の植生とヤクの牧畜活動[1週]
１２．インド、ヒマラヤ地域の気候環境と農耕活動[1週]
１３．アンデス地域の民族と社会、文化[1週]
１４．アンデス地域の気候環境と植生[1週]
１５．アンデス地域の植生とリャマ・アルパカの牧畜活動[2週]
１６．ポリネシアの自然環境と社会・文化[2週]
１７．世界各地の自然と社会・文化[3週]
１６．総合討論[3週]

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。
高校で地理を履修していなくても十分理解できます。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席状況、小テスト、小レポート、授業内での発言など

 [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]
授業が理解できたかどうか把握し、理解できなかった部分については次回授業で質問してください。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小方　登

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地理情報・衛星画像の処理・分析の基礎

 [授業の概要・目的]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化についてその原理を講じる。地理情報処
理の実例として衛星画像の処理・分析を主に取り上げる。地形図が利用できない地域でも利用でき
る衛星画像は，グローバルなスケールで有効な地理情報ソースとして位置づけることができる。コ
ンピュータを利用した実習も含む。

 [到達目標]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化および衛星画像の処理・分析方法につい
ての理解の増進を目標とする。

 [授業計画と内容]
１）地理情報のモデル化‥‥地表の現実ないし地図の内容をコンピュータで扱うためのモデルとし
て，ベクトルモデルとラスターモデルの２つを取り上げ，それぞれの特質について説明する。 コン
ピュータで地形を処理・分析するために，ラスターモデルに基づく格子DEM（Digital Elevation 
Model）が適していることなどについて考察する。
２）地理情報システム‥‥実際に運用されているGIS（地理情報システム）がどのようなものか，
QGISを利用して，ベクトル・ラスターそれぞれの形式について実際に取り込んで実習する。
３）リモートセンシングの原理と応用‥‥ラスターモデルに基づく地理データの例として，衛星画
像を取り上げる。衛星画像の利用はリモートセンシングに含まれるが，その原理について，それが
電磁波の観測に基づくことなどを説明する。また大気・地表・海洋の観測など，応用分野ごとの特
徴について考察する。 
４）衛星による地球観測 ‥‥地球観測衛星の運用方法について説明する。地球観測衛星の光学セン
サー，合成開口レーダーについて解説し，さらに近年利用可能になった高解像度衛星の性能につい
て紹介する。 さらにデータの入手方法について説明する。
５）衛星画像の分析と表示‥‥コンピュータを利用した衛星画像の応用は，地表の土地被覆につい
ての処理・分析が中心だが，それらについて紹介する。衛星画像の複数バンドを用いた合成色表示，
植生分布の指標化，最尤法に基づく土地被覆分類の原理を説明した上で，コンピュータを用いた実
習を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験による。

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/ogata/(小方研究室ホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
メディアセンターの端末や自宅のパソコンにおいて，授業で扱う内容を実行することができるので，
必要に応じて行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：月曜11:00～12:30

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国農村の生活空間研究

 [授業の概要・目的]
中国農村における空間と社会が、どのような関係を形成してきたのかをめぐって、地理学の視圏に
軸足をおいて講義を進める。江蘇、河南、四川などで行ってきたフィールド調査に基づいて、中国
農村の生活空間とその多様性を実態的に考えてゆく。

 [到達目標]
地理学における生活空間論に関する基本的事項を理解する。
中国農村について理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマをめぐって授業を行う。
１つのテーマあたり２－３週の授業を行う予定である。

１．村落・行政村
２．定期市・市場町
３．市場圏・郷
４．通婚圏
５．広域の生活空間
６．中国農村の基層空間
７．生活空間論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に期末のレポートにより評価を行い、授業への参加度を加味する。授業への参加度は授業時のデ
ィスカッションによって測る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の内容について、授業中に紹介した文献や論文を参考としながら、自らの興味関心に応じて発
展的な学習を展開する。期末レポートにその成果を反映することとなる。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国における都市農村関係

 [授業の概要・目的]
都市と農村の関係について、中国を対象として考える。
現代中国においては都市と農村が截然と分けられてきたが、それがいかに形成・変容されてきたか
について、主に地理学的な視角から具体的に検討してゆく。

 [到達目標]
現代中国についての理解を深める。
地理学における都市農村関係の研究方法について理解する。

 [授業計画と内容]
以下のテーマをめぐって授業を行う。
一つのテーマについて、１－２週の授業をする予定である。

１．都市人口
２．戸籍制度
３．タンウェイ
４．住宅制度
５．土地改革と集団化
６．非集団化
７．郷鎮企業
８．農民工
９．都市と農村

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
主に期末のレポートにより評価を行い、授業への参加度を加味する。授業への参加度は授業時のデ
ィスカッションによって測る。

 [教科書]
使用しない

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の内容について、授業中に紹介した文献や論文を参考としながら、自らの興味関心に応じて発
展的な学習を展開する。期末レポートにその成果を反映することとなる。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 山村　亜希

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦国・近世都市を読む・歩く

 [授業の概要・目的]
いかなる現在の景観も、長きにわたる自然環境と人間社会との相互作用を通じて生成されたもので
ある。たとえ歴史的建造物や遺跡が眼前に残っていなくても、景観にはその地域固有の歴史と地理
が刻印されている。このような歴史地理学の視角を前提として、本授業では、現在の城下町・港町
由来の地域景観の中に歴史地理の痕跡を見出し、その特性を考える。 
　本授業は、現代の地域の「前史」を単なる知識として知ることをゴールとするものではない。本
授業の目的は、現代の諸地域がどのような個性（特性）を持っているのか、その地域性の形成要因
・メカニズムとは何かといった、地域の基層を「発見」することにある。 
　本授業では、①戦国～近世初期の都市景観を復原し（景観復原図の作成）、②その後の（主に近
代以降の）景観変化を地図上で見出し（新旧地形図の読図）、③現地を歩いて、現在を規定する過
去の空間構造と地域性を考察する（巡検・景観観察）。この3点は、歴史地理学のオーソドックス
な方法であるが、ただ漫然と現地を歩くだけでは気づくことのできない、現代の地域性を見出すた
めの正攻法であろう。 
　以上より、本授業では、畿内・その近国の戦国～近世初期（16～17世紀）の城下町・港町数カ所
を事例として、①景観復原図の作成・②読図・③巡検の方法で、その後身である現代の都市景観に
アプローチする。①については、文献史料や絵図等の歴史資料を具体的に提示し、その史料批判を
講義するので、それをふまえて、受講生自身が景観復原図を作成する。さらに、その復原図を元に、
戦国～近世初期の歴史的意義や地域的特性について、講義を行う。②については、明治から大正、
昭和、平成の地形図をもとに、受講生が読図を行い（人数に応じてグループで）知見を発表する。
それを総括しつつ、空間構造の変遷と立地環境の変化について、講義を行う。これらをふまえて、
休日の午後を使って、実際に現地に赴いて、③の巡検を行う。 
　このように本授業は、完全な講義ではなく、実習的要素が多い。地図を作り、読み、歩くという
人文地理学の基礎的な３つの実践を通じて、歴史地理学の醍醐味と諸地域の空間構造の多様性を実
地で学んで欲しい。   

