
【行動文化学系】

講義コード 講義名 授業形態
週時
間数

単位数 開講期 曜時限 授業担当者 使用言語
(大学院)
聴講生

シラバス連番 備考

7131003 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月2 上北　朋子 日本語 ○ 行動文化学系１
7131004 心理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 嶋田　総太郎 日本語 ○ 行動文化学系２
7131005 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水4 阿部　修士 日本語 ○ 行動文化学系３
7131006 心理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 唐沢　かおり 日本語 ○ 行動文化学系４
7131007 心理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 川口　潤 日本語 ○ 行動文化学系５
M341001 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 板倉　昭二 日本語 ○ 行動文化学系６
M341002 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 蘆田　宏 日本語 ○ 行動文化学系７
M341003 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火4 齋木　潤 日本語 ○ 行動文化学系８
M341004 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月2 熊田　孝恒・水原　啓暁 日本語 ○ 行動文化学系９
M341005 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 木1 野村　理朗・楠見　孝・齊藤　智 日本語 ○ 行動文化学系１０
M341006 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 黒島　妃香 日本語 ○ 行動文化学系１１
7231001 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 吉田　和彦 日本語 ○ 行動文化学系１２
7231002 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 吉田　和彦 日本語 ○ 行動文化学系１３
7231003 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水4 CATT， Adam Alvah 日本語 ○ 行動文化学系１４
7231004 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水3 齋藤　治之 日本語 ○ 行動文化学系１５
7231005 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 齋藤　治之 日本語 ○ 行動文化学系１６
7231006 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水4 谷口　一美 日本語 ○ 行動文化学系１７
7231007 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水4 谷口　一美 日本語 ○ 行動文化学系１８
7231008 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木4 武内　康則 日本語 ○ 行動文化学系１９
7231009 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火5 上田　功 日本語 ○ 行動文化学系２０
7231010 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水3 宮本　陽一 日本語 ○ 行動文化学系２１
7231012 言語学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 沈　力 日本語 ○ 行動文化学系２２
7231013 言語学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 高橋　英海 日本語 ○ 行動文化学系２３
7231015 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月4 千田　俊太郎 日本語 ○ 行動文化学系２４
7231016 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月4 千田　俊太郎 日本語 ○ 行動文化学系２５
7231017 言語学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 堂山　英次郎 日本語 ○ 行動文化学系２６
7241001 言語学(演習) 演習 2 2 後期 木2 笹間　史子 日本語 ○ 行動文化学系２７
7241002 言語学(演習) 演習 2 2 前期 木2 パリハワダナ　ルチラ 日本語 ○ 行動文化学系２８
7241003 言語学(演習) 演習 2 2 前期 金3 定延　利之 日本語 ○ 行動文化学系２９
7241004 言語学(演習) 演習 2 2 後期 金3 定延　利之 日本語 ○ 行動文化学系３０
7241011 言語学(演習) 演習 2 2 前期 金3 服部　文昭 日本語 ○ 行動文化学系３１
7241012 言語学(演習) 演習 2 2 後期 金3 服部　文昭 日本語 ○ 行動文化学系３２
7331001 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 月2 落合　恵美子 日本語 ○ 行動文化学系３３
7331002 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火3 安里　和晃 日本語 ○ 行動文化学系３４
7331003 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火2 Stephane Heim 日本語 ○ 行動文化学系３５
7331004 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火2 加藤　源太 日本語 ○ 行動文化学系３６
7331005 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水5 竹沢　泰子 日本語 ○ 行動文化学系３７
7331006 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水5 竹沢　泰子 日本語 ○ 行動文化学系３８
7331007 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 木5 丸山　里美 日本語 ○ 行動文化学系３９
7331008 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 月4 伊達　平和 日本語 ○ 行動文化学系４０
7331009 社会学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 長谷川　公一 日本語 ○ 行動文化学系４１
7331010 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火2 安里　和晃 日本語 ○ 行動文化学系４２
M361001 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 松田　素二 日本語 ○ 行動文化学系４３
M362001 社会学(演習) 演習 2 4 通年 月5 松田　素二 日本語 ○ 行動文化学系４４
M362002 社会学(演習) 演習 2 4 通年 火5 落合　恵美子 日本語 ○ 行動文化学系４５
M362003 社会学(演習) 演習 2 4 通年 金4 太郎丸　博 日本語 ○ 行動文化学系４６
M362004 比較社会学(演習) 演習 2 4 通年 金3 荻野　昌弘 日本語 ○ 行動文化学系４７
M362005 社会学(演習) 演習 2 4 通年 金5 Stephane Heim 日本語 ○ 行動文化学系４８
7430001 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 4 通年 月1 杉浦　和子 日本語 ○ 行動文化学系４９
7431001 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 水2 水野　一晴 日本語 ○ 行動文化学系５０
7431002 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 水2 水野　一晴 日本語 ○ 行動文化学系５１
7431003 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金2 米家　泰作 日本語 ○ 行動文化学系５２
7431004 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金2 米家　泰作 日本語 ○ 行動文化学系５３
7431008 地理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 松四　雄騎 日本語 ○ 行動文化学系５４
7431009 地理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 山縣　耕太郎 日本語 ○ 行動文化学系５５
7431010 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 金3 藤塚　吉浩 日本語 ○ 行動文化学系５６
7431011 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 金3 藤塚　吉浩 日本語 ○ 行動文化学系５７
7431012 地理学(特殊講義) 特殊講義 30 2 前期集中 その他 福本　拓 日本語 ○ 行動文化学系５８
7431013 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期集中 その他 山崎　孝史 日本語 ○ 行動文化学系５９
7431014 地理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期集中 その他 山崎　孝史 日本語 ○ 行動文化学系６０
7431015 地理学(特殊講義) 特殊講義 隔週4 2 前期 木3.木4 埴淵　知哉 日本語 ○ 行動文化学系６１

7102001 系共通科目(心理学)(講義Ｉ) 講義 2 4 通年 月3

藤田　和生・板倉　昭二・
Anderson，James Russell・蘆田
宏・黒島　妃香・阿部　修士・熊田
孝恒・堀　裕亮 日本語 ○ 行動文化学系６２ 学部科目

7106001 心理学(講義) 講義 2 2 前期 水3 藤田　和生・黒島　妃香 日本語 ○ 行動文化学系６３ 学部科目
7108001 系共通科目(心理学)(講義IId) 講義 2 2 前期 火2 板倉　昭二 日本語 ○ 行動文化学系６４ 学部科目
7109001 系共通科目(心理学)(講義IIe) 講義 2 2 後期 火2 蘆田　宏 日本語 ○ 行動文化学系６５ 学部科目
7110001 系共通科目(心理学)(講義Ka) 講義 2 2 前期 木1 野村　理朗・楠見　孝・齊藤　智 日本語 ○ 行動文化学系６６ 学部科目
7111001 系共通科目(心理学)(講義Kb) 講義 2 2 前期 水2 楠見　孝 日本語 ○ 行動文化学系６７ 学部科目
7112001 系共通科目(心理学)(講義Kc) 講義 2 2 後期 水4 野村　理朗 日本語 ○ 行動文化学系６８ 学部科目
7131001 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 前期 火2 北川　恵 日本語 ○ 行動文化学系６９ 学部科目
7131002 心理学(特殊講義) 特殊講義 2 2 後期 火2 岡野　憲一郎 日本語 ○ 行動文化学系７０ 学部科目
7131008 心理学（知覚・認知心理学） 特殊講義 2 2 前期 水2 齋木　潤 日本語 ○ 行動文化学系７１ 学部科目
7131009 心理学（知覚・認知心理学） 特殊講義 2 2 後期 水2 齋木　潤 日本語 ○ 行動文化学系７２ 学部科目

