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8231005 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木2 伊藤　和行 日本語 ○ 現代文化学系1

8231006 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木2 伊藤　和行 日本語 ○ 現代文化学系2

8231007 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 伊勢田　哲治
日本語及び
英語 ○ 現代文化学系3

8231008 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 伊勢田　哲治 日本語 ○ 現代文化学系4

8231009 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木5 中尾　麻伊香 日本語 ○ 現代文化学系5

8231011 科学哲学科学史(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期集中 その他 網谷　祐一 日本語 ○ 現代文化学系6

8241014 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 前期 火3 伊藤　和行 日本語 ○ 現代文化学系7

8241015 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 後期 火3 伊藤　和行 日本語 ○ 現代文化学系8

8241016 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 前期 金3 伊勢田　哲治 日本語 ○ 現代文化学系9

8241017 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 後期 金3 伊勢田　哲治 日本語 ○ 現代文化学系10

8241018 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 前期 火5 矢田部　俊介 日本語 ○ 現代文化学系11

8241019 科学哲学科学史(演習) 演習 2 2 後期 火5 矢田部　俊介 日本語 ○ 現代文化学系12

8331003 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月4 小野澤　透 日本語 ○ 現代文化学系13

8331004 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火3 永原　陽子 日本語 ○ 現代文化学系14

8331008 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 藤原　辰史 日本語 ○ 現代文化学系15

8331009 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 藤原　辰史 日本語 ○ 現代文化学系16

8331011 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 隔週4 2 前期 金3.金4 石尾　和哉 日本語 ○ 現代文化学系17
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8331012 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 高木　博志 日本語 ○ 現代文化学系18

8331013 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水4 小関　隆 日本語 ○ 現代文化学系19

8331014 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 高木　博志 日本語 ○ 現代文化学系20

8331015 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木4 喜多　千草 日本語 ○ 現代文化学系21

8331016 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水4 小関　隆 日本語 ○ 現代文化学系22

8331017 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火3 藤目　ゆき 日本語 ○ 現代文化学系23

8331018 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月4 西山　伸 日本語 ○ 現代文化学系24

8331026 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月2 石川　禎浩 日本語 ○ 現代文化学系25

8331027 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月2 石川　禎浩 日本語 ○ 現代文化学系26

8331035 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木2 庵逧　由香 日本語 ○ 現代文化学系27

8331036 二十世紀学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金5 中島　琢磨 日本語 ○ 現代文化学系28

8341024 二十世紀学(演習Ｉ) 演習 2 2 前期 水4 杉本　淑彦 日本語 ○ 現代文化学系29
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8341025 二十世紀学(演習Ｉ) 演習 2 2 後期 水4 杉本　淑彦 日本語 ○ 現代文化学系30
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8344029 二十世紀学(演習II) 演習 2 2 前期 金5 上杉　和央 日本語 ○ 現代文化学系31
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8344030 二十世紀学(演習II) 演習 2 2 後期 金5 上杉　和央 日本語 ○ 現代文化学系32
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8344031 二十世紀学(演習II) 演習 2 2 前期 火5 伊藤　遊 日本語 ○ 現代文化学系33
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8344032 二十世紀学(演習II) 演習 30 2 前期集中 その他 山登　義明 日本語 ○ 現代文化学系34
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8433003 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月4 小野澤　透 日本語 ○ 現代文化学系35

8433004 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火3 永原　陽子 日本語 ○ 現代文化学系36

8433005 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火3 藤目　ゆき 日本語 ○ 現代文化学系37

8433006 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木2 庵逧　由香 日本語 ○ 現代文化学系38

8433007 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金5 中島　琢磨 日本語 ○ 現代文化学系39

8433008 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 藤原　辰史 日本語 ○ 現代文化学系40
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8433009 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 藤原　辰史 日本語 ○ 現代文化学系41

8433010 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 高木　博志 日本語 ○ 現代文化学系42

8433011 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 高木　博志 日本語 ○ 現代文化学系43

8433012 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月2 石川　禎浩 日本語 ○ 現代文化学系44

8433013 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月2 石川　禎浩 日本語 ○ 現代文化学系45

8433014 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月4 西山　伸 日本語 ○ 現代文化学系46

8433015 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 小林　啓治 日本語 ○ 現代文化学系47

8433017 現代史学(特殊講義) 特殊講義 隔週4 2 前期 金3.金4 石尾　和哉 日本語 ○ 現代文化学系48

8433018 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 帯谷　知可 日本語 ○ 現代文化学系49

8433019 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木4 喜多　千草 日本語 ○ 現代文化学系50

8433020 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水4 小関　隆 日本語 ○ 現代文化学系51

8433021 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水4 小関　隆 日本語 ○ 現代文化学系52

8433022 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月2 伊藤　順二 日本語 ○ 現代文化学系53

8433023 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月2 伊藤　順二 日本語 ○ 現代文化学系54

8433024 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 江田　憲治 日本語 ○ 現代文化学系55

8433025 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 江田　憲治 日本語 ○ 現代文化学系56

8433026 現代史学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木5 中尾　麻伊香 日本語 ○ 現代文化学系57

M403002 二十世紀学(演習) 演習 隔週2 2 通年 木3 杉本　淑彦 日本語 ○ 現代文化学系58
履修、聴講は二十世紀学
専修所属のものに限る。

8202001 系共通科目(科学哲学)(講義) 講義 2 2 前期 水3 伊勢田　哲治 日本語 ○ 現代文化学系59 学部科目

8204002 系共通科目(科学哲学)(講義) 講義 2 2 後期 水3 伊勢田　哲治 日本語 ○ 現代文化学系60 学部科目

8206003 系共通科目(科学史I)(講義) 講義 2 2 前期 火2 伊藤　和行 日本語 ○ 現代文化学系61 学部科目

8208004 系共通科目(科学史II)(講義) 講義 2 2 後期 火2 伊藤　和行 日本語 ○ 現代文化学系62 学部科目

8304002 系共通科目(二十世紀学)(講義b) 講義 隔週4 2 後期 金3.金4 杉本　淑彦 日本語 ○ 現代文化学系63 学部科目

8402001 系共通科目(現代史学)(講義) 講義 2 2 前期 水2 永原　陽子 日本語 ○ 現代文化学系64 学部科目

8404002 系共通科目(現代史学)(講義) 講義 2 2 後期 水2 小野澤　透 日本語 ○ 現代文化学系65 学部科目

8656008 系共通科目（基礎現代文化学）(講読II) 講読 2 2 前期 火1 藤井　俊之 日本語 ○ 現代文化学系66 学部科目

8656009 系共通科目（基礎現代文化学）(講読II) 講読 2 2 後期 火1 藤井　俊之 日本語 ○ 現代文化学系67 学部科目

8657010 系共通科目（基礎現代文化学）(講読III) 講読 2 2 前期 水1 小山　哲 日本語 ○ 現代文化学系68 学部科目

8657011 系共通科目（基礎現代文化学）(講読III) 講読 2 2 後期 水1 小川　佐和子 日本語 ○ 現代文化学系69 学部科目

8658012 系共通科目（基礎現代文化学）(講読IV) 講読 2 2 前期 火3 伊藤　順二 日本語 ○ 現代文化学系70 学部科目

8658013 系共通科目（基礎現代文化学）(講読IV) 講読 2 2 後期 火3 伊藤　順二 日本語 ○ 現代文化学系71 学部科目

8659014 系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ) 講読 2 2 前期 木2 森川　裕貫 日本語 ○ 現代文化学系72 学部科目

8659015 系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ) 講読 2 2 後期 木2 森川　裕貫 日本語 ○ 現代文化学系73 学部科目

8661016 系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI) 講読 2 2 前期 水4 村瀬　有司 日本語 ○ 現代文化学系74 学部科目

8661017 系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI) 講読 2 2 後期 水4 村瀬　有司 日本語 ○ 現代文化学系75 学部科目

8702001 系共通科目（情報・史料学 二十世紀学）（講義） 講義 隔週4 2 前期 金3.金4 林　晋・杉本　淑彦 日本語 ○ 現代文化学系76 学部科目

8344034 二十世紀学(演習II)  演習 2 2 後期 木4 伊藤　遊 日本語 ○ 現代文化学系77 学部科目



現代文化学系1

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  明治期日本おける地震学の誕生

 [授業の概要・目的]
この授業では，明治期日本における地震学の誕生を採り上げ，近代初期における西欧科学の導入と
発展の過程について考察する．具体的には，日本における物理学の導入，地震学会の誕生，濃尾地
震と震災予防調査会，古地震学（歴史地震学）などについて検討する．

 [到達目標]
明治以降の西欧科学の導入過程と地震学の誕生を中心とした地球物理学の発展について理解するこ
とと，明治期の文献資料の読解に関する基本的な知識を獲得する．

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
　１：イントロダクション
　　　明治期の西欧科学の導入
　　　19世紀後半の地球物理学の発展
　２：地震学会の誕生
　３：濃尾地震
　　　　震災予防調査会
　　　　古地震学（歴史地震学）

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



現代文化学系2

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  江戸時代の天文学ー望遠鏡による天体観測を中心に

 [授業の概要・目的]
本授業では，江戸時代の天文学を取り上げ，当時の自然科学についての理解を深める．
とくに18世紀後半以降の望遠鏡による天体観測の史料に焦点を当て，惑星を中心とした天体の描写
や記述の検討を通じて，望遠鏡という新しい観測機器の導入が江戸の天文学に与えた影響を考察す
る．

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

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
１：イントロダクション
　　　江戸の科学：鎖国と蘭学の誕生
２：江戸の天文学の発展
３：望遠鏡による天体観測
　　　望遠鏡の発明
　　　望遠鏡の日本への移入
　　　望遠鏡による天体観測に関する史料の検討

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業で必要なテキストは，担当教員が用意して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
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。



現代文化学系3

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  技術・工学の哲学 Philosophy of Technology and Engineering Sciences

 [授業の概要・目的]
この特殊講義のテーマは科学の哲学的側面にかかわるさまざまな話題をとりあげる形で毎年変更さ
れます。今回の講義では技術や工学について哲学でどのような議論が行われているかを、日本にお
ける事例を使いながら一緒に考えていきます。日本語では科学技術と一口に言いますが、英語の
science and technology はそれほど一体化していません。歴史的にも科学と技術の関係は複雑です。
そうした背景に照らして考えたとき、科学の方法論や対象の捉え方はどのくらい技術や工学にあて
はまるのでしょうか。また、技術はわれわれの社会を変えていく力を持ちますが、われわれの文化
や価値観と技術の間にはどのような関係がある（あるべき）と考えられるでしょうか。このような
問題を日本という文脈の中で考えていきたいと思います。
The topic of this special lecture varies every year, picking up various topics related to the philosophical 
aspects of science. This year, we explore philosophical discussions on technology and engineering sciences. 
In Japanese, the expression ‘kagaku-gijutsu’ is often used to refer to science and technology as a unity, but 
English counterpart ‘science and technology’ does not seem to have a similar implication. Historically 
speaking, the relationship between science and technology is complicated. How much of scientific 
methodology and viewpoint are applicable to technology and engineering sciences, given the background? 
Also, technology has a significant power to change our society; what is (and should be) the relationship 
between our culture and values on the one hand and technology on the other? We look at these and related 
issues in Japanese context.

 [到達目標]
科学に対する哲学的なものの見方というのがどのようなものかを理解する。とりわけ、今年度の授
業においては、授業内で紹介する哲学的な理論や観点を理解し、それが技術や工学の捉え方にどの
ような含意を持つかを理解する。
To understand philosophical way of looking at science. In particular, this year, this means understanding 
philosophical theories and positions introduced in the class and seeing what are their implications for the way 
we see technology and engineering sciences.

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

第一部：科学・技術と工学
１　歴史的背景
２　技術とは何か？工学とは何か？
３　工学的知識の分析
４　事例研究：遺伝子工学

科学哲学科学史(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(2)

第二部：技術と工学の存在論
５　人工物とその機能
６　設計の概念
７　事例研究：ロボットの存在論

第三部：技術対文化・価値観
８　技術の社会的構成
９　技術の文化・価値観への影響
１０　事例研究１：リスクと安全性
１１　事例研究２：ポストヒューマニティ

Part I: science, technology and engineering sciences
1.Historical background
2. What is technology?; what is an engineering science?
3. Analysis of engineering knowledge
4. Case study: genetic engineering

Part II: Ontology of technology and engineering sciences
5. Artifacts and their functions
6. The concept of design
7. Case study: ontology of robots

Part III: Technology vs. culture and values
8. Social construction of technology
9. Influence of technology on culture and values
10. Cases study 1: Risk and safety
11. Case study 2: Posthumanity

 [履修要件]
特に履修要件はもうけないが、科学哲学の基礎的事項については知っているものという前提で授業
が行われる。最低限オカーシャ『科学哲学』（岩波書店）は全体を読み理解しておくことが望まし
い。
No background is required, but if you are not familiar with philosophy of science ingeneral, please read some 
introductory book by yourself. Okasha's introductory book (Philosophy of Science: A Very Short 
Introduction) is recommended.