 [到達目標]
歴史地理学の基本の視角を理解し、①文献・絵図・発掘調査等の多様な資料を適切に活用した実証
的な景観復原と、②読図、景観比較、③巡検といった地理学的実践ができるようになる。それとと
もに、人文地理学の発想力・想像力を身につける。    

 [授業計画と内容]
各地の発掘調査の成果や巡検先の博物館の特別展・企画展、授業の進捗状況に応じて、順番の変更
や対象地の変更の可能性もある。　 

第1回：授業の概要説明、歴史地理学の視角と方法 
第2～7回：琵琶湖の港町と城下町：坂本から大津へ、大津から膳所へ 
　＊5/21（日）午後　巡検 
第8～13回：丹波の戦国・近世城下町：八木から亀山（亀岡）へ 
　＊7/9（日）午後　巡検 
第14回　まとめ 

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（40%） 
平常点：出席、景観復原図作成、読図、巡検への取り組み（60%）　

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指示する景観復原図の作成、新旧地形図の読図は、授業時間内に終えられなかった場合、翌
週までの宿題となる。巡検の感想やそこで抱いた疑問に対する調査を、自分で撮影した写真を含め
てまとめて提出してもらい、復習をしてもらう。巡検までに、指示した参考文献等を読んでくると
理解が深まり、予習となる。   

（その他（オフィスアワー等））
5月21日(日）と7月9日（日）の巡検は、授業の一環なので、受講生は予定を事前に確保し、参加す
ること。巡検に係る交通費・入館料等と遠足用レクリエーション保険料（1回につき50円程度）は
自己負担である。現地では、交通安全に十分気をつけることはもちろんだが、念のため、各自で生
協の学生総合共済等、各自が加入している保険の情報を確認しておくこと。 
授業では、毎回A3サイズの大判の地図を複数枚配布し、指示に従って着色・記入しながら講義を進
める。赤・青・黄色・緑の最低4色以上の色鉛筆（消しゴムで消せるものがベター、色鉛筆のセッ
トが便利）と、文字を書き込むことのできる色ペンを複数本準備し、毎回持参する。中学・高校で
使用した地図帳を持参するのがベター。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 山村　亜希

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦国時代日本の「地理」を読む

 [授業の概要・目的]
　歴史地理学は過去を扱う地理学である。その方法の一つに、歴史資料（文献史料・地図資料・考
古資料・伝承等）を地図化するというものがある。歴史資料を地理情報に変換して地図化すること
は、資料の解釈や評価の可能性を大きく広げることに役立つ。さらに、歴史資料を地図の中に位置
づけると、資料に描かれた地域が、単なる舞台としての役割以上を持っていたことに気づくだろう。
つまり、その地域が本来持っていた地域構造（地域性）や、過去の自然・人文環境の影響である。
それは、現代の地域を考える上で、新たな視点を与えてくれる。 
　歴史地理学は、①地域環境や景観を叙述した歴史資料（テキスト）を歴史的文脈の中で正確に読
み（講読）、②その中の地理情報を地図化し（復原図の作成）、③その後の地域構造の展開を把握
した上で（新旧地形図の読図）、④現地を詳細に歩き、景観を観察して（巡検）、歴史資料と現在
の地域構造の関連を考える。本授業は、この①～④の視点と方法を身につけることを目的とする。 
　講読対象とするテキストの候補は、（１）織田信長の同時代の伝記の『信長公記』と、（２）宣
教師フロイスの日本滞在録である『フロイス日本史』である。いずれも16世紀の戦国時代の日本を
描く。前半に『信長公記』を扱うが、受講生の関心や専門、難度に応じて、現代語訳のある『フロ
イス日本史』に変更する可能性もある。
　『信長公記』には、信長の出身地である尾張はもちろん、信長の転戦した三河、美濃、伊勢、近
江、京都等についての戦国末期の景観が、断片的ながら描出されている。このテキストに叙述され
た多様で豊かな情報を、地図に照らして歴史地理学の方法で「見える」化すれば、織田信長の軍事
行動、戦略、家臣団の構造、戦国末期の合戦の展開、村落や都市と戦国大名との関連、城下町建設
・経営の具体像、戦国末期の自然環境などについて、新たな発見もできるだろう。戦国のダイナミ
ックな歴史を生き生きと叙述する『信長公記』は、比較的読みやすい。現代語訳本も多々出版され
ており、講読の参考になる。本授業の焦点は、講読よりも地図の活用にあるので、歴史資料にこれ
まで触れた経験がない人でも、臆せず受講してほしい。 
　『フロイス日本史』は、日本に到達した宣教師が、九州、山口、都（京都）、堺、安土などを訪
れ、信長を含めた権力者との関わりを叙述する。キリスト教的価値観による過剰な表現もみられる
ものの、16世紀ヨーロッパでの知識人による異国日本の認識がよく分かる一級資料である。現代語
訳もあるので、『信長公記』よりも読みやすい。
　本授業では、受講生がテキストを分担して、①講読、②復原図の作成、③読図し、その成果をレ
ジュメとしてまとめて発表する。それについて、全員で討論を行い、修正・補足点や同時代の地理
情報について講義を行う。その上で、より詳細に復原図を作成できる地域について、休日に半日程
度の④巡検を行う（オプション）。 
　このように本授業は、実習的要素を多く含む。人文地理学のオーソドックスな方法（作図、読図、
巡検）に加えて、歴史地理学の基礎をなす講読のトレーニングを積むことで、歴史地理学の面白さ
を経験してほしい。 

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [到達目標]
歴史地理学の基本的な視角を理解し、①文献講読、②景観復原図の作成、③地形図の読図、④巡検
といった、基本的な方法を実践できるようになる。また、これらの実践を通じて、地理学的想像力
・発想力を豊かに持つようになる。   

 [授業計画と内容]
授業の進行具合や受講生の人数、関心により、巡検対象地は変更する可能性がある。 

第1回　概要説明、発表の担当分け 
第2回　桶狭間の合戦の地理：事例として講義 
第3～14回　講読、発表 
　＊12/17（日）　清須or安土巡検（予定、変更の可能性あり。初回で日程決定） 
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート40％ 
平常点（出席、発表、読図・討論への参加）60％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当分の発表を準備したり、次回テキストを読んでから授業に臨むことが予習となる。講義で示し
た関連文献を読むこと、巡検のまとめを作成することが復習となる。   