7202001 系共通科目(言語学)(講義Ｉ) 講義 2 2 前期 水4
吉田　和彦・千田　俊太郎・定延
利之 日本語 ○ 行動文化学系７３ 学部科目

7204001 系共通科目(言語学)(講義Ｉ) 講義 2 2 後期 水4
吉田　和彦・千田　俊太郎・定延
利之 日本語 ○ 行動文化学系７４ 学部科目

7206001 系共通科目(言語学)(講義II) 講義 2 2 前期 月3
吉田　和彦・千田　俊太郎・定延
利之 日本語 ○ 行動文化学系７５ 学部科目

7208001 系共通科目(言語学)(講義II) 講義 2 2 後期 月3
吉田　和彦・千田　俊太郎・定延
利之 日本語 ○ 行動文化学系７６ 学部科目

7246001 言語学(基礎演習) 基礎演習 2 2 前期 水2 南本　徹 日本語 ○ 行動文化学系７７ 学部科目
7246002 言語学(基礎演習) 基礎演習 2 2 後期 水2 山本　武史 日本語 ○ 行動文化学系７８ 学部科目
7330001 社会学(特殊講義) 特殊講義 2 4 通年 金3 荻野　昌弘 日本語 ○ 行動文化学系７９ 学部科目
7401001 系共通科目(地理学)(講義) 講義 2 4 通年 火4 水野　一晴・米家　泰作 日本語 ○ 行動文化学系８０ 学部科目



行動文化学系１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 上北　朋子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学実験の基礎と応用

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習では、授業内のディスカッションのための材料として、関連文献の講読をすることが望ましい。
復習では、ノートや配付資料の見直しと整理をすることが望ましい。

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



行動文化学系２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 嶋田　総太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  身体性と社会性の認知脳科学

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

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

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

フィードバック方法は授業中に説明する。

※集中講義のため、開講日時についてはKULASISを通じて改めて連絡する。

 [履修要件]
特になし

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

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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

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

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学(特殊講義)

 [授業の概要・目的]
本講義では前頭葉機能、記憶、情動、社会的認知を中心として、脳と認知機能の関係について基礎
的知見を解説する。脳損傷患者を対象とした神経心理学的手法や、脳機能画像法についても講義を
行う。エッセンスをできるだけ平易に講義することで、認知神経科学の基礎を幅広く身につけ、受
講者がそれぞれの研究に活かせるようにすることを目的とする。なお各回の講義終盤では、海外の
著名な研究者による講演を教材として視聴することで、発展的・建設的な思考能力の習得を目指す。
  

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

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

1. オリエンテーション
2. 認知神経科学の研究手法：神経心理学による研究
3. 認知経科学の研究手法：脳機能画像法による研究
4. 前頭葉機能 ：下位領域の区分
5. 前頭葉機能：機能の評価とこれまでの知見
6. 記憶の神経機構
7. 未来を展望する脳
8. 不快情動の神経基盤
9. 快情動の神経基盤
10. 報酬と意思決定
11. 好き嫌いの仕組み
12. 道徳的判断のメカニズム
13. デフォルトモード・ネットワーク
14. 講義全体のまとめ
※フィードバック方法は授業中に説明します。

なお各講義の終盤には、取り扱うトピックに関連する英語のTED talks（http://www.ted.com/talks）を
教材として用いる。TED talksでは世界的に著名な研究者による優れた講演が行われており、最新の
研究成果・現在のトレンド・英語によるプレゼンテーションの方法など、研究を行うために必要な
多くの知識とスキルを学ぶ貴重な機会を提供するものである。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
必要に応じて資料を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動文化学系４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  対人認知の諸問題

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

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

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

フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

名古屋大学大学院情報学研究科
教授　　　　　　　　　　　　 川口　潤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  エピソード記憶を中心とした記憶のメカニズムと機能

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業中の質疑や討論への積極的参加（50点），レポート（50点）により評価する。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 板倉　昭二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  発達認知科学特論

 [授業の概要・目的]
本講義では、人間の発達を、乳幼児期に焦点を当てて解説する。特に、物理的世界の認識および社
会的世界の認識の発達のプロセスとメカニズムについて、比較的新しい論文を読んで論じる。

 [到達目標]
発達科学の実験的手法の詳細について理解するとともに、乳幼児期の認知発達に関する知識を習得
し理解を深めることができる。また、発達科学に関する論文を読むことにより、考察の仕方の能力
を養う。

 [授業計画と内容]
具体的には、以下の通りである。以下のテーマの関連論文を読み、考察を考えて討論する。
1週～3週：発達研究の方法論について理解を深める。選好注視法、馴化・脱馴化法、期待違反法に
ついて実例をあげながら詳細に論じる。
4週～6週：前述の方法により得られた知見から、新生児期から乳幼児期における外界の認識につい
て論じる。
7週～9週：乳幼児期の物理的世界の認知発達について論じる。コア知識に関する具体的な事例を参
考に、討論を行う。
10週～12週：乳幼児期の社会的世界の認知発達について論じる。乳児期初期の社会的刺激に対する
反応バイアスから、二項関係、三項関係のシフト、目標帰属や意図理解、心の理論について言及す
る。
13週：これまでの授業内容の総括
14週：授業中に課題を課し、簡単なレポートを作成させる
15週：課題に関するフィードバック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 [履修要件]
発達心理学の基礎を学んでいることが望ましいが必須ではない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論（５０点）、時間内に行う課題（５０点）で評価。

 [教科書]
特に用いない。必要な資料は準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に関連する文献を紹介するので、読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 蘆田　宏

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  視覚科学特論

 [授業の概要・目的]
視覚に関する心理物理学・神経科学的研究について議論する．視覚科学の基礎を習得するとともに，
知見や方法をそれぞれの研究に活かせるようにすることを目的とする．
前半では基礎的事項についての講義を中心にし，後半では最近の研究動向について参加者の発表を
交えて進める．視覚刺激の作成にも重点を置きたい．

 [到達目標]
視覚科学の�に関する最新の研究論文を読みこなすための基礎知識、および、視覚科学研究の実践の
ために必要な諸技術の基礎を習得する。

 [授業計画と内容]
前半では，以下の内容について各１～２週をかけて講義を行う．
・線形モデルの基礎
・視覚刺激の作成
・運動視
・運動検出とモデル
・空間視
・MRIによる脳機能計測
また，毎週少しずつ視覚刺激作成技術について解説する．
後半（～14週)には，最近の研究論文を読んで議論する．参加者は各自論文を読んで概要を報告す
ることが求められる．
フィードバックの方法については授業中に指示する．