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

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

科学哲学科学史(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(特殊講義)(3)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

Students are expected to read the assigned reading before each class to be able to take part in the class 
discussion.

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

※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。



現代文化学系4

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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  量子力学の哲学入門

 [授業の概要・目的]
量子力学の哲学は科学哲学の定番のテーマでありながら、必要とされる前提知識が多いために敷居
の高い領域となっている。本講義では、アルバートらの入門書を利用して、必要最低限のバックグ
ラウンドを身につけながら、量子力学の解釈問題へとアプローチしたい。　

 [到達目標]
量子力学について、哲学的議論に必要な限りで理解するとともに、量子力学の哲学で何が問題とな
っているか、またその問題についてどのような立場があるかを理解する。量子力学の哲学上の立場
について批判的に検討できるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の項目について、それぞれ１~２週で論じる。
-重ねあわせ 
-数学的背景 
-非局所性、コッヘン＝スペッカーの定理
-観測問題 
-波動関数の収縮、GRW理論
-多世界解釈 
-ボーム理論
-近年の諸解釈

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

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

 [教科書]
授業内で配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



現代文化学系5

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
立命館大学　　　　　　　　　
衣笠総合研究機構 専門研究員 中尾　麻伊香

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  核時代の科学と文化

 [授業の概要・目的]
20世紀に進展した核をめぐる科学・技術は、世界のあり方を大きく変容させた。それは、いまだ解
決の見えないさまざまな問題をも生み出してきた。人類は、核時代をどのように迎え、核をめぐる
問題をどのように認識してきたのだろうか。この講義では、核をめぐるさまざまな表現に注目しな
がら、核兵器開発から今日に至るまでの歴史を学んでいく。毎回の講義では、基本的事柄に関する
講義に加え、関連の資料（文字、写真、映像など）を用いて、人類は核をどのように捉えてきたか、
核への期待と恐怖はどのように共存してきたか、被爆国がなぜ原発大国となったのか、核時代に人
々の生活・思想・文化がどのように変容したか、などを考えていく。

 [到達目標]
核をめぐる歴史を立体的に理解し、その歴史を考察するための視点を持つことができるようになる。
核に関する歴史資料を批判的に読み解くことができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、各1~3回とりあげる。

１．核兵器開発　　　
２．核の被害　　　
３．原発推進と原発事故　　　　
４．反核運動の展開　　　
５．ポピュラー文化における核 　
６．原爆をめぐる記憶と資料　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（100％）

 [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]
適宜紹介する資料を読んで見解をまとめておく。

（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。



現代文化学系6

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
東京農業大学 網谷　祐一

 

配当
学年  1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  進化論の哲学論争

 [授業の概要・目的]
進化論およびそれに基づいて人間本性を探求する研究は、様々な哲学的論争を引き起こしてきた。
本授業ではそうした論争を概説した上で、それぞれの論争についてどの立場が有力かを考える。現
在のところ、具体的には人間の理性の進化、道徳の進化、および進化心理学にまつわる問題につい
て考えることを計画している。[ただし内容を変更する場合がある]

 [到達目標]
本授業の目標は、(i) 人間本性を進化的な観点から研究するとはどういうことかを理解する、および
(ii) そうした研究がもつ・もってきた問題を、方法論的・哲学的・倫理的な側面から考えられるよ
うになることである。

 [授業計画と内容]
(1) ガイダンス（1-2回）
(2) 道徳の進化の問題（3-6回）
(3) 理性の進化の問題（7-11回）
(4) 社会生物学・進化心理学の問題（12-15回）
[ただし変更する場合がある]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業参加(20%)
授業終了時のレポート(80%)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
長谷川寿一・長谷川眞里子 『進化と人間行動』（東京大学出版会）
R・ボイド＆J・シルク 『ヒトはどのように進化してきたか』（ミネルヴァ書房）
ソーバー 『進化論の射程』（春秋社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



現代文化学系7

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Thomas Harriotの科学

 [授業の概要・目的]
この授業では，17世紀初頭に活躍した，イギリスの数学者・天文学者Thomas Hariott (ca.1560-1621)
の科学的活動を検討する．Hariottは，望遠鏡による天体観測を最初に行った者の一人として知られ
ているほか，代数学や航海術に関して業績を残している．
Harriottの数学的活動について，没後刊行された代数学の著作（英語訳）の他，手稿（主として英語）
を扱うほか．天文学的観測については手稿を検討する．

 [到達目標]
17世紀科学革命の科学についての基本的な理解を得るとともに，Harriottの著作や手稿の読解を通じ
て，一次文献読解に関する初歩的な能力を獲得する．

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
　１：イントロダクション
　　　17世紀科学革命
　　　Harriotの人生と科学的業績
　２：望遠鏡による天体観測
　３：数学的業績

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する
授業で使用するテキストは，担当教員が用意して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



現代文化学系8

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  Hubbleと20世紀前半の天文学の発展

 [授業の概要・目的]
この授業では，20世紀前半に活躍した，アメリカの天文学者Edwin Powell Hubble (1889-1953)の科学
的活動を中心に，20世紀前半の天文学の発展を検討する．Hubbleは20世紀を代表する天文学者であ
り，銀河系が宇宙の中の一つの島宇宙であること，そして宇宙が絶えず膨張していることを観測結
果に基づいて示したことで知られ，現代宇宙論に大きな影響を与えている．

 [到達目標]
初期現代天文学の歴史についての基本的な理解を得るとともに，Hubbleの著作や論文の読解を通じ
て，一次文献読解に関する初歩的な能力を養う

 [授業計画と内容]
以下の項目に従って進める予定である．
　１：イントロダクション
　　　近代から現代のまでの天文学の歴史
　　　Hubbleの人生と天文学的業績
　２：Hariott 1：銀河系の問題
　３：Hariott 2：膨張宇宙の問題

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業で使用するテキストは，担当教員が準備して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学技術社会論

 [授業の概要・目的]
科学技術社会論はさまざまな角度から科学と技術と社会の関係について研究する、多面的で活発な
分野である。科学をどのように捉えるかという科学哲学もまた科学技術社会論の理論的背景の一角
をなすが、科学哲学者はあまり科学技術社会論の議論に参加していないというのが現状である。こ
の授業では科学技術社会論の定評あるハンドブックからいくつかの章を読みつつ、科学技術社会論
と科学哲学の関係についてともに考えていきたい。

 [到達目標]
科学と技術と社会の関係について、どのような理論的背景や問題関心からどのような議論が展開さ
れているかを理解し、それらの議論を批判的に検討できるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に一回の授業でテキスト15ページ程度を読み、それについてディスカッションする形ですす
める。学生は一人ないし複数で一回の発表を担当する（担当者は事前に決めておく）。
現時点では以下のハンドブックからいくつかの論文をピックアップして読むことを予定している。
（2016年12月に改訂版が出版予定なのでそちらを利用する可能性もある。）
E.J. Hackett et all (2008) The Handbook of Science and Technology Studies, Third Edition. The MIT Press.
授業で取り上げる候補として考えているのは以下の章であるが、実際に何を読むかは初回の授業で
決定する。
Doing "Give me a laboratory and I will raise a discipline: the past, present and future politics of laboratory 
studies in STS"
The Virtual Knowledge Studio "Messy Shapes of Knowledge--- STS explores information, new media and 
academic work"
Bucchi and Neresini "Science and public participation"
Evans and Collins "Expertise: from attribute to attribution and back again?" 
Johnson and Wetmore "STS and ethics: implications for engineering ethics"
Mirowski and Sent "The commercialization of science and the responses of STS"

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

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

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

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた書籍から授業に使用する部分を配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  科学における創造性

 [授業の概要・目的]
科学者はいかにして新しい発見を行い、新しい理論を作っていくのだろうか。そして、そのプロセ
スは芸術などの他の創造的な営みとどういう共通点・相違点を持つだろうか。創造性研究は心理学
で盛んに行われてきたが、その成果は科学哲学であまり参照されてきたとは言いがたい。この授業
では、心理学者による科学の創造性についての著作を科学哲学の目で読み、創造性研究の科学哲学
的含意を一緒に考えていく。

 [到達目標]
科学の創造性についてどのような議論が行われているか理解し、それらの議論を批判的に検討でき
るようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に一回の授業でテキスト15ページ程度を読み、それについてディスカッションする形ですす
める。学生は一人ないし複数で一回の発表を担当する（担当者は事前に決めておく）。主なテキス
トとしては以下の本を予定している。
Simonton, D.K. (2004) Creativity in Science: Chance, Logic Genius, and Zeitgeist. Cambridge University 
Press.
以下の章を中心に読む。
1 Scientific Creativity
2 Creative Products
3 Combinatorial Processes
4 Scientific Activity 
6 Scientific Discovery

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

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

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

 [教科書]
「授業計画と内容」で挙げた著作から使用する部分を授業内で配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

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5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学１

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

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

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
ハンドアウトなどの授業資料は毎回、事前（1日前まで）にwebsite （上記の授業Blog）にアップす
る。学生は、授業前に資料にざっと目を通しておくことが望ましい。

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
西日本旅客鉄道　技術部 矢田部　俊介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  論理学２

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

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

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

 [履修要件]
前期の演習「論理学１」を履修すること

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

科学哲学科学史(演習)(2)へ続く↓↓↓



科学哲学科学史(演習)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回ハンドアウトを配布する。

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

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

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

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

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

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
准教授 文学研究科 小野澤　透

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  冷戦とアメリカ外交

 [授業の概要・目的]
米ソ対立を軸に据えた冷戦史の見方を大幅に修正するひとつのアプローチとして，非共産世界の同
盟国間外交や地域秩序の構築に着目する研究潮流が存在するが，中東に関してはそのような観点か
らの分析は必ずしも進んでいない。本特殊講義では，そのような問題関心に基づき，1950年代以降
の米・英と中東の関係史を外交文書の実証的分析を通じて考察する。 
具体的には，昨年度の特殊講義で扱いきれなかった1950年代後半から，あらたに1970年代までを視
野に入れて，具体的な分析を進める。 

 [到達目標]
外交文書の実証的な分析に関するケース・スタディを通じて，国際関係史・外交史の方法論を修得
するとともに，学術論文作成の際に必要になる，米英の外交関係史料の探索方法や読解の技術を修
得する。

 [授業計画と内容]
冷戦を歴史的に理解しようとするとき，それを米ソ対立を基調とする国際政治の枠組みと捉えるだ
けでは不十分である。冷戦とは，米ソ間の対立・競争の契機 と，東西それぞれの陣営内における超
大国を頂点とする政治的・経済的・軍事的統合およびシステムを創造・維持・改変しようとする契
機が，国際政治のみなら ず，多くの国々の政治・経済・社会のあり方をも大きく規定する世界秩序
の枠組みであった。 
以上のような問題意識に立ち，本年度は，昨年度に引き続き，1950年代における，米・中東関係に
かかわる諸問題を検討する。おおまかな内容は以下のとおり。 

１．アメリカと中東（概観） 
２．1950年代後半の米国の地域的政策の展開と変容 
３．オフショア・バランシング政策の展開 
４．英国の中東撤退（1966-71）と米国

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
セメスター末のレポート

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
五十嵐武士 『アメリカ外交と21世紀の世界』（昭和堂）ISBN:4-8122-0623-5
小野沢 透 『幻の同盟： 冷戦初期アメリカの中東政策（上巻）』（名古屋大学出版会）ISBN:978-4-
8158-0830-3

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書も含め，授業中に適宜指示する。

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

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 文学研究科 永原　陽子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  南部アフリカ現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
南部アフリカ諸地域は、第二次世界大戦後にアパルトヘイト体制を本格化させた南アフリカを中心
に、世界が脱植民地する時期に、いわばそれに逆行する歴史を強いられてきた過去をもつ。1990年
代以降、その体制が崩壊し、大きな社会的変動を経験しつつある。その変動の中で当該社会がどの
ような課題と向き合いつつあるのかを多面的に取り上げることを通じて、植民地主義の歴史とはど
のようなものであったかを考え、さらには、ポストコロニアリズムとコロニアリズムとがどのよう
な関係にあるのかにも考察を及ばせる。
以上のような南部アフリカ社会の検討は、世界各地での脱植民地化や、紛争後社会の移行の問題に
対しての理解をも深めることにも通ずる。