（その他（オフィスアワー等））
授業では、毎回A3サイズの大判の地形図を配布し、着色・記入して読図・討論の素材とする。その
ため、赤・青・黄色・緑の最低4色以上の色鉛筆（消しゴムで消せるものがベター、色鉛筆のセッ
トが便利）と、文字を書き込むことのできる色ペンを複数本準備し毎回持参すること。中学・高校
で使用した地図帳を持参するのがベター。 
巡検は、授業の一環なので、受講生はできるだけ日程を事前に確保し参加してほしい。巡検に係る
交通費・入館料等と遠足用レクリエーション保険料（1回につき50円程度）は自己負担である（保
険やJRの団体割引交通費を申請した場合は、事前に徴収する）。現地では、交通安全に十分気をつ

地理学(特殊講義)  (3)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (3)

けることはもちろんだが、念のため、生協の学生総合共済等の各自が加入している保険の情報を確
認しておく。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 防災研究所 松四　雄騎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

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  自然地理学の応用としての斜面減災論

 [授業の概要・目的]
  本授業では，自然地理学の応用としての自然災害（特に斜面災害）の被害軽減（減災）に関する
方法論を学び，その実現に向けた基礎データを取得するための野外調査法および室内実験法を実習
する．

  山地や丘陵地が国土の大半を占める日本列島では，豪雨や地震によってしばしば斜面から土砂が
流出し，下流域に被害を及ぼす．土砂災害による人的・物的被害は，高度経済成長期以降の砂防・
治山事業の拡充による人工構造物の配備により，それ以前と比べて格段に減少してきたが，近年，
極端な豪雨の頻度増大により，再び増加しつつある．日本人はそもそも，居住域に隣接する傾斜地
（里山）で得られる燃料や湧水といった資源を利用し，その恩恵を受けてきたが，それと同時に斜
面の崩壊や地すべり，土石流といった斜面災害の脅威にもさらされてきた．地域に根差した住民が
斜面と共生していた時代に培われていた減災のための知恵は，傾斜地での道路敷設や宅地開発とい
った自然環境の改変行為を可能にした現代的な土木技術の発達と，それによる山際居住区の拡大と
新規住民の移入とともに，失われつつある．居住域周辺斜面からの土砂流出による被害を軽減する
ためには，空間的に飽和し，コスト的にも限界に達しつつあるハード対策だけでなく，住民自力で
の警戒・避難を促すソフト対策の高度化が不可欠である．そのためには地域の地理環境の成り立ち
を深く理解し，それを土台に世代を超えて持続可能な減災方策を備えた地域社会の形成をめざす必
要がある．これはまさに自然地理学の応用問題であるといえよう．本授業では，斜面災害の地質・
地形的背景（素因）や，降水浸透あるいは地震動といった引き金（誘因）が，なぜ・どのようにし
て土砂流出を引き起こすのかについて，野外実習と室内実験を通して，自ら地盤構成材料に触れ，
その物性を定量的に把握し，データの解析を行うことで体験的に学ぶ．

 [到達目標]
実習形式の授業を通して，斜面をつくる地盤材料の定性的な観察法，およびその水理学・土質力学
的性質の定量化法を学び，斜面減災を実現するための自然地理学的方法論について考察できる力を
養う．

 [授業計画と内容]
夏季休業中の集中講義とし，日程は9月中の連続した3日間を設定する． 

1日目: 野外巡検
京都近郊の丘陵地を対象に，過去に発生した斜面崩壊跡地を観察し，土層試料の採集を行う． 

2日目: 室内実験 + データ解析
採集した試料を用いて，宇治キャンパスにおいて水理・力学的な試験を行う． 

3日目: 室内実験 + データ解析 + ゼミ
宇治キャンパスにおいて引き続き実験を行うとともに，得られたデータを用いて，雨の浸透や斜面
の安定に関する計算を行い，斜面ハザード評価の方法論について討論する． 

授業を通じて，フィールドノートの記載方法，実験ノートの記載方法とデータの整理方法，レポー

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

トの記述方法等のアカデミックライティングについて具体的に指導する．

 [履修要件]
学生教育研究災害傷害保険等の傷害保険に加入していること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
全実習日への出席およびレポート提出による．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
3日間の授業期間中にはデータ解析や討論準備を課題として出すので，ホームワークとしてこなす
こと．

（その他（オフィスアワー等））
第一日目は京都近郊の丘陵地でのフィールドワークとなるため，動きやすい靴と服装に手袋や帽子
を着用の上，虫よけや雨具，筆記用具・野帳・カメラといった個人装備を揃えて参加すること．

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 明治大学　経営学部 教授 中澤　高志

 

配当
学年  3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  新たな経済地理学の構築に向けて

 [授業の概要・目的]
　一般的な経済地理学のテキストは，立地論の説明とその実証的適用に重点が置かれていることが
多い．しかし，そうした合理主義的・還元主義的な方法論によって経済とその地理を認識すること
は，今日ではますます難しくなっている．本講義では，戦後日本を題材としながら，「経済地理学」
における「経済」とは何であり，その「経済」なるものは，どのようにしたら理解できるのかとい
う存在論的・認識論的問いに少しでも答えることを目指す．

 [到達目標]
　自明視されている経済という概念の意味を問い直し，それを関係論的にとらえる思考法について
の理解を深める． 

 [授業計画と内容]
　１．経済地理学のアイデンティティ 
２．立地論の思考法 
３．経済の２つの意味 
４．生態学的認識論 
５．「労働力の地理」から 
６．「労働の地理学」へ 
７．制度化された全国労働市場 
８．農村工業化と地域労働市場 
９．成長から停滞へ 
１０．フレキシビリティというリスク 
１１．脱資本主義化する地域労働市場 
１２．海外で働く 
１３．複線化するライフコース 
１４．地方創生の目的論 
１５．社会の自己防衛あるいはアポトーシス 
受講者の希望や今後の研究の進展によって，内容が変化する可能性もある．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最終日の試験で成績評価を行なう。

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
毎回プリント，参考資料を配布する予定である．

 [参考書等]
  （参考書）
中澤高志 『労働の経済地理学』（日本経済評論社）
中澤高志 『職業キャリアの空間的軌跡―製造業研究開発技術者と情報技術者のライフコース―』（
大学教育出版）
講義の主要な内容は，上記著作以後の研究によるものである．必ずしも読んでおく必要はないが，
講義の背景を知るためには，読む意義があるかもしれない．