 [履修要件]
視知覚，実験心理学，神経科学いずれかの基礎知識があることが望まれる．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（発表と議論への参加）．

 [教科書]
必要に応じて配布する．

 [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]
適宜、あらかじめ読むべき文献などを指示する。また、視覚刺激作成に関する課題を課す場合があ
る。

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



行動文化学系８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  視覚認識論

 [授業の概要・目的]
視覚による外界の認識の過程、特に視覚認識における注意や短期記憶の機能に焦点を当て、その研
究方法論と最新の知見を解説する。行動実験を用いた研究、脳波測定研究などを取り上げる。心的
現象を科学的に探求するための方法論を学ぶことにより視覚的注意に関する研究のみならず、広く
視覚科学、認知科学的研究に応用できる知識を身につけることを目指す。

 [到達目標]
正答率や反応時間を主たる指標とする行動実験のデータ解析に必要な基本的スキルを身に付ける。
単に手法を学ぶのではなく、その理論的背景を理解する。

 [授業計画と内容]
以下の予定で講義を行う。各テーマ2週程度の授業を行う。講義の進捗により若干の内容の変更が
ありうる。

１－２回．心理物理学的測定法
３－４回．信号検出理論の基礎
５－６回．信号検出理論の発展：強制選択と視覚探索
７－８回．信号検出理論の発展：有限状態モデルと視覚記憶
９－１０回。信号検出理論の発展：弁別・同定課題と物体認識
１１－１２回．反応時間解析
１３回．脳波測定とその解析
１４回．授業内試験（問題演習）
１５回．フィードバック

 [履修要件]
心理学、認知科学の基礎的な知識があるとよいが必須ではない。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
最終回の授業に筆記試験を行う

 [教科書]
教科書は用いない。

 [参考書等]
  （参考書）
なし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
自分自身の実験データなどで使ってみる。実験を計画する際に解析手法まで考える。

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



行動文化学系９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 情報学研究科 熊田　孝恒
講師 情報学研究科 水原　啓暁

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知科学基礎論

 [授業の概要・目的]
視覚認知、注意、記憶、実行機能、コミュニケーションなどを中心に人間の認知機能に関わる概念、
及び、その脳内メカニズムを解説する。また、認知機能を理解するための心理学的手法、認知機能
と脳の関係を明らかにするための機能的脳画像解析手法などについても詳細に解説する。さらには、
社会への適用に関するトピックスも取り上げる。

 [到達目標]
人間の認知過程を理解するのに必要な認知科学の基礎知識を得ることができる。また、心理学実験
や脳計測実験の実例を通して、基礎的な知見がどのように得られたかを理解できるようになる。さ
らには、情報学などの関連領域との関係、ならびに、基礎的知見がどのように日常生活における認
知的な問題と関係しているかに関しても理解を広げることができる。

 [授業計画と内容]
第1回（熊田）　認知科学とは：イントロダクション
第2回（水原）　脳の基本構造：解剖と生理
第3回（水原）　脳の電気特性の測定：EEGとMEG
第4回（水原）　脳の画像の測定：PETとfMRI
第5回（水原）　脳の因果性の測定：病態研究とTMS
第6回（熊田）　脳の知覚情報処理と計算理論
第7回（熊田）　注意
第8回（熊田）　注意と意識
第9回（水原）　記憶
第10回（水原）　情報統合
第11回（水原）　言語・非言語コミュニケーション
第12回（熊田）　行動制御と実行機能
第13回（熊田）　前頭葉機能
第14回（熊田）　認知科学の展開と応用
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回，講義中に行う小テストにより評価（講義の最後に実施するとは限らないので要注意）
フィードバックを除く１４回分を１０点満点で採点し，合計１４０点満点を合計１００点に換算す
る（小数点以下切り上げ）。したがって，６回以上，小テストを受けていない場合には，残りが満
点であったとしても合格点には達しないので注意すること。

 [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]
授業中に予習・復習が必要な項目を指示する。

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



行動文化学系１０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知デザイン特論

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

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

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

* 授業の順序は変更することがある。その場合は、事前に通知をする。

 [履修要件]
特になし

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
使用しない

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考図書・論文，配付資料を活用して各回の要点を復習する

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系１１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 黒島　妃香

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  比較認知特論

 [授業の概要・目的]
　この講義の目的は、ヒトを含む多様な動物の認知能力関する最先端の研究を学び、比較認知科学
的観点から心の進化を考察することにある。

 [到達目標]
比較認知科学では、対象とする動物種に応じた適切な実験手続きが求められる。最先端の研究を通
して、多様な実験手法について学ぶとともに、実験から得られた結果をどのように位置づけ、比較
し、考察するかについて習得する。また、実証的研究を通して心の進化について考察する。

 [授業計画と内容]
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　講師から2回ないし3回にわたり、ヒトやヒト以外の動物を対象とした認知に関連
する研究を紹介し、基礎的知識を養ってもらう。続く回では、各受講者に講義で扱ったトピックに
関連する最新の研究論文を紹介してもらい、受講者全員で研究法、考察に関する具体的な議論を行
う。講義は基本３回ないし4回で１トピックの割合で進める。
第15回　心の進化に関する議題に対して各受講者に意見を発表してもらい、全員で議論する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の討論内容（30％）及び、発表担当回での発表と討論（40％）、最終回での討論（30％）によ
り評価する。

 [教科書]
特に用いない。必要な資料は準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回トピックに関連した文献を調べ、議論に積極的に参加することが望まれる。

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



行動文化学系１２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 吉田　和彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  印欧語比較研究：　史的音韻論

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
毎回、プリントを配布する。

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系１３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 国際高等教育院 吉田　和彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  印欧語比較研究：　史的形態論

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
毎回、プリントを配布する。

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系１４

授業科目名
　<英訳>

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

 [履修要件]
サンスクリット語の基礎知識を持つことが望ましい。

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
前回の復習と、課された宿題を十分に準備すること。

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



行動文化学系１５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トカラ語入門

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

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



行動文化学系１６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋藤　治之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  トカラ語入門

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習および復習が大切である。

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



行動文化学系１７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知文法研究

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

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

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

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

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

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

 [教科書]
論文をコピーまたはPDFファイルで配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

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

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



行動文化学系１８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知意味論研究

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

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

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

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

 [履修要件]
・言語学全般、あるいは認知言語学の基礎知識を備えていること。

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

 [教科書]
論文のコピーまたはPDFファイルを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動文化学系１９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 助教 白眉センター 武内　康則

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  契丹文字研究の諸問題

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

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

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

１　導入【２週】
東アジアの文字文化
契丹文字概説

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

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

４　討議・フィードバック【２週】
総括
期末レポート
フィードバック

 [履修要件]
特になし

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
ハンドアウトを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系２０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 上田　功

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英語イントネーションの諸相

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

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

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

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

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動文化学系２１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　　
大学院言語文化研究科 教授 宮本　陽一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  統語論研究