 [到達目標]
・1990年代以降の南部アフリカ社会の変動にかんする基本的事実、人々の抱えている　課題等につ
いて理解する。
・南部アフリカ社会の変動を通じて、現代世界の抱える基本的な問題としての帝国主　義と脱植民
地化の問題についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマにつき、各3回ずつ程度で扱う。

1.前史―植民地主義とアパルトヘイト
2.民主化と「和解」
3.土地改革
4.伝統とジェンダー
5.コロニアリズムとポストコロニアリズム

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末に試験を行う。授業中の随時の提出物などを勘案することがある。

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に適宜指示する。

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



現代文化学系15

授業科目名
　<英訳>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史  

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、食
と農の未来を構築するためのヒントを考えることである。  

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である。 
１　食をめぐる研究の方法
２　明治大正期の食
３　アジア太平洋戦争までの食
４　戦後の食 
５　牛乳の歴史学
６　品種改良の歴史学

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末にレポートを課す。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
以下の本に目を通しておくと、講義の理解が深まる。 
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』 
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』 
藤原辰史 『ナチスのキッチン』 
藤原辰史 『カブラの冬』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。

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

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、食
と農の未来を構築するためのヒントを考えることである。 

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である。 
１　食糧戦争としての第一次世界大戦
２　有機農業の歴史
３　毒ガスと農薬の歴史 
４　トラクターの歴史
５　戦時期の農村女性たち
６　食糧戦争としての第二次世界大戦

 [履修要件]
前期の授業を受講しているものとして授業を進める。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の終わり頃に筆記試験を課す予定

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
以下の本に目を通しておくと、講義の理解が深まる。
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』
藤原辰史 『ナチスのキッチン』
藤原辰史 『カブラの冬』
ポール・ロバーツ 『食の終焉』 

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
後期は、１１月末から海外出張の予定のため、途中で集中講義のスタイルに移行する予定です。詳
しい日程は、あらためてお伝えいたします。

※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>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社　　 石尾　和哉

 

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3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦後日本経済史　～　カルチャー研究のプラット・フォームとして　～

 [授業の概要・目的]
　日本の第二次大戦後の経済史を概観することで、各時代の大衆文化の背景を
理解するための素養を身に付けることを目的とする。

　経済変動は所得増減や失業率などへの影響を通じて、人々のマインドに影響を
与える。それが大衆文化に大なり小なり影響を与えているものと考えられる。

　各時代の出来事や空気感と共に立体的に経済的背景を理解し感じて頂くことで、
カルチャー研究の一助として頂きたい。

 [到達目標]
歴史に「必然」があるのか否かは不明。しかし因果はあるだろう。
即ち現在が過去の行動の結果であるなら、歴史を学ぶことで現在のカルチャーを
理解する一助となる。
経済情勢は人々の生活に影響を与え、将来見通しに影響を与える。
一方、大衆文化は人々の潜在ニーズが大きな潮流となって発現するものであるなら
ば、経済情勢が大衆カルチャーの発現にかなりの影響を与えていると考えられる。
従って経済史を学ぶことで、現在を含め、各時代の大衆文化の背景を理解することが
可能となる。各自の研究テーマを深く考察するために、本講義を通じて経済史の
知識を活用できるようになる。

 [授業計画と内容]
概ね、時代区分毎に各回独立的に講ずる。
経済史を概観した後に、各時代の代表的なカルチャーや商品を紹介し、
経済情勢がどのように大衆文化に影響を与えたのかを考察する。
（授業の進度によっては各回の内容が変わる場合がある）

第１回　　　　　オリエンテーション
第２回　　　　　戦後経済史概観
第３回　　　　　戦中～戦後復興期
第４・５回　　　高度成長期の経済、カルチャー、商品
第６回　　　　　安定成長期の経済、カルチャー、商品
第７回　　　　　ＩＴ経済とカルチャーへの影響（注）
第８・９回　　　バブル期の経済、　カルチャー、商品
第１０・１１回　経済停滞期の経済、カルチャー、商品
第１２・１３回　小泉改革と反動期の経済、カルチャー、商品
第１４回　　　　アベノミクス時代の経済、カルチャー、商品
第１５回　　　　全体まとめ

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

（注）第７回はゲスト講師を予定(出講回は変更の可能性があります)
　　（三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 経営コンサルタント。京大情報学研究科卒）　　　
　　　　　「１９９０～２０１０年代のＩＴ発達による経済とカルチャーへの影響」

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点、レポートなどを総合的に判断する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
八代尚宏 『日本経済論・入門』（有斐閣）ISBN:978-4641164116（コンパクトに戦後日本経済史が
概観できる）
野口悠紀雄 『戦後日本経済史』（新潮選書）ISBN:978-4-10-603596-8（戦後経済政策の立案者側の
情報が得られる）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.murc.jp/corporate/professionals/37397(講師所属企業のホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
自身の研究テーマを明確にして、各回の授業内容を元に、自分のテーマに関する考察を深めていく
材料として活用して頂きたい。

（その他（オフィスアワー等））
講師は、メーカー勤務の後、現在のシンクタンクで経営コンサルティング活動と
並行して、経営学研究、カルチャー研究を行っています。
（京都大学博士(経済学)、及び　二十世紀学専修卒業）

授業に関する質問・意見、あるいは市場経済、企業経営に関する質問など
メール等でお寄せ頂くことを歓迎します。

　ishio@murc.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>

二十世紀学(特殊講義) 
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代における歴史の顕彰

 [授業の概要・目的]
 1867年の王政復古の大号令で、天皇親政の理念とともに、始祖としての神武天皇が浮上する。1880
年代には皇室をめぐる「旧慣」保存策が展開した。1889年の大日本帝国憲法にともなう大赦令とと
もに、戊辰戦争で「賊軍」とされた江戸幕府・会津藩・西郷隆盛などが復権する。それとともに江
戸幕府や旧藩の顕彰が始まる。1917年の「戊辰殉難者五十年祭」、1928年の昭和大礼と戊辰より60
年の紀念と、明治維新の顕彰が続く。1911年の南北朝正閏問題により南朝正統論が公認となるが、
河内長野や四條畷、島本における南朝顕彰が展開する。1928年以降に史跡名勝の行政を文部省が管
轄するが、宮址・南朝史蹟・維新史蹟・神武聖蹟などが国民道徳と一体となって整備され、1945年
まで歴史が動員される。昨年度に論じなかったテーマを取りあげたい。

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できるように指導する。近現代における歴史の顕彰について、授業とフ
ィールドの両面から、理解を深めるようにする。 

 [授業計画と内容]
・明治維新と「神武創業」 
・1880年代の皇室をめぐる「旧慣」（伝統文化）の保存 
・1889年の恩赦と旧幕府・旧藩などの顕彰 
・江戸文化の回顧と顕彰 
・「京都らしさ」と国風文化・安土桃山文化 
・1911年南北朝正閏問題と南朝正統 
・戊辰戦争50周年、60周年紀念祭の位相 
・南朝史蹟の顕彰 
・皇紀2600年と神武聖蹟 
・国定教科書の中の歴史顕彰 
・修学旅行と歴史教育 
・補論　日本美術史/朝鮮美術史の成立

昨年に引き続き、以上の諸問題を考える。内容は変更することもある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。授業で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。  
 

二十世紀学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房）
高木博志 『近代天皇制と古都』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
東山、嵯峨野、京都御苑、神武陵など、歴史顕彰の近現代に関わる巡見を希望者と行う。 

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

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

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 人文科学研究所 小関　隆

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イギリス近現代史における労働党（その２）

 [授業の概要・目的]
前期の授業に引き続き、労働党に焦点を合わせてイギリスの近現代史を再検討する。後期開講の「
その２」では、初の多数派政権となったアトリー政権期（1945～51年）から20世紀末までを対象と
する。「その１」の講義内容が前提となるので、併せて受講することが望ましい。

 [到達目標]
政党政治史の文脈において労働党が果たした役割ばかりでなく、広く労働者階級が20世紀イギリス
社会の形成にいかに関与してきたのかまで視野に収めて、「労働」の視点からイギリス近現代史を
把握する能力を身につけること（「その１」と同様）。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。
(1) アトリー政権と福祉国家
(2) 新基軸の模索
(3) ウィルスン政権の功罪
(4) 1970年代
(5) サッチャリズムと労働党
(6) ニュー・レイバー
(7) その他

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。 

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
ピーター・クラーク（西沢・市橋・椿・長谷川訳）『イギリス現代史、1900～2000』名古屋大学出
版会、2004年。
 

（その他（オフィスアワー等））
前期開講の「その１」と合わせ、通年の受講が望ましい。

※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。



現代文化学系20

授業科目名
　<英訳>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化財の近現代

 [授業の概要・目的]
現代の文化財は、富岡製糸場などの近代化遺産の評価をめぐってや、「仁徳天皇陵古墳」として世
界遺産登録されようとする陵墓問題などにみられるように、密接に政治と関わっている。日本近現
代の特色を文化財の歩みから考えたい。 
明治初期の神仏分離と美術品の海外流出に続き、1880年代には「伝統文化」保存の政策の中で、フ
ェノロサや岡倉天心の文化財保護の活動がはじまる。立憲制の形成とともに帝室博物館、東京美術
学校、文化財をめぐるジャンル・等級・時代区分が成立する。この間、①国民に開かれた国宝・史
跡・名勝・博物館などの文化財と、②皇室に秘匿された御物・陵墓・離宮などの私的な財産の二つ
の文化財の体系が成立する。こうした日本の文化財の特色を近現代を通じて考えてゆきたい。  

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できるように指導する。文化財の近現代について、授業とフィールドの
両面から、理解を深めるようにする。   
 

 [授業計画と内容]
・天皇制と文化財
・日本的な文化の語り
・廃仏毀釈と文化財の破壊 
・1880年代の古社寺や旧跡の保存 
・正倉院御物・京都御苑・離宮の形成 
・陵墓の近現代 
・「日本美術史」と文化財保護 
・帝室博物館と古都奈良・京都 
・史蹟名勝天然紀念物と20世紀の文化財行政 
・吉野山・奈良公園・嵐山の近現代 
・神苑の形成（伊勢神宮・明治神宮・橿原神宮） 
・国民道徳と南朝史蹟・赤穂浪士の史蹟・神武聖蹟 
・戦後改革と文化財の誕生 
・世界遺産と文化財保護法 

以上のテーマを授業でとりあげる。内容は変更することがある。

 [履修要件]
特になし

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。授業で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房）
今尾文昭・高木博志編 『世界遺産と天皇陵古墳を問う』（思文閣出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
東山、嵯峨野、京都御苑、神武陵など、文化財の近現代に関わる巡見を希望者と行う。 

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

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

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
関西大学　総合情報学部　教授 喜多　千草

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「情報技術と戦争」について考える

 [授業の概要・目的]
この講義では、戦争と技術の関わりについて、コンピューティング史の観点から考察する。 
　具体的には、第二次世界大戦中のデジタルコンピュータの開発や暗号解読、冷戦時の全米防空網
の構築からコンピュータ・ネットワークの開発などの諸問題を取り上げる。これにより、受講生は
コンピューティング史のアプローチを学び、過去の経緯・帰結が現在のありようにどのように影響
してきたかについて理解を深めることになるだろう。

 [到達目標]
コンピューティング史の文献の扱い方の基本を学び、戦争と技術の関わりについて研究するための
視点を得る。 

 [授業計画と内容]
授業概要（各項目について1～3回程度の授業を行う） 

●オリエンテーション 
●Giant Brainの構築 
●暗号解読と計算機 
●人間機械混成系という概念 
●全米防空網SAGE 
●航空宇宙開発と計算機 
●コンピュータ・ネットワークの発展 
●まとめ・フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（授業中や学期末の課題提出）。

 [教科書]
適宜、授業内にプリント配布、およびウェブサイトに資料をアップロードなどする。

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
www.kitalab.org/KyotoUnivLecture/index.html (（詳しい授業計画や参考資料。オリエンテーションで
パスワード等を周知する。）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で言及する文献の一部を事前配布した場合については、予習して参加することが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
詳しくは授業用ウェブサイトから指示する。

※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>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 人文科学研究所 小関　隆