 [授業外学習（予習・復習）等]
プリント等に示された参考文献を，後日自分で読むくらいの積極性があることを望む．

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 佐野　静代

 

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  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  水環境と都市・村落の歴史地理

 [授業の概要・目的]
近年、日本においても「環境史」研究の潮流が顕著となっているが、景観から自然改変の来歴を読
み解こうとする歴史地理学は、人間と自然の関係史を明らかにする点で環境史と深く関わる研究視
角を有している。本講義では、歴史地理学的アプローチによる環境史研究の具体例として、歴史的
都市と村落における水環境と人間活動との関わりについて検討し、現代の環境問題まで照射するよ
うな人と自然との本質的な関係性を明らかにする。

 [到達目標]
歴史地理学の方法論について正しく理解し、環境史研究の意義や今日の環境問題について省察でき
るようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進み具合等により、同一テーマの回数
を変えることがある。
第１回　　授業の問題意識について
第２～５回　京・大坂・江戸と水系
第６～８回　歴史的都市の衛生環境
第９～11回　城下町のルーツと現代的変容
第12～14回　村落の空間構造と水環境
第15回　　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テスト４０点（講義内容についての理解度チェック小テストを毎回行う）、期末レポート６０点
（講義内容に関わるテーマを指示する）により評価する。期末レポートは、現地調査を伴うテーマ
となる。

 [教科書]
使用しない
毎回プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 佐野　静代

 

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  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  生業と資源の歴史地理

 [授業の概要・目的]
近年、日本においても「環境史」研究の潮流が顕著となっているが、景観から自然改変の来歴を読
み解こうとする歴史地理学は、人間と自然の関係史を明らかにする点で環境史と深く関わる研究視
角を有している。本講義では、歴史地理学的アプローチによる環境史研究の具体例として、農・漁
・猟など生業活動を通じての資源の利用・管理の実態を検討し、さらに資源の支配と環境破壊の関
連性について明らかにする。

 [到達目標]
歴史地理学の方法論について正しく理解し、環境史研究の意義や今日の環境問題について省察でき
るようになる。 

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進み具合等により、同一テーマの回数
を変えることがある。 
第１回　　授業の問題意識について 
第２～４回　伝統的水田と生態系 
第５～６回　里山と「二次的自然」 
第７～８回　漁撈をめぐる現代的問題
第９～11回　先住民と資源利用の持続性 
第12～14回　資源支配と環境破壊 
第15回　　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小テスト４０点（講義内容についての理解度チェック小テストを毎回行う）、期末レポート６０点
（講義内容に関わるテーマを指示する）により評価する。期末レポートは、現地調査を伴うテーマ
となる。

 [教科書]
使用しない
毎回プリントを配布する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を読んでおくことが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

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

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 ESRIジャパン 星田　侑久

 

配当
学年  3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  GISの理論と応用

 [授業の概要・目的]
GISは、Geographic Information System の略称で日本語では地理情報システムと訳される。地球上に
存在する地物や事象はすべて地理情報と言えるが、これらをコンピューターの地図上に可視化して、
情報の関係性、パターン、傾向をわかりやすいかたちで導き出すことができる。本講義では、GIS
を使うにあたって必要な理論の講義と、パソコンでGISを使った実習を行う。

 [到達目標]
・GISとは何かを知る。
・GISでできる基本的な空間分析手法を知り、実際に操作できるようになる。
・地理的な課題を解決するために、GISはどう使えるか考えられるようになる。

 [授業計画と内容]
［第1回］ 
（講義）地図からわかること 
（講義）地図について学ぶ 
地図とはそもそも何なのか、地図から何が分かるのか学ぶ。 

［第2回］～［第4回］ 
（講義）GISとは 
（講義）地理空間データの基礎知識 
（実習）案内図をつくろう 
いちからGISデータを作成する方法を学ぶ。ペイントやイラストレーターなどの描画ソフトとGISで
地図を作成することの違いを知る。 

［第5回］～［第6回］ 
（実習）オリジナル地球儀をつくろう 
各自持参した画像を使用してオリジナル地球儀の3次元モデルを作成し、3Dプリンターから出力す
る。GISからモノを作るプロセスを体験する。 

［第7回］～［第9回］ 
（講義）主題図とその作成方法を学ぶ 
（実習）災害はどこで起きている？ 
さまざまな災害の分布をGISによって可視化することで、GISの基本操作を習得する。GISで多種多
様なデータを重ね合わせできることを学ぶ。 

［第10回］～［第11回］ 
（実習）高齢者の医療施設へのアクセス分析 
自宅から医療機関が遠い、もしくは、交通手段が限られている場合には、医療機関へ継続的に受診
しない。結果として、症状が悪化しているという報告がある。対策として、タクシーで通院する費
用を助成したいが、対象者が何人いるか分からず、いくら費用がかかるか分からない。対象者数を
GISによって算出する。GISでできる空間分析（ベクター）の代表的な手法を学ぶ。 

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

［第12回］～［第15回］ 
（実習）すみたい場所はどこ？ 
京都市内のデータを使用して、すみたい場所をGISによって検討する。各自の評価基準に従ってす
みたい場所を抽出し、プレゼンを行う。空間分析（ラスター）の代表的な手法を学ぶ。

 [履修要件]
特にないが地理学実習を受講済みであること、パソコンの扱いを苦にしないことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席と授業への参加度から評価する。
4回以上欠席すると単位を認定しない。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
浦川 豪 (監修) 『GISを使った主題図作成講座-地域情報をまとめる・伝える』（古今書院）ISBN:
4772241876
ESRIジャパン 株式会社 『ArcGIS for Desktop 逆引きガイド 10.3.x 対応』（ESRIジャパン 株式会社）
ISBN:4902294885

 [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>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 奈良大学　文学部 教授 三木　理史

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  水都大阪の近現代都市交通史

 [授業の概要・目的]
  この講義では、近代大阪の都市交通史研究を通して歴史地理学に関わる特論を展開するが、その
目的は身近な地域を既成概念と異なる観点から見ることを通して、地理学を学ぶ、あるいは研究す
ることの意義を理解してもらうことにある。 
　大阪は比較的早くから地域史、あるいは都市史研究が盛んに行われた地域の 1つで、近年は近世
・近現代を問わず都市下層への関心が高い。しかし、大阪の都市社会を見る上では都市下層社会と
共に、都市交通が欠かせないことを理解してもらえることも期待している。そして、都市交通を、
都市内旅客移動にとどまらず、都市内商品流通を含み幅広く見る意義を、「水の都」をキーワード
として講義する。 
　担当者はこの内容をさまざまな大学で講じるなかで、視聴覚資料を活用することも試みてきた。
時間の制約が許す限りにおいてではあるが、そうした視聴覚資料も利用してゆきたいと考えている。
   