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

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

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

 [履修要件]
言語学概論程度の知識があることが望ましい。

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

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

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

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習・復習を必ず行うこと。

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



行動文化学系２２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 同志社大学　教授 沈　力

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

・４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [教科書]
毎回プリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
言語学概論や言語類型論に関する論文などを読んでおくほうが好ましい．
中国語と日本語に関する基礎知識を把握すること。

（その他（オフィスアワー等））
９月３日―６日開講

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系２３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 高橋　英海

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  シリア語文献から見る西南アジアおよび南・中央・東アジア史

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

語学としてのシリア語の学習に関心がある履修者にはシリア語の基礎を学ぶ機会も提供する。

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

 [授業計画と内容]
シリア語文学の全容を概観したうえで、履修者の関心に応じて選んだ文献を原文ないし翻訳で講読
する。

第１回　シリア語およびシリア学について
第２～３回　シリア語の基礎
第４～６回　シリア語の歴史書
第７～９回　シリア語の神学・哲学・科学文献
第１０～１２回　中央アジア・中国のシリア・キリスト教
第１３回　インドのシリア・キリスト教
第１４回　シリア語およびシリア・キリスト教徒のいま
第１５回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
Sebastian P. Brock 『A Brief Outline of Syriac Literature』（Kottayam: SEERI, 1997）
Anton Baumstark 『Geschichte der syrischen Literatur』（Bonn: Marcus & Weber, 1922）
John F. Healey 『Leshono Suryoyo. First Studies in Syriac』（Gorgias Press, 2005）
その他、授業中に紹介する。 

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

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



行動文化学系２４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  オセアニア諸言語概説

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Lynch, John (1998) Pacific Languages: An Introduction, University of Hawai‘i Press.
Foley, William A. (1986) The Papuan languages of New Guinea, Cambridge University Press.
Dixon, R. M. W. (2002) Australian Languages, Cambridge University Press.
Lynch, John, Malcolm Ross, and Terry Crowley (2002) The Oceanic Languages, London: Curzon Press.

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

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

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



行動文化学系２５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 千田　俊太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  オセアニア諸言語概説

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Lynch, John (1998) Pacific Languages: An Introduction, University of Hawai‘i Press.
Foley, William A. (1986) The Papuan languages of New Guinea, Cambridge University Press.
Dixon, R. M. W. (2002) Australian Languages, Cambridge University Press.

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

Lynch, John, Malcolm Ross, and Terry Crowley (2002) The Oceanic Languages, London: Curzon Press.

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

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



行動文化学系２６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

大阪大学　　　　　　　　
大学院文学研究科 准教授 堂山　英次郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『リグヴェーダ』研究

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

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

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

 [履修要件]
受講者はサンスクリット語の基礎知識を有することが望ましい。

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

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する。

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

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



行動文化学系２７

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  調音音声学

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

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

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

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

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

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系２８

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

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

 [教科書]
使用しない

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

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

（その他（オフィスアワー等））
E-mailアドレス：palihawadana.ruchira.8n@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系２９

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  文法と文化

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系３０

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  文法と文化

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

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

 [参考書等]
  （参考書）

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系３１

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  古教会スラヴ語入門

 [授業の概要・目的]
　ロシアのみならず、広くスラヴ研究の基礎となる、古教会スラヴ語の基礎を学ぶ。 

 [到達目標]
　古教会スラヴ語の成り立ち、その文法につき理解する。  

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。 
第２回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景１ 
第３回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景２ 
第４回　古教会スラヴ語の成り立ち、その文化・社会的な背景３ 
第５回　文字と音、形態など基本的な文法事項１ 
第６回 文字と音、形態など基本的な文法事項２ 
第７回　文字と音、形態など基本的な文法事項３ 
第８回　文字と音、形態など基本的な文法事項４ 
第９回　文字と音、形態など基本的な文法事項５ 
第10回　文字と音、形態など基本的な文法事項６ 
第11回　文字と音、形態など基本的な文法事項７ 
第12回　文字と音、形態など基本的な文法事項８ 
第13回　やさしいテクストの読解１ 
第14回　やさしいテクストの読解２ 

　＊フィードバックについては授業中に指示します。

 [履修要件]
　ロシア語初級（週に２回の授業で、２セメスター履修）の学修済み、あるいは、ポーランド語な
どのスラヴ語で、同等の素養を備えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
　プリントなどを配布する。

 [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]
　入念な予習と復習が求められる。 

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



行動文化学系３２

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 服部　文昭

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世ロシア文献演習

 [授業の概要・目的]
　中世ロシアの基本的なテクストを精読する。  
 

 [到達目標]
　中世ロシアの基本的なテクストの成り立ちについて理解する。  

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション。 
第２回　イントロダクション。承前。 
第３回　年代記１ 
第４回　年代記２ 
第５回　年代記３ 
第６回 年代記４ 
第７回　聖者伝など１ 
第８回　聖者伝など２ 
第９回　聖者伝など３ 
第10回　聖者伝など４ 
第11回　翻訳文学など１ 
第12回　翻訳文学など２ 
第13回　翻訳文学など３ 
第14回　翻訳文学など４ 

受講者の顔ぶれと関心によって読み進める。 

　＊フィードバックについては授業中に指示します。 　

 [履修要件]
　ロシア語で文献が十分に読めること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点評価と試験の総合（おおむね、半分ずつ）。

 [教科書]
　プリントなどを配布。

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　入念な予習と復習が求められる。 

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



行動文化学系３３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査入門　（社会調査士科目A)

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点,提出物(調査レポート)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系３４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  移民研究：小中学校児童・生徒に対する学習支援  

 [授業の概要・目的]
京都市内小中学校における多様な児童・生徒に対する学習支援を実施する。授業ではフィリピンと
日本における人の国際移動についての講義、関連論文の精読等を行う。フィリピン研修の実施につ
いては、現段階では未確定だが、従来はフィリピン政府訪問の他、貧困、ジェンダーと労働市場に
関しても現地調査を実施した。    

 [到達目標]
多文化社会の現実を感じてもらい、それを記述する。これは質的調査、特に参加型観察、アクショ
ンリサーチにつながる。そこから日本の社会統合をめぐる政策について考察や知見を深める。同時
に移民研究に関する動向と理論について学ぶ。  

 [授業計画と内容]
人の国際移動、多文化社会、社会統合政策、フィリピン社会などについて講義を実施し、学習支援
に関する共有をします。 具体的には以下の通り。
１．アジアの経済成長とその要因Economic development in Asia ２．人口構成の変化 Demographic 
change ３．多様な政治体制 Diversity of political system ４．開発と移住労働 development and 
migration ５．女性の労働力化と移住労働 feminization of labor and migration ６．高齢化と移住労働 
ageing and migration ７．人口政策と結婚移民 population policy and marriage migration ８．多文化共生
・社会統合政策 social integration policy ９．人権の論理 logic of human rights １０．送り出し国の論理
 logic of sending countries １１．開発と国際労働市場 international labor market formation １２．国際協
調体制の構築 international collaboration and mutual benefit　13，14フィールドワークに関する講義、
１５．フィードバック