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イギリス近現代史における労働党（その１）

 [授業の概要・目的]
今年度の授業では、1900年に設立され、第一次世界大戦後には保守党と並ぶ二大政党の１つとなる
労働党に焦点を合わせてイギリスの近現代史を再検討する。政治史的な考察が主軸にはなるが、社
会史的・文化史的な視点も導入したい。前期開講の「その１」では、労働党設立の直接の前史とな
る1880年代から初の多数派政権を成立させる1945年までを扱う予定である。後期開講の「その２」
も併せて受講することが望ましい。

 [到達目標]
政党政治史の文脈において労働党が果たした役割ばかりでなく、広く労働者階級が20世紀イギリス
社会の形成にいかに関与してきたのかまで視野に収めて、「労働」の視点からイギリス近現代史を
把握する能力を身につけること。

  

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。 
(1) イントロダクション
(2) 前史（社会主義の復興、新しい労働運動）
(3) 労働代表委員会
(4) ニュー・リベラリズムと労働党
(5) 第一次世界大戦から第一次労働党政権へ
(6) ゼネストから第二次労働党政権へ
(7) 世界恐慌と挙国内閣
(8) 第二次世界大戦から1945年総選挙へ
(9) その他

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる評価を基本とする。

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。

セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
ピーター・クラーク（西沢・市橋・椿・長谷川訳）『イギリス現代史、1900～2000』名古屋大学出
版会、2004年。

（その他（オフィスアワー等））
後期開講の「その２」と合わせ、通年の受講が望ましい。

※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>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
大阪大学　人間科学研究科 教授 藤目　ゆき

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  占領軍被害の研究

 [授業の概要・目的]
日本敗戦後の連合国対日占領期は、戦後日本国家の土台がつくられた時期である。日本敗戦から70
年以上が経過し、「戦後レジームからの脱却」といった標語が巷に流布されているが、占領期に生
起した様々な出来事には隠蔽され封印されてきた問題が少なくない。授業では、占領下に占領軍人
が引き起こした事故・事件による人身被害に着目し、その被害状況と補償請求運動の展開を概観し、
憲法と安保を併存させてきた戦後日本のあり方や「従軍慰安婦」問題をはじめとする未決着の戦後
補償といった今日的問題について考察する。

 [到達目標]
戦後日本史に対する理解を深め、表に出ない状態の史実を掘り起こす民衆史・女性史の視点や方法
を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回目の授業でガイダンスをした後、下記のテーマについて各3～5回で扱う。 
１．女性に対する占領軍暴力の諸問題 
　日本軍「慰安婦」と占領軍「慰安婦」の関係性・冷戦下の東アジアにおける米軍性　売買と公娼
制度の再編成・21世紀のアジア駐留米軍と性暴力 
２．占領軍による人身被害の全体像 
　二又トンネル爆発事件など武器弾薬処理に関連する事件・車両事故や殺人や傷害といった刑事事
件・日米安保体制下の駐留米軍による事件 
３．ミッシングリンクとしての占領軍人身被害 
　占領軍人身被害補償請求運動の展開・戦争被害認識及び戦後補償思想をめぐる争点

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
セメスター末のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書も含め、授業中に適宜指示する。

（その他（オフィスアワー等））
とくになし。

※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>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 大学文書館 西山　伸

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代日本大学史

 [授業の概要・目的]
本講義では、明治期から敗戦までの大学の歴史を対象とする。1877年の東京大学設置以来、日本の
大学は、何度も改革を経ながら基本的には拡大を続けた。大学の目的、繰り返された教育改革の内
容、大学の自治、学生生活、戦争と大学などについて、実証的に検証し、近現代日本にとって大学
はどういう役割を果たしたか、またそれが戦後にどのようにつながっていったのか、などについて
考察する。

 [到達目標]
・日本の大学の形成と展開を資料にもとづき理解する。
・近現代日本社会における大学の役割を理解し、戦後への連続性について考察する。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス
第2回　帝国大学とは何か
第3回　日清戦争前後の高等教育改革と京都帝国大学の創立
第4回　帝国大学の増設
第5回　大学自治とは何か
第6回　帝国大学の学生
第7回　大正期の高等教育改革
第8回　大学の拡張
第9回　大学の「大衆化」と学生生活
第10回　大学自治をめぐる諸事件
第11回　軍隊と大学
第12回　戦時期の高等教育改革
第13回　科学動員
第14回　戦争末期の大学

 [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：レポート試験の成績により評価する。
評価基準：授業の内容を理解した上で、受講者独自の見解を示すこと。

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 人文科学研究所 石川　禎浩

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国現代史特殊講義

 [授業の概要・目的]
　中国現代史における大衆文化・流行現象に着目し、流行歌曲の変遷をたどることによって、時々
の時代相、時勢の変化を分析する。流行歌の登場は、ナショナルな共通経験を基盤にして成立する
国民国家の成立・発展と相表裏する関係にあることを念頭におき、国民国家としての中国が共有し
た共通経験が如何なるものであるかを探る。

 [到達目標]
　中国の流行歌の変遷を追うことは、中国現代史、20世紀史そのものの理解に欠かせないが、それ
のみでなく、現代中国において、大衆文化としての流行歌曲が如何なる条件の下で広く受け入れら
れるに至ったかを知り、国家史と国民感情の推移とを複眼的・有機的にとらえる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　流行の発生にかんする歴史概説と関連書籍の紹介 
第2-4回　中国における近代的音楽の受容と流行歌の誕生（1904-1926） 
第5-7回　南京国民政府期の流行歌曲と戦時歌謡（1927-1945） 
第8-10回　中国共産党による革命宣伝と革命歌（1927-1949） 
第11-12回　中華人民共和国初期の宣伝歌曲（1949-1976） 
第13-15回　改革・開放政策以降の流行歌曲（1976-2000） 
第16回　フィードバック

 [履修要件]
　現代中国語で書かれた文献を用いるので、中国語の基礎を有することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによる評価

 [教科書]
授業中に指示する
関連プリントを授業で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して、中国現代史に関する関連図書を読むことを求める。

（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>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 人文科学研究所 石川　禎浩

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国現代史特殊講義

 [授業の概要・目的]
　中国現代史に大きな影響を与えた毛沢東にかんして、その伝記的検討を行い、毛沢東についての
イメージ生成や評価、および関連資料の収集や編纂がどのように行われてきたかについての理解を
深める。

 [到達目標]
　毛沢東の生涯を追うことは、中国現代史、20世紀史そのものの理解に欠かせないが、それのみで
なく、現代中国において、革命家・政治家について歴史的研究を行うことが如何なる条件、制約の
下で行われてきたかを知り、史実と歴史叙述とを複眼的・有機的にとらえる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　毛沢東研究に関する基本的図書の紹介 
第2-4回　初期の毛沢東（1893-1921） 
第5-7回　共産党員としての毛沢東（1921-1934） 
第8-10回　共産党指導者としての毛沢東（1935-1949） 
第11-12回　エドガー・スノウ『中国の赤い星』以前の毛沢東イメージ 
第13-15回　エドガー・スノウ『中国の赤い星』の中の毛沢東イメージ 
第16回　フィードバック

 [履修要件]
　現代中国語で書かれた文献を用いるので、中国語の基礎を有することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによる評価

 [教科書]
授業中に指示する
関連プリントを授業で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して、毛沢東・中国現代史・中国共産党史に関する関連図書を読むことを求める。

（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。



現代文化学系27

授業科目名
　<英訳>

二十世紀学
 

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
非常勤講師 庵逧　由香

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

 
 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮近現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
講義では、朝鮮半島の近現代史について、特に朝鮮半島と日本との間に生じている歴史葛藤の問題
を中心に、具体的な課題ごとにその研究状況や現状と問題点について史料に即して学ぶことを目的
とします。 
　近年、東アジアでの人の移動や文化交流が急速に拡大する一方で、日本と韓国・朝鮮・中国との
歴史問題をめぐる葛藤が深刻化しています。日本の朝鮮半島植民地支配や中国侵略の歴史に端を発
するこの問題は、今後東アジアに関心を持ち学ぼうとする学生にとっては、いずれ直面しなければ
ならない問題でもあります。何が問題になっているのか、事実関係はどうなのか、問題の本質は何
かを、史料と研究に即して学び、それをもとに今後どのように解決していくべきなのかを、今後の
東アジア関係のあり方とともに共に考えてゆきます。 

 [到達目標]
朝鮮近現代史の諸問題や研究状況を理解する。 
東アジアの歴史葛藤問題について理解し、自分なりの意見を述べることができる。 
歴史問題に関わる論点について、事実や資料に即して説明できる。 

 [授業計画と内容]
１． 講義概要(講義の進め方、成績評価、自己紹介など)および概論 
２． 日本と朝鮮半島の歴史葛藤問題とは何か 
３． 日本と韓国における歴史研究の現状：植民地研究史１ 
４． 日本と韓国における歴史研究の現状：植民地研究史２ 
５． 日本と韓国における歴史研究の現状：植民地研究史３ 
６． 戦後日本政府の補償政策　１：　サンフランシスコ講和条約とアジア諸国への戦後補償 
７． 戦後日本政府の補償政策　２：　日韓交渉と日韓条約 
８． 強制動員問題 １ 
９． 強制動員問題 ２ 
１０． 強制動員問題 ３ 
１１． 日本軍「慰安婦」問題１ 
１２． 日本軍「慰安婦」問題２ 
１３． 日本軍「慰安婦」問題３ 
１４． 教科書問題 
１５． 期末試験／学習到達度の評価 
１６． フィードバック 

※講義の進行状況や、受講生の関心によって、講義内容を変更することもあります。

二十世紀学(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(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(50点)：　出席、コミュニケーションペーパー提出、質疑応答などの参加態度などを総合的
に評価する。 
レポート(50点)：　講義内で取り扱ったテーマ・人物・事件などの中で関心のあるものを一つ選び、
レポートを提出すること。2000字以上とし、論文・書籍などの参考文献を必ず３つ以上利用するこ
と。

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

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



現代文化学系28

授業科目名
　<英訳>

二十世紀学(特殊講義)
Twentieth Century Studies (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
非常勤講師 中島　琢磨

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦後日本外交史

 [授業の概要・目的]
本授業では、第二次世界大戦後の日本外交の重要局面を考察する。とくに、日米安保体制に関する
重要な交渉を取り上げて、冷戦史のなかで位置づけたい。2010年以降、安保改定と沖縄返還という
二つの大型の外交交渉の記録が公開されており、これにより冷戦期の日米安保体制の実態をふまえ
た戦後の外交過程の検討が可能となった。 
　日本外交は、それぞれの時代の国際情勢、内政、社会の大勢と連関しながら展開してきた。それ
ゆえ授業では、各政権期における国内の権力対立、政策過程、および国際政治情勢について論及す
る。また、各政権期の主要な政治家や官僚たちの思考と行動について取り上げる。

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

 [授業計画と内容]
１．日本外交史の目的――歴史をふり返る理由と、外交史の分析枠組み 
２．戦後外交の形成　憲法第９条・講和条約・日米安保条約の成立過程――「９条・安保体制」の
選択とその意味をめぐって（１） 
３．戦後外交の形成　憲法第９条・講和条約・日米安保条約の成立過程――「９条・安保体制」の
選択とその意味をめぐって（２） 
４．日ソ国交回復――領土返還交渉の難しさ 
５、安保改定の争点――日米の対等性のあり方をめぐって 
６．安保改定交渉における事前協議制度問題――核兵器の持ち込みの問題と米軍の他国への出撃の
問題を中心に 
７．保革対立の構図（「55年体制」）と日本外交論――冷戦期の政治的諸価値の再検討 
８．沖縄返還交渉（１）――なぜ佐藤政権は沖縄返還交渉を開始できたのか 
９．沖縄返還交渉（２）――1967年11月の日米首脳会談まで 
10．沖縄返還交渉（３）――「核抜き・本土並み」返還の背景 
11．米中接近後の日本外交――日中国交正常化への道 
12．核兵器搭載艦船の日本寄港問題 
13．デタント期の日本の外交構想――「福田ドクトリン」と総合安全保障戦略を中心に 
14．中曽根政権期の日本外交――冷戦期の日本外交の帰結点 
15．外交史から戦後をふり返る――現代史の再編に向けて

二十世紀学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(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]
定期試験（筆記）（80点）と平常点（20点）により評価する。

 [教科書]
使用しない
授業中に配布するプリントと資料、およびスクリーンに映すメモと資料に沿って授業を進める。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた条約・コミュニケなどについては、適宜、条約集などで全文を参照して理解を深
めることを勧める。