 [到達目標]
  一般向けの概説書を講読する要領で授業を展開するので、概説書を研究にどのように活用してゆ
くのかや、あるいはその内容から自分の研究課題をどのように見つけてゆくのかを習得する。また、
期末レポートは本書の「書評」を課題とするが、新聞書評とは異なる学術的書評に求められる内容
や条件も習得する。さらに小レポートでは些細なことでも文章で表現して相手に伝える力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回 はじめに－「書評」とは 
第2回 第１章　21世紀の「陸の都」・I 
第3回 第１章　21世紀の「陸の都」・I 
第4回 第２章　天下の台所は水の都 
第5回 第３章　水の都の文明開化・I 
第6回 第３章　水の都の文明開化・II 
第7回 第４章　水の都の近代・I 
第8回 第４章　水の都の近代・II 
第9回 第５章　水の都に電車登場 
第10回 第６章　拡大する水の都・I 
第11回 第６章　拡大する水の都・II 
第12回 第７章　「陸化」する水の都 
第13回 第８章　水の都の交通調整 
第14回 第９章　水の都の記憶 
第15回 まとめ

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末レポート(50点前後)と平常点を合計して100点で評価する。３分の２以上の出席をレポート提
出の条件とする。また、平常点加算のために小レポートを課すこともある。

 [教科書]
授業中に指示する
　授業の内容は、三木理史『水の都と都市交通―大阪の20世紀』(成山堂書店,2003年)をもとに進め
るが、同書は絶版になっているので通常ルートでは入手不能である。そのためPDFデータを提供す
るが、写真や図版は原本に劣るため、古書店などで現物を入手できればそれに越したことはない。 
 

 [参考書等]
  （参考書）
三木理史 『都市交通の成立』（日本経済評論社）ISBN:4818820822
　テキストは一般向けに書いたものであるが、その内容をブラッシュアップしてまとめた論文集が
参考書という位置づけになる。内容的には類似する部分も多いが、テキストには含まれない内容も
ある。そのためより内容を深めたい人、あるいは論文と一般書の相違を見てみたい人などは図書館
等で手にとってみることを期待したい。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
　該当箇所の配付資料は事前に一読しておいてほしい。また余裕があれば参考書の関係箇所も読ん
で復習してくれるとなお結構である。 

（その他（オフィスアワー等））
　希望者があれば適宜対応するが、非常勤講師のため前後の時間に制約も少なくない。そのため質
問はmikim@daibutsu.nara-u.ac.jpでも受け付けるので、大学名、授業名、氏名を書き忘れないように
発信してくれれば対応する。

※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>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 奈良大学　文学部 教授 三木　理史

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  満洲の植民地化と南満洲鉄道の輸送

 [授業の概要・目的]
　この講義の目的は、近代日本の植民地の1つである「満洲」を取り上げ、現代ではあまり馴染み
のない地域を知ることで、普段意識しない観点や考え方に気づくことが地理学を学ぶ、あるいは研
究する意義であることを理解してもらうことにある。 
　日本でよく耳にする「満洲」や、それと共通起源といわれるManchuriaは、その舞台である現代
中国においては地域概念ではない。そうした意外性の意味を理解することで、日本語では地名のよ
うになっている「満洲」と現代中国での「東北」(あるいは東三省)を理解することで、その地域が
もっている多様な歴史や文化を考えてもらうことを期待している。手がかりはその担い手であった
南満洲鉄道の鉄道輸送である。 
　本講義の内容は、現在の担当者の主たる研究テーマであるが、他大学も含めていまだ一度も講義
の題材としたことがない。そのため試行錯誤の要素が多くなると思われるが、固定化した内容の授
業にはない手作り感をも味わうことで、受講生が教育実習等での授業展開の参考になることも密か
に期待している。  

 [到達目標]
　研究途上の内容を聴講することで、あるテーマを対象に論文をまとめてゆく方法を習得する。ま
た、期末レポートでは、単なる授業内容の要約レポートではなく、自らの研究テーマについて論文
作成を前に、資料、方法、調査法について学ぶ機会とする。さらに小レポートでは些細なことでも
文章で表現して相手に伝える力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　植民地とは何か　その1 
第2回　植民地とは何か　その2 
第3回　「満洲」とはどのような地域か 
第4回　「満洲」と現代中国にとっての東北 
第5回　一次史料について考える 
第6回　統計資料について考える 
第6回　南満洲鉄道研究にとっての鉄道輸送 
第7回　開拓鉄道にとっての大豆 
第8回　開拓鉄道にとっての石炭 
第9回　開拓鉄道にとっての移民 
第10回　「満洲国」の成立と農産物輸送 
第11回　「満洲国」の成立と鉱工業関係輸送 
第12回　「満洲国」時代の人の移動 
第13回　「満鉄＝特急あじあ」神話を再考する 
第14回　日本にとっての満鉄と中国にとっての満鉄 
第15回　まとめ

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　期末レポート(50点前後)と平常点を合計して100点で評価する。３分の２以上の出席をレポート提
出の条件とする。また、平常点加算のために小レポートを課すこともある。

 [教科書]
使用しない
　本講義の内容はまだ定型化していない。現在研究途上にある内容であるが、そのなかですでに発
表した論文には以下のものがある。 
三木理史(2013)「南満洲鉄道の成立と大豆輸送―駅勢圏の形成とその規定要因―」人文地理65-2 
三木理史(2015)「1920年代南満洲鉄道における撫順炭輸送」アジア経済56-1 
三木理史(2016a)「1920年代南満洲鉄道の旅客輸送―漢人出稼者輸送との関係を中心に―」地理学評
論89-5 
三木理史(2016b)「満鉄安奉線改築工事とその資材輸送」鉄道史学34 
三木理史(2016c)「『満洲国』期の農産物鉄道輸送―満鉄の路線拡大との関わりに注目して―」歴史
地理学58-3 
　当然講義内容はこれらを踏まえることになるので、聞き漏らしの補填や内容を深める際には参考
にしてほしい。 

 [参考書等]
  （参考書）
三木理史 『移住型植民地樺太の形成』（塙書房）ISBN:9784827312553
　参考書は担当者が本テーマに取り組む以前に研究していた内容であり、担当者の植民地観などが
共通のベースになっていると思われる。授業内容とは直結していないが、研究の背景や考え方など
を知りたいと思う場合には図書館などで参照してみてほしい。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　もし可能ならば上記に提示した担当者の既発表論文や参考書などを一読して授業に臨んでもらえ
れば、理解を深めることになると思う。また復習についても同様である。特に既発表論文に示した
引用文献などを一読してもらうことができれば、担当者とは異なる観点から同様の対象に取り組む
研究者の視角や姿勢を修得することも可能であろう。  