 [履修要件]
 この授業は学習支援と授業を履修の要件とします。

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動文化学系３５

授業科目名
　<英訳>

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

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  企業の社会学

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

 [到達目標]
社会・企業での実践に直結した知識が得られる。

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

受講生の関心により内容を変更することもある。

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講座で使用する説明資料は、原則として前の週の講義終了時に配布いたします。
資料の事前学習

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



行動文化学系３６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 附属病院 加藤　源太

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  医療社会学 

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

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

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

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

〈中間レポート〉 

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

〈最終レポート〉

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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



行動文化学系３７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 竹沢　泰子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人種・エスニシティ論

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

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

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

※第1回目の授業において、詳細なシラバスを配布する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
人文系英語論文の読解力

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

 [教科書]
指定論文（コピー・PDFなど）

 [参考書等]
  （参考書）
指定論文（コピー・PDFなど）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：課題論文のサマリーを課す場合がある

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはアポイントメント制

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系３８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人文科学研究所 竹沢　泰子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人種・エスニシティ論

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

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

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

※第1回目の授業において、詳細なシラバスを配布する。

 [履修要件]
人文系英語論文の読み解く力

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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
指定論文（コピー・PDFなど）

 [参考書等]
  （参考書）
指定論文（コピー・PDFなど）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：課題論文のサマリーを課す場合がある

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはアポイントメント制

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系３９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 丸山　里美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  木5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  資本主義社会におけるジェンダー

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

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

 [授業計画と内容]
１．導入と今後の進め方
２～５．1990年代の「性の商品化」をめぐる議論
６～７.　セックスワーク論
８～１０　性の商品化と女性の貧困
１１～１２.　AV出演
１３～１４.  各国の法規制
１５．フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50％（ディスカッションへの参加状況、授業での報告）、期末レポート50％の割合で評価す
る。ディスカッションへの参加が重視されるため、3回以上授業を欠席した場合は、単位を認めな
い。

 [教科書]
江原由美子編 『フェミニズムの主張』（勁草書房）ISBN:4326651385
江原由美子編 『性の商品化』（勁草書房）ISBN:4326651660
スタジオポット編 『売る売らないはワタシが決める――売春肯定宣言』（ポット出版）ISBN:
9784939015243
鈴木涼美 『「AV女優の社会学ーーなぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか』』（青土社）ISBN:
9784791767045
青山薫 『「セックスワーカー」とは誰かーー移住・性労働・人身取引の構造と経験』（大月書店）
ISBN:9784272350261
荻上チキ 『彼女たちの売春』（新潮社）ISBN:9784101211718
坂爪真吾 『性風俗のいびつな現場』（筑摩書房）ISBN:9784480068682

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎週、指定文献を読んでから、講義に参加することが必須である。

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



行動文化学系４０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

滋賀大学　　　　　　　　　
データサイエンス学部 講師 伊達　平和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  基礎的な資料とデータの分析（社会調査士科目C）

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

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

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

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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系４１

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 長谷川　公一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  環境問題と社会運動の社会学

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

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

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

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

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

ハンドアウトを配布予定。 

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

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
講師の問題意識を把握するために、授業前にできるだけ、次の2点に目を通してきてください。 
　(1)『脱原子力社会へ：電力をグリーン化する』（岩波新書、2011年9月刊）。読みやすい新書版。
福島原発事故を契機に、世界的に、エネルギーをめぐる大転換が始まりつつある。 
　(2) 「卒業生に贈る言葉」（本務校での卒業生へのメッセージ。2001年度以降の毎年分を載せて
いる）。http://www2.sal.tohoku.ac.jp/~hasegawa/farewell.html 
　 

（その他（オフィスアワー等））
　基本的に前半～中盤は講義形式で授業を勧めますが、講義の途中であっても受講者の積極的な質
問やコメントを歓迎します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系４２

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 安里　和晃

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学：質的調査法の可能性（社会調査士科目F）

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
リアクションペーパー、提出物(論文・レポート、プレゼンテーションなど)

 [教科書]
授業中に指示する

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
関連文献の講読とリアクションペーパーの執筆。 

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



行動文化学系４３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  フィールドワークを学ぶ　（専門社会調査士科目　J）

 [授業の概要・目的]
フィールド調査に関わるさまざまな困難について、具体的事例を通して理解を深め、それを乗り越
えるための思想と実践を身につけることを目指して演習形式の授業を行う。今日のフィールドワー
クには、現場で経験する政治的社会的不正義に対する態度、個人の人権やプライバシーの尊重、成
果の対象者（社会）への還元をはじめ、書くこと、記録すること、イメージをつくることなど表象
に関わる権力性への自省など多くの困難が指摘されている。これらがどのように生成し、それらを
乗り越えるためにどのような実践が試行され評価されているのかを検討する。

 [到達目標]
フィールド調査に関わるさまざまな困難について、具体的事例を通して理解を深め、それを乗り越
えるための思想と実践を身につけることを目指す。

 [授業計画と内容]
１　現代社会におけるフィールドワークの意味
２-４　現代のフィールドワークが抱える困難（総論）
５-６フィールドワーク批判の歴史（１９７０年代-８０年代）
７　ライティングカルチャーショック（１９９０年代）
８-９ポスト・ライティングカルチャーのフィールドワーク論
１０-１１　実験的民族誌の諸相
１２　普遍的人権とフィールドワーク
１３　社会運動とフィールドワーク
１４　新しい公共性とフィールドワーク
１５　現代社会におけるフィールドワークの可能性

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とレポートによる。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
特になし

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



行動文化学系４４

授業科目名
　<英訳>

社会学(演習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 松田　素二

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  比較文化行動論の諸問題

 [授業の概要・目的]
この授業は、社会・文化を調査し、分析し、記述することに関わる根源的な問題について考察する
ことを目的とする。受講生の報告と討論を中心とする形式で実施される。

 [到達目標]
社会・文化理論をめぐる最新の知見を批判的に検討し、自身の研究に関してオリジナルで先鋭的な
視座を獲得すること。

 [授業計画と内容]
前期は、2017-8年度に刊行されたジャーナルのなかから選択された15本の論文のなかから各自担当
を選択し精読する。本年度
のテーマは、「Fallacy of Multiculturalism」である。対象ジャーナルは、American Anthropologist,
Current Anthropology, Ethnology, American Ethnologist, Anthropology and Human Rights, Ethnic & Racial 
Studies, Social Anthropology, Sexualities, Comparative Sociology などである。 精読と同時に、投稿論文、
修士論文、博士論文のドラフト報告とそれに関する討論を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と討議への参加によって評価する

 [教科書]
使用テキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
適宜配布します

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示をする。

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



行動文化学系４５

授業科目名
　<英訳>

社会学(演習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 落合　恵美子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  親密圏と公共圏の再編成―ジェンダー・社会・歴史―