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



現代文化学系29

授業科目名
　<英訳>

二十世紀学(演習Ｉ)
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 文学研究科 杉本　淑彦

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代文化の諸問題 Ａ

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

 [到達目標]
既存の学術書・学術論文を読み込むことで、自身が取り組むべき研究テーマを発見する力を養うこ
とができる。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

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

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

二十世紀学(演習Ｉ)
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 文学研究科 杉本　淑彦

 

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  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代文化の諸問題 B

 [授業の概要・目的]
各自が現代文化に関するテーマを任意で選び、それについてのリサーチ結果を報告する。その後、
全員によるディスカッションをおこなう。現代文化に関する研究テーマの幅広い学習と、研究論文
執筆につながりうるテーマの選択眼涵養を目的とする。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

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

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

二十世紀学(演習II)
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

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

二十世紀学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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>

二十世紀学(演習II) 
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
客員准教授 文学研究科 上杉　和央

 

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

二十世紀学(演習II) (2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(演習II) (2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
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。#160

（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>

二十世紀学(演習II)
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
京都精華大学　研究員 伊藤　遊

 

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5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

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

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

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

 [教科書]
使用しない

二十世紀学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

二十世紀学(演習II)
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
テレビプロデューサ 山登　義明

 

配当
学年  1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  演習

使用
言語   日本語 

題目  映像メディア論

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

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

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

 [履修要件]
毎日曜日のＮＨＫスペシャル、情熱大陸を視聴。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
受講後のリポート。

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

二十世紀学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



二十世紀学(演習II)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
次の映画作品のうち１つは視聴すること。「ジョーズ」(スピルバーグ)、「火垂るの墓」(高畑勲)、
「仁義なき戦い」(深作欣二)、「君の名は」（新海誠）。

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

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 文学研究科 小野澤　透

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  冷戦とアメリカ外交

 [授業の概要・目的]
米ソ対立を軸に据えた冷戦史の見方を大幅に修正するひとつのアプローチとして，非共産世界の同
盟国間外交や地域秩序の構築に着目する研究潮流が存在するが，中東に関してはそのような観点か
らの分析は必ずしも進んでいない。本特殊講義では，そのような問題関心に基づき，1950年代以降
の米・英と中東の関係史を外交文書の実証的分析を通じて考察する。 
具体的には，昨年度の特殊講義で扱いきれなかった1950年代後半から，あらたに1970年代までを視
野に入れて，具体的な分析を進める。 

 [到達目標]
外交文書の実証的な分析に関するケース・スタディを通じて，国際関係史・外交史の方法論を修得
するとともに，学術論文作成の際に必要になる，米英の外交関係史料の探索方法や読解の技術の基
礎を修得する。

 [授業計画と内容]
冷戦を歴史的に理解しようとするとき，それを米ソ対立を基調とする国際政治の枠組みと捉えるだ
けでは不十分である。冷戦とは，米ソ間の対立・競争の契機 と，東西それぞれの陣営内における超
大国を頂点とする政治的・経済的・軍事的統合およびシステムを創造・維持・改変しようとする契
機が，国際政治のみなら ず，多くの国々の政治・経済・社会のあり方をも大きく規定する世界秩序
の枠組みであった。 
以上のような問題意識に立ち，本年度は，昨年度に引き続き，1950年代における，米・中東関係に
かかわる諸問題を検討する。おおまかな内容は以下のとおり。 

１．アメリカと中東（概観） 
２．1950年代後半の米国の地域的政策の展開と変容 
３．オフショア・バランシング政策の展開 
４．英国の中東撤退（1966-71）と米国

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
セメスター末のレポート

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
五十嵐武士 『アメリカ外交と21世紀の世界』（昭和堂）ISBN:4-8122-0623-5
小野沢 透 『幻の同盟： 冷戦初期アメリカの中東政策（下巻）』（名古屋大学出版会）ISBN:978-4-
8158-0830-3

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書も含め，授業中に適宜指示する。 

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 文学研究科 永原　陽子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  南部アフリカ現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
南部アフリカ（南アフリカおよび周辺諸国）の、アパルトヘイト体制崩壊以降の歴史を扱う。
南部アフリカ諸地域は、第二次世界大戦後にアパルトヘイト体制を本格化させた南アフリカを中心
に、世界が脱植民地する時期に、いわばそれに逆行する歴史を強いられてきた過去をもつ。1990年
代以降、その体制が崩壊し、大きな社会的変動を経験しつつある。その変動の中で当該社会がどの
ような課題と向き合いつつあるのかを多面的に取り上げることを通じて、植民地主義の歴史とはど
のようなものであったかを考え、さらには、ポストコロニアリズムとコロニアリズムとがどのよう
な関係にあるのかにも考察を及ばせる。
以上のような南部アフリカ社会の検討は、世界各地での脱植民地化や、紛争後社会の移行の問題に
対しての理解をも深めることにも通ずる。

 [到達目標]
・1990年代以降の南部アフリカ社会の変動にかんする基本的事実、人々の抱えている　課題等につ
いて理解する。
・南部アフリカ社会の変動を通じて、現代世界の抱える基本的な問題としての帝国主　義と脱植民
地化の問題についての理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマにつき、各3回ずつ程度で扱う。

1.前史―植民地主義とアパルトヘイト
2.民主化と「和解」
3.土地改革
4.伝統とジェンダー
5.コロニアリズムとポストコロニアリズム

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末に試験を行う。授業中の随時の提出物などを勘案することがある。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に適宜指示する。 

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
大阪大学　人間科学研究科 教授 藤目　ゆき

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  占領軍被害の研究

 [授業の概要・目的]
日本敗戦後の連合国対日占領期は、戦後日本国家の土台がつくられた時期である。日本敗戦から70
年以上が経過し、「戦後レジームからの脱却」といった標語が巷に流布されているが、占領期に生
起した様々な出来事には隠蔽され封印されてきた問題が少なくない。授業では、占領下に占領軍人
が引き起こした事故・事件による人身被害に着目し、その被害状況と補償請求運動の展開を概観し、
憲法と安保を併存させてきた戦後日本のあり方や「従軍慰安婦」問題をはじめとする未決着の戦後
補償といった今日的問題について考察する。

 [到達目標]
戦後日本史に対する理解を深め、表に出ない状態の史実を掘り起こす民衆史・女性史の視点や方法
を学ぶ。 

 [授業計画と内容]
第１回目の授業でガイダンスをした後、下記のテーマについて各3～5回で扱う。 
１．女性に対する占領軍暴力の諸問題 
　日本軍「慰安婦」と占領軍「慰安婦」の関係性・冷戦下の東アジアにおける米軍性　売買と公娼
制度の再編成・21世紀のアジア駐留米軍と性暴力 
２．占領軍による人身被害の全体像 
　二又トンネル爆発事件など武器弾薬処理に関連する事件・車両事故や殺人や傷害といった刑事事
件・日米安保体制下の駐留米軍による事件 
３．ミッシングリンクとしての占領軍人身被害 
　占領軍人身被害補償請求運動の展開・戦争被害認識及び戦後補償思想をめぐる争点

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
セメスター末のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書も含め、授業中に適宜指示する。

（その他（オフィスアワー等））
とくになし。

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

現代史学
 

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
非常勤講師 庵逧　由香

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

 
 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮近現代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
　本講義では、朝鮮半島の近現代史について、特に朝鮮半島と日本との間に生じている歴史葛藤の
問題を中心に、具体的な課題ごとにその研究状況や現状と問題点について史料に即して学ぶことを
目的とします。
　近年、東アジアでの人の移動や文化交流が急速に拡大する一方で、日本と韓国・朝鮮・中国との
歴史問題をめぐる葛藤が深刻化しています。日本の朝鮮半島植民地支配や中国侵略の歴史に端を発
するこの問題は、今後東アジアに関心を持ち学ぼうとする学生にとっては、いずれ直面しなければ
ならない問題でもあります。何が問題になっているのか、事実関係はどうなのか、問題の本質は何
かを、史料と研究に即して学び、それをもとに今後どのように解決していくべきなのかを、今後の
東アジア関係のあり方とともに共に考えてゆきます。

 [到達目標]
朝鮮近現代史の諸問題や研究状況を理解する。
東アジアの歴史葛藤問題について理解し、自分なりの意見を述べることができる。
歴史問題に関わる論点について、事実や資料に即して説明できる。

 [授業計画と内容]
１．	講義概要(講義の進め方、成績評価、自己紹介など)および概論
２．	日本と朝鮮半島の歴史葛藤問題とは何か
３．	日本と韓国における歴史研究の現状：植民地研究史１
４．	日本と韓国における歴史研究の現状：植民地研究史２
５．	日本と韓国における歴史研究の現状：植民地研究史３
６．	戦後日本政府の補償政策　１：　サンフランシスコ講和条約とアジア諸国への戦後補償
７．	戦後日本政府の補償政策　２：　日韓交渉と日韓条約
８．	強制動員問題 １
９．	強制動員問題 ２
１０．	強制動員問題 ３
１１．	日本軍「慰安婦」問題１
１２．	日本軍「慰安婦」問題２
１３．	日本軍「慰安婦」問題３
１４．	教科書問題
１５．	期末試験／学習到達度の評価
１６．	フィードバック
※講義の進行状況や、受講生の関心によって、講義内容を変更することもあります。

現代史学(2)へ続く↓↓↓



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

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

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
非常勤講師 中島　琢磨

 

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5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦後日本外交史

 [授業の概要・目的]
　本授業では、第二次世界大戦後の日本外交の重要局面を考察する。とくに、日米安保体制に関す
る重要な交渉を取り上げて、冷戦史のなかで位置づけたい。2010年以降、安保改定と沖縄返還とい
う二つの大型の外交交渉の記録が公開されており、これにより冷戦期の日米安保体制の実態をふま
えた戦後の外交過程の検討が可能となった。
　日本外交は、それぞれの時代の国際情勢、内政、社会の大勢と連関しながら展開してきた。それ
ゆえ授業では、各政権期における国内の権力対立、政策過程、および国際政治情勢について論及す
る。また、各政権期の主要な政治家や官僚たちの思考と行動について取り上げる。

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

 [授業計画と内容]
１．日本外交史の目的――歴史をふり返る理由と、外交史の分析枠組み
２．戦後外交の形成　憲法第９条・講和条約・日米安保条約の成立過程――「９条・安保体制」の
選択とその意味をめぐって（１）
３．戦後外交の形成　憲法第９条・講和条約・日米安保条約の成立過程――「９条・安保体制」の
選択とその意味をめぐって（２）
４．日ソ国交回復――領土返還交渉の難しさ
５、安保改定の争点――日米の対等性のあり方をめぐって
６．安保改定交渉における事前協議制度問題――核兵器の持ち込みの問題と米軍の他国への出撃の
問題を中心に
７．保革対立の構図（「55年体制」）と日本外交論――冷戦期の政治的諸価値の再検討
８．沖縄返還交渉（１）――なぜ佐藤政権は沖縄返還交渉を開始できたのか
９．沖縄返還交渉（２）――1967年11月の日米首脳会談まで
10．沖縄返還交渉（３）――「核抜き・本土並み」返還の背景
11．米中接近後の日本外交――日中国交正常化への道
12．核兵器搭載艦船の日本寄港問題
13．デタント期の日本の外交構想――「福田ドクトリン」と総合安全保障戦略を中心に
14．中曽根政権期の日本外交――冷戦期の日本外交の帰結点
15．外交史から戦後をふり返る――現代史の再編に向けて

 [履修要件]
特になし

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない
授業中に配布するプリントと資料、およびスクリーンに映すメモと資料に沿って授業を進める。

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で取り上げた条約・コミュニケなどについては、適宜、条約集などで全文を参照して理解を深
めることを勧める。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史

 [授業の概要・目的]
　とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、
食べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えること
ではない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、
食と農の未来を構築するためのヒントを考えることである。

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である。 
１　食をめぐる研究の方法
２　明治大正期の食
３　アジア太平洋戦争までの食
４　戦後の食 
５　牛乳の歴史学
６　品種改良の歴史学

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末にレポートを課す。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』
藤原辰史 『ナチスのキッチン』
藤原辰史 『カブラの冬』
ポール・ロバーツ 『食の終焉』

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史 

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、食
と農の未来を構築するためのヒントを考えることである。

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である。 
１　食糧戦争としての第一次世界大戦
２　有機農業の歴史
３　毒ガスと農薬の歴史 
４　トラクターの歴史
５　戦時期の農村女性たち
６　食糧戦争としての第二次世界大戦

 [履修要件]
前期の授業を受講しているものとして授業を進める。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の終わり頃に筆記試験を課す予定