（その他（オフィスアワー等））
　希望者があれば適宜対応するが、非常勤講師のため授業の前後の時間にも制約が少なくない。そ
のため質問はmikim@daibutsu.nara-u.ac.jpでも受け付けるので、必要があれば大学名、授業名、氏名
を明記の上で発信してほしい。

※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>

地理学(特殊講義) 
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 中京大学 埴淵　知哉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  木3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  健康地理学の諸問題

 [授業の概要・目的]
日本を含む世界の多くの国では、平均寿命の延伸と同時に、健康水準の社会経済的・地理的な格差
が観察されている。このような現状に対して、近年は健康地理学や社会疫学・空間疫学と呼ばれる
分野が拡大し、人々が住んでいる地域の諸環境が健康をどのように左右するのかについて研究が進
められてきた。なかでも、街の歩きやすさや社会的つながりといった多様な建造・社会環境の健康
影響が注目を集めており、健康の問題を都市や地域のあり方と結び付けた幅広い議論へと展開して
いる。本講義では、このような健康をめぐる地理学研究の動向を紹介するとともに、日本社会を対
象とした研究の課題と可能性について議論していく。また、この分野の研究基盤となっている多様
な方法（統計的社会調査、GIS・空間分析、疫学的方法論など）についても、実際のデータを利用
した分析を通じて有用性や課題点を検討する。

 [到達目標]
健康の地理的格差に関する現状と課題を理解し、様々な地域環境の健康影響を論理的に説明できる
能力を養う。
地域環境の健康影響を実証的に分析するための方法（統計、GIS、疫学など）を習得する。

 [授業計画と内容]
第1-2回：講義概要の説明、健康地理学および社会・空間疫学の基礎
第3-4回：マルチスケールで見る健康水準の地域差とその背景
第5-6回：地図を利用した因果関係の推論
第7-8回：フードデザートと栄養・肥満
第9-10回：ウォーカビリティと身体活動
第11-12回：ソーシャルキャピタルと健康状態
第13-14回：健康な場所の条件を考える
第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート（60%） 
平常点：授業中の課題、議論への参加状況など（40%）

地理学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

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

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

地理学(演習) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

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  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  戦争の記憶の現在   

 [授業の概要・目的]
過去の事象が記憶されるとき、事象に深く関わる地域に根差しつつ記憶が紡がれる場合と、地域か
ら拡散するかたちで形成される場合とがある。この両者は二分されるものではないことはもちろん
であり、両者の関係性を読み解くことが必要となる。 
本授業では、戦争の記憶に即してこの関係性を検討することをテーマとしたい。 
具体的には、沖縄戦を取り上げる。 
数名からなる班をつくり、班ごとにテーマを定め、事前調査と現地（沖縄）調査を通じて議論を行
う中で、沖縄戦がどのように語られてきたのか、そして沖縄戦の記憶がどのように表出してきたの
かについての理解を深める。  
  

 [到達目標]
戦争に即した記憶について、先行研究の理解と現地調査による考察・理解を通じて、地域の記憶を
めぐる問題について主体的・継続的に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンス　（1回目）
２　テーマの概要と設定　（２～３回目）
３　沖縄戦の概要　（４～５回目）
４　学徒の記憶　（６～７回目）
　　※各班が設定した内容の発表を含む
５　集落の記憶　（８～９回目）
　　※各班が設定した内容に関する討議を含む
６　沖縄の現地調査　（10～13回目を充当）
　　※「慰霊の日」（6月23日）を含む2日間程度を予定
７　沖縄の現在　（14～15回）
　　※各班の調査成果の発表と振り返りを含む

 [履修要件]
現地調査への参加が可能な者 
（現地調査の日程の詳細は、受講生全体で相談して決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と年度末のレポート 
なお、平常点には授業内および現地調査での積極的な姿勢を考慮する。

 [教科書]
使用しない

地理学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
沖縄戦に関するメディアを適宜、確認しておくこと。
班ごとの発表に際しては、事前に班内で十分な討議を重ねておくこと。

（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>

地理学(演習) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

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  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  「地域らしさ」へのアプローチ　～聞き取り調査を通じて～  

 [授業の概要・目的]
現在の社会は、戦後生まれが主役となっているとはいえ、戦前・戦中生まれの者も健在である。一
方、大学生は平成生まれの者となっている。そこには「日常」の意識をめぐる世代間のギャップが
存在する。
本授業の目的は、日常的な「地域らしさ」の解明をおこなおうという中で、平成生まれの学生・院
生がいわゆる「古老」への聞き取り調査をおこなうときに生じる諸課題について理解を深め、自ら
の経験を通して適切なアプローチを探ることにある。 
授業では、茶生産集落を選び、聞き取り調査を複数回実施する予定である。そして、その経験を報
告し、議論していくというスタイルをとる。

 [到達目標]
先行研究のレビューと、現地での景観調査と聞き取り調査を通じて、自身の20世紀像の曖昧さを振
り返り、より具体的な地域に即した理解ができるようになる。

 [授業計画と内容]
１　ガイダンス　（1回目）
２　テーマの概要と設定　（２～３回目）
３　「地域らしさ」　（４～５回目）
４　宇治茶とは　（６～７回目）
　　※各班が設定した内容の発表を含む
５　「ひと昔前」に到達する難しさ　（８～９回目）
　　※各班が設定した内容に関する討議を含む
６　集落の現地調査　（10～13回目を充当）
　　※「慰霊の日」（6月23日）を含む2日間程度を予定
７　日常を再構成する　（14～15回）
　　※各班の調査成果の発表と振り返りを含む

 [履修要件]
現地調査に参加できる者 
（現地調査の日程の詳細は、受講生全体で決定する）  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点、年度末の班別作成のレポート、個人レポートより総合的に判断する。
なお、平常点には授業内および現地見学の際の積極的な姿勢を考慮する。

 [教科書]
使用しない

地理学(演習)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
現地調査で訪問する地域については、事前に十分に調べておくこと。
また、調査訪問後も別途、再訪するなどして地域への理解を深めることが望ましい。

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

地理学(演習Ｉ) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  地理学研究法

 [授業の概要・目的]
地理学の様々な領域に関する基礎的研究方法や諸概念、最新の研究課題などについて理解を深めな
がら、受講生が自らの研究関心を明確にし、卒業研究へと結びつけてゆくことを目指す。