 [授業の概要・目的]
親密圏と公共圏を対にして、その双方の変容、境界のゆらぎ、両者の関係の再編成をとらえようと
する試みが、社会科学のさまざまな領域で見られるようになった。20世紀末の社会変容に伴って、
従来の近代社会の基本構造となっていた公私の分離が自明性を失い、新たな社会構造が生み出され
つつある現状を把握しようとする知的営為と言えよう。本演習では、親密圏／公共圏研究という新
たな分野の基礎文献を読んで、理論的枠組みを共有し、その枠組みによって各々のテーマに接近す
る研究発表を行う。扱うテーマは、ジェンダー、福祉レジーム、労働、ケア、人間の再生産、グロ
ーバル化、構造と持続、制度とその変化、など多岐にわたり、これら以外のテーマでも柔軟に対応
する。

 [到達目標]
①親密圏／公共圏研究という新たな分野の理論的枠組みを理解する。
②その理論的枠組みにより個々の研究テーマに接近する応用力を獲得する。

 [授業計画と内容]
(1)導入として、親密圏／公共圏研究の理論的枠組みについて、授業担当者が講義する。（１－2回）

(2)親密圏／公共圏研究に関する基礎文献を各自が読んできて、指定された発表者が整理した論点に
沿って、疑問点や異なる見方について話し合う。演習担当者が適宜解説を加える。（6－7回）
(3)親密圏／公共圏研究の枠組みによって個々のテーマに接近する研究発表を行う。（7－8回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業での発表（全員が最低1回は発表すること）　60％
毎回の授業での積極的発言　40％（無断欠席は減点する）

 [教科書]
使用しない

社会学(演習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
個々のテーマに沿った研究発表を行うための準備をする。

（その他（オフィスアワー等））
研究内容についての相談などは個別に時間を決めて対応する。
発表者が多い場合は4時限にも授業を行うことがあるが、その時間に他の授業がある受講者は参加
しなくてよい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系４６

授業科目名
　<英訳>

社会学(演習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 太郎丸　博

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の実際とデータ分析 専門社会調査士科目H・I

 [授業の概要・目的]
社会調査を実践的に企画・設計し、実施し、分析・集計をおこなうための実践的な知識と能力を習
得する。また、数理統計学の基礎を踏まえながら、多変量解析に共通する計量モデルを用いた分析
法を基本的に理解することを目指す。コンピュータを使ったデータの分析とその結果の解釈に重点
を置く。

 [到達目標]
データ分析の応用力を身につけ、データ分析のためのテクニックの幅を広げる。

 [授業計画と内容]
前期
1. 調査方法論、調査倫理
2. 調査企画と設計(1)
3. 調査企画と設計(2)
4. 仮説構成
5. 尺度構成法
6. サンプリングないし対象者・フィールドの選定(1)
7. サンプリングないし対象者・フィールドの選定(2)
8. 調査票の作成(1)
9. 調査票の作成(2)
10. 実査
11. 調査データの整理（コーディング、データクリーニングなど）(1)
12. 調査データの整理（コーディング、データクリーニングなど）(2)
13. グラフ作成、仮説の検証(1)
14. グラフ作成、仮説の検証(2)
15. 報告書の作成

後期
1. 回帰分析の復習
2. 非線形モデル（対数変換、二乗項の投入）
3. 交互作用効果の検討
4. モデルの選択（AIC, BIC, F検定）
5. モデルの診断（残差プロット、VIF）
6. 二項ロジスティック回帰分析(1)
7. 二項ロジスティック回帰分析(2)
8. 最尤推定法と尤度比検定(1)
9. 最尤推定法と尤度比検定(2)
10. 多項ロジスティック回帰分析(1)
11. 多項ロジスティック回帰分析(2)
12. 順序ロジスティック回帰分析(1)

社会学(演習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(演習)(2)

13. 順序ロジスティック回帰分析(2)
14. 分析結果のまとめ方とグラフの利用(1)
15. 分析結果のまとめ方とグラフの利用(2)

 [履修要件]
すでに社会調査士の資格を取得しているか、同等の知識を持っ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(25%)、宿題(25%)、レポート(50%)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習重視。宿題がでる。

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



行動文化学系４７

授業科目名
　<英訳>

比較社会学(演習)
Sociology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 客員教授 文学研究科 荻野　昌弘

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  現代社会の諸相と社会学理論

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

比較社会学(演習)(2)へ続く↓↓↓



比較社会学(演習)(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系４８

授業科目名
　<英訳>

社会学(演習)
Sociology (Seminars)

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  経済社会学の諸問題

 [授業の概要・目的]
この授業は経済社会学を調査し、分析し、記述することに関わる根源的な問題について考察するこ
とを目的とする。受講生の報告と討論を中心とする形式で実施される。

 [到達目標]
経済社会学をめぐる最新の知見を比較的に検討し、自身の研究に関してオリジナルで先鋭的な視座
を獲得すること。

 [授業計画と内容]
前期は、経済社会学の根本的な学習参考書の中から選択された１５本の論文の中から各自担当を選
択し精読する。
後期は、投稿論文、修士論文、博士論文のドラフト報告とそれに関する討論を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
報告と討議への参加によって評価する。

 [教科書]
使用テキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
適宜配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示をする。

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



行動文化学系４９

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 杉浦　和子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古地図を用いた空間分析

 [授業の概要・目的]
　清代初期ならびに清代後期に作成された古地図を素材とし、そこに描かれた地理情報を読み取り、
空間パターンを抽出し、その意味を解明するという一連の分析手順を解説することを通じて、地図
分析を用いて地域や都市の空間構造を把握する重要性を明らかにする。
　講義では、辺境地帯と首都における防御空間をとりあげ、ポイントとエリアとネットワークとい
う空間的な要素に注目した地図分析を行う。それにより、政治的・軍事的な情勢の変化に対応する
布陣構造の柔軟性や首都内部の防衛空間の重層性を明らかにする。
　講義を通して、空間的な観点から分析データを抽出し、分析ツールを工夫する楽しさ、また、地
理学的に意味のある空間パターンを発見するおもしろさを、受講生が体験的に学習することを目標
とする。

 [到達目標]
  本講義の目標はつぎの３点である：(1)古地図に記載された情報から、明示的に描かれていない空
間パターンを読み取るセンスを養うこと、(2)資史料に記載された文字情報から空間情報を抽出し、
地図化する技法を習得すること。(3)地図や文献から抽出した空間パターンが地域や都市の空間構造
としてどのような重要性を持つか、理解する力を養うこと。

 [授業計画と内容]
本年度の講義では、以下のようなトピックスを主としてとりあげる。
(1) 明末清初に作成された「山西辺垣図」群の特徴
(2) 「山西辺垣図」群の軍事拠点ごとに示された里程と方位
(3) 拠点間のネットワークと被覆領域の抽出
(4) 戦略的な防御空間の重層性と地域構造
(5) 清代後期に作成された「精絵布防系北京図」群の概要
(6) それぞれの北京図が描く八旗記号と諸施設の特徴
(7) 北京駐留の三軍八旗区域の画定と清代北京の都市構造
(8) 防衛地図の作成システムとその背景
それぞれのテーマについて、３～５週ずつとりあげる。
最終週は、全体のまとめとフィードバックを行う。

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価
　提出されたレポート（６０％）、授業への参加態度（４０％）などを総合的に勘案して評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必要な場合は、授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：水曜日の午前１１時～午後１時