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
以下の本に目を通しておくと、講義の理解が深まる。 
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』 
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』 
藤原辰史 『ナチスのキッチン』 
藤原辰史 『カブラの冬』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』  

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
後期は、１１月末から海外出張の予定のため、途中で集中講義のスタイルに移行する予定です。詳
しい日程は、あらためてお伝えいたします。

※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>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代における歴史の顕彰

 [授業の概要・目的]
1867年の王政復古の大号令で、天皇親政の理念とともに、始祖としての神武天皇が浮上する。1880
年代には皇室をめぐる「旧慣」保存策が展開した。1889年の大日本帝国憲法にともなう大赦令とと
もに、戊辰戦争で「賊軍」とされた江戸幕府・会津藩・西郷隆盛などが復権する。それとともに江
戸幕府や旧藩の顕彰が始まる。1917年の「戊辰殉難者五十年祭」、1928年の昭和大礼と戊辰より60
年の紀念と、明治維新の顕彰が続く。1911年の南北朝正閏問題により南朝正統論が公認となるが、
河内長野や四條畷、島本における南朝顕彰が展開する。1928年以降に史跡名勝の行政を文部省が管
轄するが、宮址・南朝史蹟・維新史蹟・神武聖蹟などが国民道徳と一体となって整備され、1945年
まで歴史が動員される。昨年度に論じなかったテーマを取りあげたい。

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できるように指導する。近現代における歴史の顕彰について、授業とフ
ィールドの両面から、理解を深めるようにする。 

 [授業計画と内容]
・明治維新と「神武創業」 
・1880年代の皇室をめぐる「旧慣」（伝統文化）の保存 
・1889年の恩赦と旧幕府・旧藩などの顕彰 
・江戸文化の回顧と顕彰 
・「京都らしさ」と国風文化・安土桃山文化 
・1911年南北朝正閏問題と南朝正統 
・戊辰戦争50周年、60周年の位相 
・南朝史蹟の顕彰 
・皇紀2600年と神武聖蹟 
・国定教科書の中の歴史顕彰 
・修学旅行と歴史教育 
・補論　日本美術史/朝鮮美術史の成立

昨年に引き続き、以上の諸問題を考える。内容は変更することもある。

 [履修要件]
特になし

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。授業で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。  
 

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房）
高木博志 『近代天皇制と古都』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
東山、嵯峨野、京都御苑、神武陵など、歴史顕彰の近現代に関わる巡見を希望者と行う。 

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化財の近現代   

 [授業の概要・目的]
現代の文化財は、富岡製糸場などの近代化遺産の評価をめぐってや、「仁徳天皇陵古墳」として世
界遺産登録されようとする陵墓問題などにみられるように、密接に政治と関わっている。日本近現
代の特色を文化財の歩みから考えたい。 
明治初期の神仏分離と美術品の海外流出に続き、1880年代には「伝統文化」保存の政策の中で、フ
ェノロサや岡倉天心の文化財保護の活動がはじまる。立憲制の形成とともに帝室博物館、東京美術
学校、文化財をめぐるジャンル・等級・時代区分が成立する。この間、①国民に開かれた国宝・史
跡・名勝・博物館などの文化財と、②皇室に秘匿された御物・陵墓・離宮などの私的な財産の二つ
の文化財の体系が成立する。こうした日本の文化財の特色を近現代を通じて考えてゆきたい。  

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できるように指導する。文化財の近現代について、授業とフィールドの
両面から、理解を深めるようにする。   

 [授業計画と内容]
・天皇制と文化財
・日本的な文化の語り
・廃仏毀釈と文化財の破壊 
・1880年代の古社寺や旧跡の保存 
・正倉院御物・京都御苑・離宮の形成 
・陵墓の近現代 
・「日本美術史」と文化財保護 
・帝室博物館と古都奈良・京都 
・史蹟名勝天然紀念物と20世紀の文化財行政 
・吉野山・奈良公園・嵐山の近現代 
・神苑の形成（伊勢神宮・明治神宮・橿原神宮） 
・国民道徳と南朝史蹟・赤穂浪士の史蹟・神武聖蹟 
・戦後改革と文化財の誕生 
・世界遺産と文化財保護法 

以上のテーマを授業でとりあげる。内容は変更することがある。

 [履修要件]
特になし

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。授業で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房）
今尾文昭・高木博志編 『世界遺産と天皇陵古墳を問う』（思文閣出版）

 [授業外学習（予習・復習）等]
東山、嵯峨野、京都御苑、神武陵など、文化財の近現代に関わる巡見を希望者と行う。  
 

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人文科学研究所 石川　禎浩

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国現代史特殊講義

 [授業の概要・目的]
　中国現代史における大衆文化・流行現象に着目し、流行歌曲の変遷をたどることによって、時々
の時代相、時勢の変化を分析する。流行歌の登場は、ナショナルな共通経験を基盤にして成立する
国民国家の成立・発展と相表裏する関係にあることを念頭におき、国民国家としての中国が共有し
た共通経験が如何なるものであるかを探る。

 [到達目標]
　中国の流行歌の変遷を追うことは、中国現代史、20世紀史そのものの理解に欠かせないが、それ
のみでなく、現代中国において、大衆文化としての流行歌曲が如何なる条件の下で広く受け入れら
れるに至ったかを知り、国家史と国民感情の推移とを複眼的・有機的にとらえる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　流行の発生にかんする歴史概説と関連書籍の紹介 
第2-4回　中国における近代的音楽の受容と流行歌の誕生（1904-1926） 
第5-7回　南京国民政府期の流行歌曲と戦時歌謡（1927-1945） 
第8-10回　中国共産党による革命宣伝と革命歌（1927-1949） 
第11-12回　中華人民共和国初期の宣伝歌曲（1949-1976） 
第13-15回　改革・開放政策以降の流行歌曲（1976-2000） 
第16回　フィードバック

 [履修要件]
　現代中国語で書かれた文献を用いるので、中国語の基礎を有することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによる評価

 [教科書]
授業中に指示する
関連プリントを授業で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して、中国現代史に関する関連図書を読むことを求める。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人文科学研究所 石川　禎浩

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国現代史特殊講義

 [授業の概要・目的]
　中国現代史に大きな影響を与えた毛沢東にかんして、その伝記的検討を行い、毛沢東についての
イメージ生成や評価、および関連資料の収集や編纂がどのように行われてきたかについての理解を
深める。

 [到達目標]
　毛沢東の生涯を追うことは、中国現代史、20世紀史そのものの理解に欠かせないが、それのみで
なく、現代中国において、革命家・政治家について歴史的研究を行うことが如何なる条件、制約の
下で行われてきたかを知り、史実と歴史叙述とを複眼的・有機的にとらえる能力を身につける。

 [授業計画と内容]
第1回　毛沢東研究に関する基本的図書の紹介 
第2-4回　初期の毛沢東（1893-1921） 
第5-7回　共産党員としての毛沢東（1921-1934） 
第8-10回　共産党指導者としての毛沢東（1935-1949） 
第11-12回　エドガー・スノウ『中国の赤い星』以前の毛沢東イメージ 
第13-15回　エドガー・スノウ『中国の赤い星』の中の毛沢東イメージ 
第16回　フィードバック

 [履修要件]
　現代中国語で書かれた文献を用いるので、中国語の基礎を有することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートによる評価

 [教科書]
授業中に指示する
関連プリントを授業で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業と並行して、毛沢東・中国現代史・中国共産党史に関する関連図書を読むことを求める。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 大学文書館 西山　伸

 

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4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代日本大学史

 [授業の概要・目的]
本講義では、明治期から敗戦までの大学の歴史を対象とする。1877年の東京大学設置以来、日本の
大学は、何度も改革を経ながら基本的には拡大を続けた。大学の目的、繰り返された教育改革の内
容、大学の自治、学生生活、戦争と大学などについて、実証的に検証し、近現代日本にとって大学
はどういう役割を果たしたか、またそれが戦後にどのようにつながっていったのか、などについて
考察する。

 [到達目標]
・日本の大学の形成と展開を資料にもとづき理解する。
・近現代日本社会における大学の役割を理解し、戦後への連続性について考察する。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス
第2回　帝国大学とは何か
第3回　日清戦争前後の高等教育改革と京都帝国大学の創立
第4回　帝国大学の増設
第5回　大学自治とは何か
第6回　帝国大学の学生
第7回　大正期の高等教育改革
第8回　大学の拡張
第9回　大学の「大衆化」と学生生活
第10回　大学自治をめぐる諸事件
第11回　軍隊と大学
第12回　戦時期の高等教育改革
第13回　科学動員
第14回　戦争末期の大学

 [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：レポート試験の成績により評価する。
評価基準：授業の内容を理解した上で、受講者独自の見解を示すこと。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
京都府立大学　文学部 教授 小林　啓治

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  新安保体制と日米関係

 [授業の概要・目的]
現在の日本の国家体制は、第二次世界大戦後の歴史過程の中でも、かつてない大きな変動のただ中
にある。この講義では、安保改定後の国家体制の動向と変容を、日米関係を基軸にすえて、政治・
軍事的観点から考察する。当該期に日本国内では、政治家やマスコミの言説において、日米安保か
ら「日米同盟」への転換がおこることに注目し、そのことに象徴される日米関係の権力構造の変化
を読み解いていく。日米関係は世界史的な構造変動と連動しているため、世界システム論などの理
論的成果も援用しながら、アメリカのヘゲモニーの衰退過程の一環として日米関係を位置づける視
角を提示する。

 [到達目標]
・日米関係の展開と変容に着目することによって、戦後世界史の構造的一環として戦後日本史を理
解し、現代を歴史的に考察するための方法を習得する。
・世界的な権力構造を媒介し定着させるものとしての知のあり方を、批判的に考察できるようにな
る。
・日米関係を政治・軍事的に分析する上で基本となる史料、ことに軍事関係の史料の概略および史
料操作について理解し、それらを活用した戦後国家史像を自ら構築できるようになる。

 [授業計画と内容]
・日米関係の展開と変容に着目することによって、戦後世界史の構造的一環として戦後日本史を理
解し、現代を歴史的に考察するための方法を習得する。
・世界的な権力構造を媒介し定着させるものとしての知のあり方を、批判的に考察できるようにな
る。
・日米関係を政治・軍事的に分析する上で基本となる史料、ことに軍事関係の史料の概略および史
料操作について理解し、それらを活用した戦後国家史像を自ら構築できるようになる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
使用しない
適宜史料レジュメ等を配布する。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
佐々木隆爾 『新安保体制下の日米関係』（山川出版社）ISBN:9784634546707
島川雅史 『アメリカの戦争と日米安保体制』（社会評論社）ISBN:1013515974
武藤一羊 『戦後レジームと憲法平和主義』（れんが書房新社）ISBN:1024904886

 [授業外学習（予習・復習）等]
史料を配布することになるので、それについての予習は授業で適宜指示する。配布した史料をすべ
て解説することは時間的に不可能なので、省略した部分を中心に復習しておくこと。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社　　 石尾　和哉

 

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3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦後日本経済史　～　カルチャー研究のプラット・フォームとして　～  

 [授業の概要・目的]
　日本の第二次大戦後の経済史を概観することで、各時代の大衆文化の背景を 
理解するための素養を身に付けることを目的とする。 

　経済変動は所得増減や失業率などへの影響を通じて、人々のマインドに影響を 
与える。それが大衆文化に大なり小なり影響を与えているものと考えられる。 

　各時代の出来事や空気感と共に立体的に経済的背景を理解し感じて頂くことで、 
カルチャー研究の一助として頂きたい。 

 [到達目標]
歴史に「必然」があるのか否かは不明。しかし因果はあるだろう。 
即ち現在が過去の行動の結果であるなら、歴史を学ぶことで現在のカルチャーを 
理解する一助となる。 
経済情勢は人々の生活に影響を与え、将来見通しに影響を与える。 
一方、大衆文化は人々の潜在ニーズが大きな潮流となって発現するものであるなら 
ば、経済情勢が大衆カルチャーの発現にかなりの影響を与えていると考えられる。 
従って経済史を学ぶことで、現在を含め、各時代の大衆文化の背景を理解することが 
可能となる。各自の研究テーマを深く考察するために、本講義を通じて経済史の 
知識を活用できるようになる。 

 [授業計画と内容]
概ね、時代区分毎に各回独立的に講ずる。 
経済史を概観した後に、各時代の代表的なカルチャーや商品を紹介し、 
経済情勢がどのように大衆文化に影響を与えたのかを考察する。 
（授業の進度によっては各回の内容が変わる場合がある） 