 [到達目標]
到達目標は次の３点である：(1)人文地理学の研究動向を把握し、先行研究の内容を的確に理解し、
批判的に読み込むことができること、(2)参加学生各自の関心にそったテーマでの研究課題を明確に
し、卒業研究のテーマや対象地域を絞ること、(3)オリジナリティを追求できる力量や論文執筆に当
たり考慮すべき論理、構成、表記等、研究を遂行する上で必要な力量を身に付けること。 

 [授業計画と内容]
地理学専修における基礎的研究方法を学ぶことを目的とする。受講生は、最初に人文地理学会編『
地理学文献目録』の利用をはじめとする文献検索の方法を習得する。年度初めに決めた発表スケジ
ュールにしたがい、受講生は、以下の要領で発表を行う。各自の関心にしたがって関連する文献を
探し、問題意識を持って読み、不明箇所を調べ、内容をまとめてレジュメを作成し、発表する。発
表後は、受講生全員で当該の発表内容に関する討議を行う。スケジュールに余裕があれば、担当教
員が各自の専門領域でのトピックス紹介を行う場を設け、受講生に多様な分野での問題意識や研究
方法、最新の議論に目を向ける機会を提供する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習への参加と発表に基づく平常点、課題提出を総合的に勘案して評価する。演習に出席して議論
に参加することが大切であるので、欠席が多い場合には不合格とすることがある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
必要があれば、授業中に指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習発表のためのレジュメを用意すること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、演習の授業の前後（昼休み、休憩時間）を中心に、担当教員全員が随時、対応
する。

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

地理学(演習II) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ４回生演習

 [授業の概要・目的]
受講生それぞれが遂行する卒業研究のプロセス（テーマ設定、既往研究のレビュー、史資料収集、
調査・分析、考察と意義付け、執筆という一連の過程）に沿って報告を行い、互いに議論を重ねな
がら研究を深め、卒業論文の完成を目指す。

 [到達目標]
到達目標は次の３点である：(1)参加学生各自の関心にそったテーマでの研究課題を明確にし、卒業
研究のテーマや対象地域、手法を決定すること、(2)当該テーマの研究動向を把握し、取り組むべき
課題や問題を理解できること、(3)オリジナリティをもった調査研究と分析を実行し、卒業論文を完
成させること。 
  

 [授業計画と内容]
４月から夏休み前までに、受講生は、各自の関心にしたがってテーマを設定し、関連する既往文献
を読み、調査・分析方法の検討をしたり、適切な調査地や史資料を吟味する。その後、現地調査や
史資料収集を実施する。後期には、分析を行い、結果を図表にまとめ、論文の章節構成を練り、執
筆する。受講生は、こうした卒業論文の完成に至る階階ごとに、年間を通じて数回の発表で研究の
進捗状況を報告し、批判や助言を得る。前期・後期を通じて、３回程度は合同発表会とし、３回生
も参加し、卒論作成のプロセスを学ぶ。受講生には、討議で出されたコメントを十分活かして、卒
論作成にあたることが求められる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習への参加と発表に基づく平常点で評価する。欠席が多い場合には、不合格とすることもある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学習（予習・復習）等]
演習発表のためのレジュメを用意すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業の前後の昼休み、休憩時間等を中心に、担当教員全員が随時、対応する。

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

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 石川　義孝

 

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3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英語地理書講読

 [授業の概要・目的]
世界における地理学研究のフロンティアの動向を知るためには、英語文献を熟読することが重要で
ある。本授業では、地理学分野の代表的な雑誌に掲載された英語論文を取り上げ、講読する。

 [到達目標]
世界の地理学研究のフロンティアの動向を知り、重要な諸テーマについての基礎的な理解力を養う。

 [授業計画と内容]
以下の英語論文ほかを講読する。 

Hugo, G. (2016) Internal and international migration in East and Southeast Asia: Exploring the linkages, 
Population, Space and Place, 22(7): 651-668.

Todo, Y. et al. (2014) How do supply chain networks affect the resilience of firms to national disasters? 
Evidence from the Great East Japan Earthquake, Journal of Regional Science, 55(2): 209-229.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および和訳）で評価する。

 [教科書]
講読するテキストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必ず、授業で扱うテキストの綿密な予習をして、授業に臨むこと。

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

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ドイツ地理書講読

 [授業の概要・目的]
ドイツ語による地理学のテキストの読解力を養うことと合わせて、記載内容に関連したさまざまな
ドイツ語資料を調査し、参照しながら、テキスト内容の理解を深める手法を身につけることを目的
とする。

 [到達目標]
到達目標は次の２点である：(1)ドイツ語文献や資料を研究や調査に活用できる能力を身につけるこ
と、(2)地理学ならびに関連分野の諸文献や統計類、地図など、さまざまな資料を照合して事実確認
する手法を身につけること。

 [授業計画と内容]
19世紀後半、近代地理学成立期頃の東アジア地誌・旅行記をテキストとする。今年度は、昨年度に
引き続き、以下のテキストを取り上げるが、これに関連する新聞、雑誌、単行本、統計書、手稿、
手紙など、できるだけ多様なタイプの文献を取り上げる。テキストおよび関連資料の読解を通して、
近代期の東アジアの諸状況に関する理解を深める。本年は、下記のテキストの第８章、蝦夷島での
旅から読み進め、ついで、Sven Hedinが、1908年の日本滞在における体験を記載した文献をとりあ
げる。
Kreitner, G.: Im fernen Osten-Reisen des Grafen Bela Szechenyi in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in 
den Jaren 1877-1880, Wien, 1881.
Hedin, A. :Mein Bruder Sven: Nach Briefen und Erinnerungen. 1925.

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席および授業への参加態度）および課題提出をもとに、総合的に評価する。

 [教科書]
授業時に配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
テキストについて、十分な予習を必ず行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
月曜日12:15～12:45、水曜日12:15～12:45

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

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 小山　哲

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読Ⅰ 

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、フランス語の読解力の向上を図るととも
に、歴史研究にかかわる理論、概念、研究方法についての理解を深めることを目標とする。 

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

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本を講読する。 

Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire, Editions du Seuil, 2010. 