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系５０

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水野　一晴

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  世界の自然環境と人々の生活や社会１

 [授業の概要・目的]
世界の各地域の気候環境は多様である。その多様な自然環境の中で人々は独自の社会や文化を生み
出してきた。本講では、世界のいくつかの地域を取り上げ、その場所の気候、地形、植生、土壌、
水文環境などの自然環境を説明し、その自然環境の中で歴史的に人々はどのように定住していった
のか、あるいは人々はその自然をどのように利用しながら生活を営んでいったのか、自然とどのよ
うに向き合っているのかなどの点から検討する。また、地球温暖化などの長期的あるいは異常気象
などの短期的な気候変化が、自然や人間活動にどのような影響を及ぼしているかについても議論す
る。

 [到達目標]
世界各地の気候、地形、植生、土壌といった自然環境要因の複合的作用およびその変化について理
解する。自然環境が人間活動とどのように関わっているかを考察し、その一方の変化が相互作用に
よって大きく両者に関わっていくことを理解する。世界の地域ごとにその自然環境のもとで多様な
社会や文化が生み出されていることを理解する。  

 [授業計画と内容]
１．ポリネシアの自然環境と社会・文化 [1週] 
２．アフリカの歴史的環境変遷 [1週] 
３．日本アルプスと大雪山の植生の立地環境とその30年間の変化 [2週] 
４．アフリカの自然と民族 [2週] 
５．ケニア山とキリマンジャロの環境変遷と植生変化 [3週] 
６．ナミブ砂漠の自然や植物・動物と人間活動 [3週] 
７．アンデスの自然と人間活動 [2週] 
６．フィードバック [1週]

 [履修要件]
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。 
高校で地理を履修していなくても十分理解できます。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・毎回配るコメント・質問用紙や授業内での発言など

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴 『気候変動で読む地球史－限界地帯の自然と植生から－』（NHKブックス）ISBN:978-4-
14-091240-9  

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業が理解できたかどうか把握し、理解できなかった部分については次回授業で質問してください。

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



行動文化学系５１

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 水野　一晴

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  世界の自然環境と人々の生活や社会２  

 [授業の概要・目的]
世界の各地域の気候環境は多様である。その多様な自然環境の中で人々は独自の社会や文化を生み
出してきた。本講では、世界のいくつかの地域を取り上げ、その場所の気候、地形、植生、土壌、
水文環境などの自然環境を説明し、その自然環境の中で歴史的に人々はどのように定住していった
のか、あるいは人々はその自然をどのように利用しながら生活を営んでいったのか、自然とどのよ
うに向き合っているのかなどの点から検討する。また、地球温暖化などの長期的あるいは異常気象
などの短期的な気候変化が、自然や人間活動にどのような影響を及ぼしているかについても議論す
る。  

 [到達目標]
世界各地の気候、地形、植生、土壌といった自然環境要因の複合的作用およびその変化について理
解する。自然環境が人間活動とどのように関わっているかを考察し、その一方の変化が相互作用に
よって大きく両者に関わっていくことを理解する。世界の地域ごとにその自然環境のもとで多様な
社会や文化が生み出されていることを理解する。

 [授業計画と内容]
１．インド、ヒマラヤ地域の自然と民族 [2週] 
２．インド、ヒマラヤ地域の歴史と社会の成り立ち [2週] 
３．インド、ヒマラヤ地域のチベット仏教、ポン教と地域社会 [3週] 
４．インド、ヒマラヤ地域の森林分布と樹木利用 [1週] 
５．インド、ヒマラヤ地域の牧畜活動 [1週] 
６．インド、ヒマラヤ地域の農耕活動 [1週] 
７．世界各地の自然と社会・文化 [3週] 
８．総合討論 [1週] 
９．フィードバック[1週]

 [履修要件]
高校の時に使用していた地図帳（帝国書院、二宮書店など）を授業時に持参すること（持っていな
い人は購入してください）。 
高校で地理を履修していなくても十分理解できます。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・毎回配るコメント・質問用紙や授業内での発言など

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴 『神秘の大地、アルナチャル－アッサム・ヒマラヤの自然とチベット人の社会－』（昭和
堂）ISBN:978-4-8122-1173-1
Mizuno, K. & Tenpa, L. 『Himalayan Nature and Tibetan Buddhist Culture in Arunachal Pradesh, India』（
Springer）ISBN:978-4-431-55491-2

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業が理解できたかどうか把握し、理解できなかった部分については次回授業で質問してください。
  

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



行動文化学系５２

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  山と森の歴史地理

 [授業の概要・目的]
本講義では，環境の利用・改変・管理・認識の視点から，日本の山村と森林の歴史地理を検討する。
日本の山村は現在，過疎化や限界集落，廃村といった問題を抱えているが，かつては多くの人々が
山や森の動植物に依拠して生活していた。山村における人と環境との関係史を，歴史地理学あるい
は環境歴史学的な観点から捉えるならば，森林を改変しながらも，それを巧みに利用・管理する暮
らしのあり方が浮かび上がってくる。本講義では，地理学・歴史学・民俗学の議論を紹介しながら，
山村と森林の歴史地理をたどることで，人と環境の関係について様々な視点に触れるとともに，現
在の山村や森林のあり方について，理解を深める機会を提供したい。

 [到達目標]
現在様々な問題を抱える山村地域に関して，その歴史地理的な背景と研究状況を理解するとともに，
人間と環境の関係史を広い視野から動態的に考察する力を養う。 

 [授業計画と内容]
１．山と森の歴史地理
　第１回　人と環境の関係史
　第２回　秋山記行の世界
２．森林に依拠した生業
　第３回　堅果食の系譜
　第４回　狩猟とその周縁化
　第５回　焼畑と森林管理
　第６回　木地師と木工の系譜
３．山をめぐる自然観
　第７回　山の神とは誰か
　第８回　修験道の自然観
４．森林の破壊と改変
　第９回　禿げ山と草原
　第10回　育成林業の登場
５．山と森の近代
　第11回　風景としての山岳
　第12回　登山とナショナリズム
　第13回　近代林学と植生管理
　第14回　内なる異文化
※第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のテーマに関する小論文試験を行い，到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
米家泰作 『中・近世山村の景観と構造』（校倉書房）ISBN:4751733508
宮本真二・野中健一 『自然と人間の環境史』（海青社）ISBN:4860992717
池谷和信・白水智 『山と森の環境史』（文一総合出版）ISBN:4829911999

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ(京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，学術的な問題関心を深
めてください。 

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



行動文化学系５３

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代日本の植民地と地理的知

 [授業の概要・目的]
本講義では近代日本の植民地となった朝鮮半島に関して，地理的な表象や言説が果たしてきた政治
的・経済的・社会的な役割を，批判的に検討する。近年の歴史・文化地理学では，地理的な表象や
言説に関する議論が盛んに行われている。その動向を踏まえて，地図・土地調査・旅行記・地誌・
学術調査・史蹟景観をめぐる地理的知の諸相と，その受容や理解の具体例を分析する。