第１回　　　　　オリエンテーション 
第２回　　　　　戦後経済史概観 
第３回　　　　　戦中～戦後復興期 
第４・５回　　　高度成長期の経済、カルチャー、商品 
第６回　　　　　安定成長期の経済、カルチャー、商品 
第７回　　　　　ＩＴ経済とカルチャーへの影響（注） 
第８・９回　　　バブル期の経済、　カルチャー、商品 
第１０・１１回　経済停滞期の経済、カルチャー、商品 
第１２・１３回　小泉改革と反動期の経済、カルチャー、商品 
第１４回　　　　アベノミクス時代の経済、カルチャー、商品 
第１５回　　　　全体まとめ 

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

（注）第７回はゲスト講師を予定(出講回は変更の可能性があります) 
　　（三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ 経営コンサルタント。京大情報学研究科卒）　　　
　　　　　「１９９０～２０１０年代のＩＴ発達による経済とカルチャーへの影響」

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点、授業中に作成する小論文などを総合的に判断する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
八代尚宏 『日本経済論・入門』（有斐閣）ISBN:978-4641164116（コンパクトに戦後日本経済史が
概観できる）
野口悠紀雄 『戦後日本経済史』（新潮選書）ISBN:978-4-10-603596-8（戦後経済政策の立案者側の
情報が得られる ）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.murc.jp/corporate/professionals/37397( 講師所属企業のホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
自身の研究テーマを明確にして、各回の授業内容を元に、自分のテーマに関する考察を深めていく
材料として活用して頂きたい。

（その他（オフィスアワー等））
講師は、メーカー勤務の後、現在のシンクタンクで経営コンサルティング活動と
並行して、経営学研究、カルチャー研究を行っています。
（京都大学博士(経済学)、及び　二十世紀学専修卒業）

授業に関する質問・意見、あるいは市場経済、企業経営に関する質問など
メール等でお寄せ頂くことを歓迎します。

　ishio@murc.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>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 東南アジア地域研究研究所 帯谷　知可

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代中央アジアにおける歴史の見直しの諸相

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

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

 [授業計画と内容]
以下の予定に従い、講義を行う。 

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

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

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

ア研究の入門書）
小松久男 『革命の中央アジア―あるジャディードの肖像』（東京大学出版会）ISBN:3-13-025027-2
（ロシア革命期の中央アジアに関する必読文献）
宇山智彦 『「カザフ民族史再考―歴史記述の問題によせて」『地域研究論集』Vol.2, No. 1 (1999)』
（国立民族学博物館地域研究企画交流センター）（ソ連中央アジアの歴史記述の基本理念を論じた
論文）
帯谷知可 『「英雄の復活―現代ウズベキスタン・ナショナリズムのなかのティムール」酒井啓子・
臼杵陽編『イスラーム地域の国家とナショナリズム』』（東京大学出版会）ISBN:4-13-034185-5（
ソ連解体後の中央アジアナショナリズムと歴史の見直しを論じた論文）

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

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

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
関西大学　総合情報学部　教授 喜多　千草

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   「情報技術と戦争」について考える  

 [授業の概要・目的]
　この講義では、戦争と技術の関わりについて、コンピューティング史の観点から考察する。
　具体的には、第二次世界大戦中のデジタルコンピュータの開発や暗号解読、冷戦時の全米防空網
の構築からコンピュータ・ネットワークの開発などの諸問題を取り上げる。これにより、受講生は
コンピューティング史のアプローチを学び、過去の経緯・帰結が現在のありようにどのように影響
してきたかについて理解を深めることになるだろう。

 [到達目標]
コンピューティング史の文献の扱い方の基本を学び、戦争と技術の関わりについて研究するための
視点を得る。 

 [授業計画と内容]
授業概要（各項目について1～3回程度の授業を行う）

●オリエンテーション
●Giant Brainの構築
●暗号解読と計算機
●人間機械混成系という概念
●全米防空網SAGE
●航空宇宙開発と計算機
●コンピュータ・ネットワークの発展
●まとめ・フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点による（授業中や学期末の課題提出）。

 [教科書]
適宜、授業内にプリント配布、およびウェブサイトに資料をアップロードなどする。    

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
www.kitalab.org/KyotoUnivLecture/index.html (（詳しい授業計画や参考資料。オリエンテーションで
パスワード等を周知する。） )

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で言及する文献の一部を事前配布した場合については、予習して参加することが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
詳しくは授業用ウェブサイトから指示する。

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

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人文科学研究所 小関　隆

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イギリス近現代史における労働党（その１）

 [授業の概要・目的]
今年度の授業では、1900年に設立され、第一次世界大戦後には保守党と並ぶ二大政党の１つとなる
労働党に焦点を合わせてイギリスの近現代史を再検討する。政治史的な考察が主軸にはなるが、社
会史的・文化史的な視点も導入したい。前期開講の「その１」では、労働党設立の直接の前史とな
る1880年代から初の多数派政権を成立させる1945年までを扱う予定である。後期開講の「その２」
も併せて受講することが望ましい。  

 [到達目標]
政党政治史の文脈において労働党が果たした役割ばかりでなく、広く労働者階級が20世紀イギリス
社会の形成にいかに関与してきたのかまで視野に収めて、「労働」の視点からイギリス近現代史を
把握する能力を身につけること。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。 
(1) イントロダクション
(2) 前史（社会主義の復興、新しい労働運動）
(3) 労働代表委員会
(4) ニュー・リベラリズムと労働党
(5) 第一次世界大戦から第一次労働党政権へ
(6) ゼネストから第二次労働党政権へ
(7) 世界恐慌と挙国内閣
(8) 第二次世界大戦から1945年総選挙へ
(9) その他

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。

セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
ピーター・クラーク（西沢・市橋・椿・長谷川訳）『イギリス現代史、1900～2000』名古屋大学出
版会、2004年。

（その他（オフィスアワー等））
後期開講の「その２」と合わせ、通年の受講が望ましい。

※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。



現代文化学系52

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人文科学研究所 小関　隆

 

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 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  イギリス近現代史における労働党（その２）

 [授業の概要・目的]
前期の授業に引き続き、労働党に焦点を合わせてイギリスの近現代史を再検討する。後期開講の「
その２」では、初の多数派政権となったアトリー政権期（1945～51年）から20世紀末までを対象と
する。「その１」の講義内容が前提となるので、併せて受講することが望ましい。

 [到達目標]
政党政治史の文脈において労働党が果たした役割ばかりでなく、広く労働者階級が20世紀イギリス
社会の形成にいかに関与してきたのかまで視野に収めて、「労働」の視点からイギリス近現代史を
把握する能力を身につけること（「その１」と同様）。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。
(1) アトリー政権と福祉国家
(2) 新基軸の模索
(3) ウィルスン政権の功罪
(4) 1970年代
(5) サッチャリズムと労働党
(6) ニュー・レイバー
(7) その他

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。 

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
ピーター・クラーク（西沢・市橋・椿・長谷川訳）『イギリス現代史、1900～2000』名古屋大学出
版会、2004年。

（その他（オフィスアワー等））
前期開講の「その１」と合わせ、通年の受講が望ましい。

※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。



現代文化学系53

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア帝国と南カフカス

 [授業の概要・目的]
19世紀から第一次世界大戦までの帝政ロシアの南カフカスにおける植民地政策を、グルジア中心に
概観する。 
　南カフカスはロシア帝国初の本格的植民地であり、オスマン帝国との最前線の一つでもあった。
住民に対する民族学的視線は帝国の統治政策に直結すると同時に、「高貴な野蛮人」への文学的憧
憬をも産み出し、それはグルジア人などの現地住民にもフィードバックされた。バクーの油田は帝
国の重要な資源となった。治安の悪さで悪名高いザカフカスは、傭兵の輸出地としても名高く、義
賊伝説に溢れ、スターリン等の革命家を輩出した地でもあった。本講義では帝国統治とナショナリ
ズムについて考えたい。 

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

 [授業計画と内容]
以下の内容について、各２回程度の講義を行う予定である。 
・イントロダクション：匪賊と革命
・「半アジア人」
・「半アジア人」：ロシアの自意識
・ヴォロンツォフ改革
・露土戦争
・石油産業と労働運動
・社会ダーウィニズムと社会主義
・20世紀初頭の諸革命と南カフカス

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自、授業中に紹介する基本文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、月曜３限とする。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



現代文化学系54

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

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2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア革命と南カフカス

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

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

 [授業計画と内容]
以下の内容について、各２回程度の講義を行う予定である。 

・イントロダクション：ドイツへの期待
・徴兵制とロシアの聖戦
・バルカン戦争と戦争準備
・戦争への期待
・カフカス戦線
・「アルメニア人問題」
・社会主義者の戦争観
・中央の革命と南カフカス
・油田の問題
・再占領

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自、授業中に紹介する基本文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、月曜３限とする。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



現代文化学系55

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 江田　憲治

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況とレポート。

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ配布する資料がある場合、読解の上出席すること。

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



現代文化学系56

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 江田　憲治

 

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3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
本授業では、東アジア、とくに中国の政治制度や思想を対象領域とし、研究論文・研究書、一次史
料を素材としたゼミ形式の授業を行う。 
　先行研究の取り扱いや一次史料の収集・利用についての必要な陶冶を行い、研究発表の訓練を行
うことが目的である。   

 [到達目標]
現代東アジアの諸問題を歴史的な視点から批判する視座を獲得し、国境を越えた問題意識の共有を
可能とする端緒を構築する。 

 [授業計画と内容]
①ガイダンス 
②中国現代政治史概説 
③中国現代政治史についての研究紹介　 
④研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑤研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑥研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑦研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑧一次史料を素材としたゼミ 
⑨一次史料を素材としたゼミ 
⑩一次史料を素材としたゼミ 
⑪一次史料を素材としたゼミ 
⑫一次史料を素材としたゼミ 
⑬一次史料を素材としたゼミ

 [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

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらじめ配布する資料を読解した上で出席すること。  

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



現代文化学系57

授業科目名
　<英訳>

現代史学(特殊講義)
Contemporary History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
立命館大学　　　　　　　　　
衣笠総合研究機構 専門研究員 中尾　麻伊香

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  核時代の科学と文化

 [授業の概要・目的]
20世紀に進展した核をめぐる科学・技術は、世界のあり方を大きく変容させた。それは、いまだ解
決の見えないさまざまな問題をも生み出してきた。人類は、核時代をどのように迎え、核をめぐる
問題をどのように認識してきたのだろうか。この講義では、核をめぐるさまざまな表現に注目しな
がら、核兵器開発から今日に至るまでの歴史を学んでいく。毎回の講義では、基本的事柄に関する
講義に加え、関連の資料（文字、写真、映像など）を用いて、人類は核をどのように捉えてきたか、
核への期待と恐怖はどのように共存してきたか、被爆国がなぜ原発大国となったのか、核時代に人
々の生活・思想・文化がどのように変容したか、などを考えていく。

 [到達目標]
核をめぐる歴史を立体的に理解し、その歴史を考察するための視点を持つことができるようになる。
核に関する歴史資料を批判的に読み解くことができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、各１~３回とりあげる。

１．核兵器開発　　　
２．核の被害　　　
３．原発推進と原発事故　　　　
４．反核運動の展開　　　
５．ポピュラー文化における核 　
６．原爆をめぐる記憶と資料　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（100％）

 [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

現代史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



現代史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
適宜紹介する資料を読んで見解をまとめておく。

（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。



現代文化学系58

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 文学研究科 杉本　淑彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   通年 曜時限  木3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  修士論文作成演習

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

 [到達目標]
修士論文を作成する上で必要になる力を養うことができる。

 [授業計画と内容]
１回目：修論予定テーマについて、受講生全員が、その要略を説明する。
２回目以降：各回とも、１名の受講生が、修論予定テーマについて、①研究の意義、②先行研究、
③論旨、④文献について報告する。そのうえで全員によるディスカッションをおこない、当該報告
の問題点を洗い出し、さらに研究を進める場合の課題を考える。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

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

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



現代文化学系59

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学入門（上）

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

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

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

フィードバックについては授業内で指示する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
サミール・オカーシャ 『科学哲学』（岩波書店）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学哲学入門（下）

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

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

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

フィードバックについては授業内で指示する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
サミール・オカーシャ 『科学哲学』（岩波書店）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門１

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

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

 [授業計画と内容]
本講義では，近世日本における科学の発展を，17世紀から20世紀初頭（江戸時代から明治・大正期）
までたどり，どのようにして近代西欧科学が日本に移入され，定着されていったのかを検討する．
以下の項目に従って進める予定である．
・イントロダクション
・西欧における科学の誕生と発展
・江戸時代の科学：蘭学から洋学へ
・明治維新前後の科学
・明治期日本の近代科学の導入
・大正期日本における科学の定着