本書は、歴史学にかかわる概念や研究の方法をめぐって著者がソルボンヌ大学で行なった講義をも
とに書かれた本である。 
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。フランス語の歴史叙述で用いられ
る語彙や文体に親しむとともに、歴史研究にかかわる諸問題についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。 
 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。 

地理学(講読)  (2)へ続く↓↓↓



地理学(講読)  (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにフランス語の文
献を読み進むうえで効果的であろう。 

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

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

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれたオペラ・オペレッタ台本、当該作品に関わる同時代の批評記事、参考上映を
通じて、さまざまな文献資料の読解能力を高めるとともに、舞台上の生きたフランス語に触れる機
会を設ける。読解を通じて、19世紀から20世紀初頭にかけての大衆芸術をめぐる理論および歴史的
・文化的背景の理解を深めていく。

 [到達目標]
フランス語の一次資料文献を精読することで、資料との向き合い方および研究の方法論を理解し、
自らが課題とする歴史研究に対して自主的・継続的に取り組む能力を養う。

 [授業計画と内容]
本授業では、フランスの作曲家ジャック・オッフェンバックの代表作《ホフマン物語 Les Contes d'
Hoffmann》（1881年）を中心にとりあげる。第一回目の授業では、イントロダクションとして、オ
ッフェンバックと大衆娯楽芸術について概要を解説する。毎週、輪読形式で本作品の台本および批
評の精読を行う。出席者は訳文を用意し、わりあてられた担当箇所について調査し、解説する。一
次資料に慣れ親しむことと、19世紀から20世紀初頭の大衆文化にかかわる一般的な語彙の習得をめ
ざす。授業では、読解した箇所の参考映像を確認し、各時代における演出の歴史の変遷についても
理解を深めていく。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [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]
参加者全員が事前にテキストに目を通しておくことを前提とする。

（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。



行動・環境文化学系129

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 人文科学研究所 森川　裕貫

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
現代中国語を正しく発音・読解する能力を身につけることを第一の目標とする授業である。そのた
めに、近年中国で書かれた評論や散文などを教材として取り上げる。なお、日本の過去・現在・未
来について考える際、好むと好まざるとに関わらず、中国の存在を抜きにすることはできない。だ
が、中国についてどのように語るのであれ、われわれが有している理解はしばしばあまりに貧弱で
一面的である。この授業では、中国語の文章を実際に読み込むことで、そうした浅薄な理解から一
歩踏み出ることをも目指す。

＊読解力のみならず、中国語の能力全体を引き上げるために、発音の学習も重視する予定である。

 [到達目標]
現代中国語で書かれた文章を正確に発音し、読解できるようになる。
文章内容の理解を通じて、中国について考える際の手がかりを得る。

 [授業計画と内容]
比較的最近、中国で書かれた評論や散文を、3～4回に1篇のペースで読んでいく予定。受講者には
現代中国語で文章を読み上げた上で、それを日本語訳するという作業が求められる。なお必要に応
じて、どのようにすれば現代中国語の正確な発音が可能となるのかについても指導する。初回に詳
細を説明する。

 [履修要件]
現代中国語に関する基本的な文法事項を習得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]
平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

地理学(講読)   (2)へ続く↓↓↓



地理学(講読)   (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
中国語の基礎を学び基本的な文法事項については理解しているが、発音や読解に自信が持てないと
いう人の参加を歓迎する。なお、前期と後期で取り上げる文章は異なるので、後期のみの受講も認
める。ただし、中国語（特に発音）に苦手意識があるようであれば、まず前期に受講することを強
く勧める。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動・環境文化学系130

授業科目名
　<英訳>

地理学(講読) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 特定助教 人文科学研究所 森川　裕貫

 

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  講読

使用
言語   日本語 

題目  中国語講読

 [授業の概要・目的]
現代中国語を正しく発音・読解する能力を身につけることを第一の目標とする授業である。そのた
めに、近年中国で書かれた評論や散文などを教材として取り上げる。なお、日本の過去・現在・未
来について考える際、好むと好まざるとに関わらず、中国の存在を抜きにすることはできない。だ
が、中国についてどのように語るのであれ、われわれが有している理解はしばしばあまりに貧弱で
一面的である。この授業では、中国語の文章を実際に読み込むことで、そうした浅薄な理解から一
歩踏み出ることをも目指す。

＊読解力のみならず、中国語の能力全体を引き上げるために、発音の学習も重視する予定である。

 [到達目標]
現代中国語で書かれた文章を正確に発音し、読解できるようになる。
文章内容の理解を通じて、中国について考える際の手がかりを得る。

 [授業計画と内容]
比較的最近、中国で書かれた評論や散文を、3～4回に1篇のペースで読んでいく予定。受講者には
現代中国語で文章を読み上げた上で、それを日本語訳するという作業が求められる。なお必要に応
じて、どのようにすれば現代中国語の正確な発音が可能となるのかについても指導する。初回に詳
細を説明する。

 [履修要件]
現代中国語に関する基本的な文法事項を習得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]
平常点による。

 [教科書]
授業中に指示する

地理学(講読)   (2)へ続く↓↓↓



地理学(講読)   (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
中国語の基礎を学び基本的な文法事項については理解しているが、発音や読解に自信が持てないと
いう人の参加を歓迎する。なお、前期と後期で取り上げる文章は異なるので、後期のみの受講も認
める。ただし、中国語（特に発音）に苦手意識があるようであれば、まず前期に受講することを強
く勧める。

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

地理学(実習) 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 石川　義孝
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  月3,4

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  地理学実習

 [授業の概要・目的]
本実習の目的は、地理学の基礎的な技能を習得するとともに、現地調査（フィールドワーク）と報
告書作成を体験し、地理学の調査の基礎的なスキルを身につけることである。 

 [到達目標]
地理学の調査や分析を行うための基礎的なスキルを習得し、卒業論文の作成などに活用できるよう
になること。

 [授業計画と内容]
１．オリエンテーション（１回）
２．地形図の読図・空中写真の判読（２回）
３．自然環境の把握と理解（５回）
４．地形・植生・土壌の観察と分析（５回）
５．実習旅行の事前調査（２回）
６．ＧＩＳ（地理情報システム）の基礎（４回）
７．ＧＩＳを用いた主要統計の地図化（４回）
８．ＧＩＳを用いた統計分析（３回）
９．実習旅行（※）
10．実習旅行の調査報告（３回）
フィードバックについては授業中に指示する。
※10月に実習旅行（３泊４日）として、地方の自治体でフィールドワークを行う。調査前には調査
テーマと調査計画に関する「事前レポート」をまとめる。また調査後には『実習旅行報告書』を編
纂する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席、授業への参加態度）ならびに、課題に対する提出物を総合的に勘案して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

地理学(実習) (2)へ続く↓↓↓



地理学(実習) (2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
小レポートや作図、報告書執筆などの課題が多く課されるので、授業時間外も積極的に取り組んで
欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
　(1) 本実習は、地理学専修での卒業に必須の科目である。受講希望生が多数の場合は、機器（Ｐ
Ｃなど）の設置台数に限りがあるため、地理学専攻学生および地理学専攻希望の学生の履修を優先
する。
　(2) 地理学専修の専攻を希望する学生は、２回生または３回生のうちに本実習を履修することが
望ましい。
　(3) 実習旅行の費用は、受講生の負担となる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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