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中のレポート（５０％）および期末試験（あるいは期末レポート）（５０％）によって評価す
る．評価は到達目標の達成度に基づく．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 科学哲学科学史（確認用）
教授 文学研究科 伊藤　和行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  科学史入門２

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期中のレポート（５０％）および期末テスト（あるいは期末レポート）（５０％）によって評価
する．評価は到達目標の達成度に基づく．

系共通科目(科学史II)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(科学史II)(講義)(2)

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

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

系共通科目(二十世紀学)(講義b)
Twentieth Century Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
教授 文学研究科 杉本　淑彦

 

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3,4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  二十世紀学研究

 [授業の概要・目的]
二十世紀を特徴づける民衆文化（映画、小説、アニメ・マンガ、ＴＶ番組など）をおもに取り上げ、
カルチュラル・スタディーズの多様な方法論を考察する

 [到達目標]
研究史への理解を深め、そのうえで、従来の研究が抱える問題点を見つけだす力を養うことができ
る。

 [授業計画と内容]
各授業の前半で方法論（分析理論）を紹介し、後半で、その方法論を用いて資料（映画、アニメ・
マンガ、小説、ＴＶ番組など）を分析する。 
１課題あたり１～３週（（隔週で週２コマ）の授業をする。
＊イントロダクション：ＴＶ番組を分析する（ウルトラマンを学問すると……）
＊植民地主義・帝国主義研究 
＊オリエンタリズム論
＊「記憶」という問題

 [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(おもに出席率だが、ディスカッションへの積極的参加も考慮する）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



現代文化学系64

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
教授 文学研究科 永原　陽子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  アフリカから見る現代史

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

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

 [授業計画と内容]
以下の項目について、各回2.3回程度で扱う。

1. 国際連盟時代の植民地体制
2. 民衆ゲリラと近代戦―ソマリアとモロッコ
3. エチオピア
4. 仏領植民地と第二次世界大戦
5. 第二次世界大戦後の植民地世界
6. 冷戦と脱植民地化

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末の試験を基本に、その他随時の提出物などを勘案することがある。

系共通科目(現代史学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(現代史学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 現代史学（確認用）
准教授 文学研究科 小野澤　透

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  国際関係から見た現代世界と日本

 [授業の概要・目的]
いうまでもなく「現代」とは相対的な時代概念であって，視点や論点によって「現代」の起点は様
々に変化する。歴史研究においては，第一次世界大戦を契機とする「世界の一体化」をもって「現
代」の起点と見做すことが多い。もしそのような観点が有効性をもつとするならば，現代史の研究
は世界史的な観点から行われなければならないということになる。しかし，「現代史の諸事象を世
界史的観点から考察する」ということは，言うは易いが，行うのはなかなか難しい。
本講義では，この問題を克服するひとつの道筋として，国際関係や国際システムの観点を重視しつ
つ現代史を考察する。古典的な外交史の枠組みを超えて，一体化した世界においては国際関係・国
際システムと断絶する形で各国の国内政治の展開や国内社会の変容があり得なかったという事実を
重視する。

 [到達目標]
国際関係・国際システムの展開および変容を理解した上で，国際的な事件や事象のみならず，各国
の国内史をも，国際関係・国際システムと関連づけて理解する視点を獲得する。

 [授業計画と内容]
下記の時代・テーマそれぞれについて１～２回ずつ概観する。世界史と日本史をともに取り上げる。
（但し，担当者の能力と関心によって濃淡あり。）

１．国民国家と帝国主義の時代
２．第一次世界大戦
３．経済ブロックと福祉国家の時代
４．第二次世界大戦
５．冷戦前半期： 二極的世界とナショナリズムの時代
６．冷戦後半期： 多極化とグローバリゼーションの時代
７．冷戦の終焉と「新世界秩序」の挫折
８．21世紀の世界

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末の試験を基本とする。

系共通科目(現代史学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(現代史学)(講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
エリック・ホブズボーム著 ; 河合秀和訳 『20世紀の歴史 : 極端な時代 上・下巻』（三省堂）

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
助教 人文科学研究所 藤井　俊之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  独書講読 I

 [授業の概要・目的]
Reinhart Koselleck: Geschichte. In: Geschichtliche Grundbegriffe(Stuttgart 1975)を読む。

『批判と危機ー市民的世界の病因論』等の著者として知られるラインハルト・コゼレックが、オッ
トー・ブルンナーやヴェルナー・コンツェとともに編集に携わった『概念史事典Geschichtliche 
Grundbegriffe』は、20世紀ドイツの歴史学と社会学の一大成果であった。事典中、現代社会の源流
と位置づけられる18世紀を基点にして記述されるその諸項目には、ヨーロッパにおける日常的ある
いは学問的通念の生成を改めて問い返すための視点が豊富に含まれている。今回は、その項目の一
つ「歴史Geschichte」を読む。その際、この言葉が「様々な物語」を意味する複数形から、「歴史
そのもの」を意味する単数形によって叙述されていく変化の過程をたどり直すことで、ヨーロッパ
における歴史概念についての歴史的理解を深めたい。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートで採点する。授業への出席と、必ず一回は訳読を担当することが求められる。
それを踏まえて、期末レポートで各自の理解を測りたい。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
助教 人文科学研究所 藤井　俊之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  独書講読 II

 [授業の概要・目的]
Theodor W. Adorno: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica(Frankfurt am Main 1968)から特に一論文Ueber 
Traditionを取り上げて読む。

家族、地域共同体、民族、国家に共通して見出される集団的記憶の貯蔵庫としての伝統という概念
については、それを進歩を阻む足かせとして捉える議論とともに、歴史意識の弱体化の表れとして
のその喪失を嘆く声が常に同時に聞かれる。20世紀、ナチスの時代を亡命先のアメリカで過ごした、
ドイツの思想家アドルノの論文「伝統についてUeber Tradition 」には、どちらの方向に進んでも出
口の見えない伝統との関係の結び方について、真にそれを活性化する方法の提案がみられる。それ
が単に伝統を放棄するものでないのはもちろんではあるが、他方で伝統の墨守を彼が主張している
わけでもない。時間意識が失われつつある現代において、過去を緊張感をもって捉えるためにはど
のような方法が残されているのか。アドルノの議論を精読することを通じて考えていきたい。

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートで採点する。授業への出席と、必ず一回は訳読を担当することが求められる。
それを踏まえて、期末レポートで各自の理解を測りたい。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読II)(2)

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

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

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。 
   

系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読III)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
助教 人文科学研究所 小川　佐和子

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  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(監)

 [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 
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。



現代文化学系70

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読１

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

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

 [授業計画と内容]
以下をテクストとする予定である。
 
 Александр Иванович Герцен, Русские немцы и немецк
ие русские. (1859)

ただし、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。出席と予習の精度による。

 [教科書]
 プリントを配布する。

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

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

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読２

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

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

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、以下をテクストとする予定である。
 
 Александр Иванович Герцен, Русские немцы и немецк
ие русские. (1859)

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。出席と予習の精度による。

 [教科書]
 プリントを配布する。 

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

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

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
特定助教 人文科学研究所 森川　裕貫

 

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

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ)(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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
特定助教 人文科学研究所 森川　裕貫

 

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

系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読Ｖ)(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>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読（前期）

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、第4章<
L'Italia bizantina e longobarda>を精読する。 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるはずで
ある。また著者サルヴァトレッリの文章は伝統的なイタリア語散文の流れをくむものであり読み解
くのに骨が折れるが、その分イタリア語の読解力向上に資するはずである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献の読解力を養成することが
目的となる。なお毎回小テストを行って予習の程度を確認する。  

 [到達目標]
　イタリア語文献を自力で読み解くことができるようになること。

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

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

第2回～第15回（第4章<L'Italia bizantina e longobarda>の講読） 
　必要に応じて文法事項を確認しながら精読する。重要な専門用語や固有名詞の意味を確かめつつ
正確な読解に努める。毎回1ページを目処にテキストを読み進めていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
　プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに把握することを心掛けてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の不十分なところを再確認することが肝要。また
小テストで間違った箇所を見直しておくことも重要。

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

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 基礎現代文化学系（確認用）
准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読（後期）

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”から、18世紀
末-19世紀初頭のイタリア情勢を取り上げた第17章<Dalla rivoluzione alla restaurazione>を精読する。 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるはずで
ある。また著者サルヴァトレッリの文章は伝統的なイタリア語散文の流れをくむものであり読み解
くのに骨が折れるが、その分読解力の養成に資するはずである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献の読解力を養成することが
目的となる。なお毎回小テストを行って予習の程度を確認する。  

 [到達目標]
　イタリア語文献を自力で読み解くことができるようになること。 

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

第1回（イントロダクション） 
　後期の講読個所について概説する。授業の進め方、小テスト、評価方法について確認をした後、
テキストの冒頭部分を実際に読み始める予定である。
 
第2回～第15回（第17章<Dalla rivoluzione alla restaurazione>の講読） 
　前期と同様、重要な文法事項を確認しながら精読する。専門用語や固有名詞の意味を確かめつつ
正確な読解に努める。毎回1.5ページを目標にテキストを読み進めていく予定。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
　プリント配布。

系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目（基礎現代文化学）(講読VI)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに理解することを心掛けてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の不十分なところを再確認することが重要。また
小テストで間違った箇所を見直しておくことも大事。 

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



現代文化学系76

授業科目名
　<英訳>

系共通科目（情報・史料学 二十世紀学）（講義）
Humanistic Informatics and Twentieth Century Studies (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 情報・史料学（確認用）
教授 文学研究科 林　晋
教授 文学研究科 杉本　淑彦

 

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3,4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  情報・史料学/二十世紀学研究入門

 [授業の概要・目的]
　二十世紀以降の現代社会を特徴づける民衆文化（映画、アニメ、マンガなど）をおもに取り上げ、
カルチュラル・スタディーズの多様な方法論を考察する 。とくに林の担当部分では、ディストピア
SF映画の歴史的変遷の分析などにより、現代資本主義と科学技術の関係を歴史社会学的手法で考察
し、歴史社会学という方法論の入門とする。

 [到達目標]
　研究史への理解を深め、そのうえで、従来の研究が抱える問題点を見つけだす力を養うことがで
きる。さらに、歴史を通して現代の社会問題を考える力を養うことができる。

 [授業計画と内容]
１課題あたり１～３週（隔週で週２コマ）を使って授業をする。 
＊イントロダクション：映画学事始め 
＊ナショナリズム研究：国民映画論 
＊マンガを素材に研究すると…… 
＊ワイマール共和国時代のドイツにおける技術と資本主義のイメージ
＊現代の技術と資本主義のイメージ
＊ピケティ「21世紀の資本」の歴史経済学の方法の紹介と歴史社会学的方法との比較

 [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(おもに出席率だが、ディスカッションへの積極的参加も考慮する）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

二十世紀学(演習II) 
Twentieth Century Studies (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 二十世紀学（確認用）
京都精華大学　研究員 伊藤　遊

 

配当
学年  1-3回生 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2017・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  マンガ研究ことはじめ－－方法論を学ぶ

 [授業の概要・目的]
現代日本に居住する私たちの身の回りには、ひとりではとうてい網羅できないほど、多種多様なマ
ンガの雑誌や単行本があふれている。二十世紀、とりわけ戦後の日本社会を考察する上で、マンガ
は避けて通れない視覚表現・メディアと言えよう。
そうした認識に対応する形で、戦後、様々な立場からの「マンガ評論／研究」が試みられてきた。
本講義では、マンガを学術的な研究対象とするにあたっての、特に人文・社会学的な方法論を、具
体的なマンガ研究論文の講読等を通じて紹介することを目的とする。
形式は、担当教員による講義、および受講者によるマンガ研究論文の講読。
マンガに関する卒業論文執筆や学会発表など、具体的な課題を抱えている場合は、それらのブラッ
シュアップの場をすることもできる。

 [到達目標]
マンガ研究の方法論を体系的に知ることで、ポピュラー文化を対象とする研究のための手がかりを
つかんでももらうことを目指す。

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
竹内オサム／西原麻里・編著 『マンガ文化　55のキーワード』（ミネルヴァ書房）ISBN:
9784623075409
小山昌宏／玉川博章／小池隆太・編著 『マンガ研究13講』（水声社）ISBN:9784801001688

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

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


	現代：科目一覧
	現代１：院syllabus
	現代２：学部syllabus