 [到達目標]
知識をめぐる地理学の議論を学び，地理的な知や心象地理の役割を歴史的に俯瞰し，その意義を批
判的に捉える能力を養うとともに，様々な歴史地理的資料に関する基本的事項や分析手法を理解す
る。 

 [授業計画と内容]
１．地理的知の近代
　第１回　オリエンタリズムと心象地理
　第２回　歴史地理学とオリエンタリズム
　第３回　地理学の帝国
２．朝鮮像の系譜
　第４回　近世日本の朝鮮像
　第５回　明治日本の朝鮮像
３．植民地のマッピングと空間把握
　第６回　朝鮮の測量と地図化
　第７回　森林資源の地図化
４．学知と植民地
　第８回　植民地朝鮮の地理学者
　第９回 「知的征服」とその諸相
　第10回 「火田整理」と焼畑像
５．史蹟とその経験
　第11回　史蹟とコロニアルツーリズム
　第12回　史蹟の保存と経験
　第13回　神話と植民地
　第14回 「近代」概念の空間的含意
※第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業のテーマに関する小論文試験を行い， 到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
Ｊ・モリッシーほか（上杉和央監訳）  『近現代の空間を読み解く』（古今書院）ISBN:4772231848
Ｂ・グレアム，Ｃ・ナッシュ 『モダニティの歴史地理』（古今書院）ISBN:4772214704
Ｄ・リヴィングストン 『科学の地理学: 場所が問題になるとき』（法政大学出版局）ISBN:
4588371207
J. Agnew & D. N. Livingstone 『The SAGE Handbook of Geographical Knowledge』（SAGE Publications）
ISBN:1412910811
神谷浩夫・轟博志 『現代韓国の地理学』（古今書院）ISBN:4772231315

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ(京都大学教育研究活動データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を含めて，関連する論文や文献に積極的に触れ，問題関心を深めてくだ
さい。 

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



行動文化学系５４

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 防災研究所 松四　雄騎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  湿潤変動帯の自然地理学とその応用としての斜面減災論

 [授業の概要・目的]
本授業では，自然地理学の応用としての自然災害（特に斜面災害）の被害軽減（減災）に関する方
法論を学び，その実現に向けた基礎データを取得するための野外調査法および室内実験法を実習す
る．

山地や丘陵地が国土の大半を占める日本列島では，豪雨や地震によってしばしば斜面から土砂が流
出し，下流域に被害を及ぼす．土砂災害による人的・物的被害は，高度経済成長期以降の砂防・治
山事業の拡充による人工構造物の配備により，それ以前と比べて格段に減少してきたが，近年，極
端な豪雨の頻度増大により，再び増加しつつある．日本人はそもそも，居住域に隣接する傾斜地（
里山）で得られる燃料や湧水といった資源を利用し，その恩恵を受けてきたが，それと同時に斜面
の崩壊や地すべり，土石流といった斜面災害の脅威にもさらされてきた．地域に根差した住民が斜
面と共生していた時代に培われていた減災のための知恵は，傾斜地での道路敷設や宅地開発といっ
た自然環境の改変行為を可能にした現代的な土木技術の発達と，それによる山際居住区の拡大と新
規住民の移入とともに，失われつつある．居住域周辺斜面からの土砂流出による被害を軽減するた
めには，空間的に飽和し，コスト的にも限界に達しつつあるハード対策だけでなく，住民自力での
警戒・避難を促すソフト対策の高度化が不可欠である．そのためには地域の地理環境の成り立ちを
深く理解し，それを土台に世代を超えて持続可能な減災方策を備えた地域社会の形成をめざす必要
がある．これはまさに自然地理学の応用問題であるといえよう．本授業では，斜面災害の地質・地
形的背景（素因）や，降水浸透あるいは地震動といった引き金（誘因）が，なぜ・どのようにして
土砂流出を引き起こすのかについて，野外実習と室内実験を通して，自ら地盤構成材料に触れ，そ
の物性を定量的に把握し，データの解析を行うことで体験的に学ぶ． 

 [到達目標]
実習形式の授業を通して，温暖湿潤帯における自然地理環境とそこで起こる地球表層プロセスを概
観し，山地の斜面をつくる地盤材料の定性的な観察法，およびその水理学・土質力学的性質の定量
化法を学び，斜面減災を実現するための自然地理学的方法論について考察できる力を養う． 

 [授業計画と内容]
夏季の集中講義とし，野外および室内での実習形式での授業を行う．
日程は9月中の連続した3日間を設定する． 

授業のスケジュールおよびその中で取り上げるテーマとトピックスは以下の通り．

1日目: 野外巡検
京都近郊の丘陵地を対象に，地盤の構成物とその性質および陸域水循環に伴う地形変化過程につい
て概説する．また，過去に発生した斜面崩壊跡地を観察し，森林土壌の断面を作成して，土層試料
の採集を行う． 

2日目: 室内実験 + データ解析
採集した試料を用いて，宇治キャンパスにおいて水理・力学的な試験を行う． 

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

3日目: 室内実験 + データ解析 + ゼミ
宇治キャンパスにおいて引き続き実験を行うとともに，得られたデータを用いて，雨の浸透や斜面
の安定に関する計算を行い，斜面ハザード評価の方法論について討論する． 

テーマとトピックス
 (1)  自然地理学における野外観察の基礎と方法
 (2)  フィールドサイエンスにおける理論・法則・モデルの役割
 (3)  人間社会を取り巻く自然環境の成り立ち
 (4)  陸域水循環の概要と流域生態系の恒常性
 (5)  森林水文学の基礎と山地流域における降雨流出過程
 (6)  斜面の地形変化と土砂災害の発生メカニズム
 (7)  地理的な防災・減災の方法論
 (8)  自然地理学における実験法とデータ分析法の基礎
 (9)  地盤構成材料の水理・力学特性とその意味 
 (10) 地理情報システムと地形計測
 (11) 地図解析および実験・計測における精度と確度
 (12) データの整理と統計処理の基礎
 (13) 流域表層現象のモデル化と計算法
 (14) 製図法とアカデミックライティングの基礎
 (15) 総括とフィードバック

授業を通じて，野外観察の方法，実験による定量データの取得方法，自然現象のモデル化について
習得するとともに
フィールドノートや実験ノートの記載方法，データの整理方法，製図や記述の方法等のアカデミッ
クライティングについて
具体的に指導する．
フィードバックについては，実習終了後に必要に応じて，教員オフィスあるいはEメールにて質問
に答えるほか，レポートに講評を記入することも含む．

 [履修要件]
学生教育研究災害傷害保険等の傷害保険に加入していること． 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点およびレポートの評価による．

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
関連する論文等を授業の中で配布・紹介する．

地理学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(3)

 [授業外学習（予習・復習）等]
3日間の授業期間中にはデータ解析や討論準備を課題として出すので，ホームワークとしてこなす
こと． 

（その他（オフィスアワー等））
第一日目は京都近郊の丘陵地でのフィールドワークとなるため，動きやすい靴と服装に手袋や帽子
を着用の上，虫よけや雨具，筆記用具・野帳・カメラといった個人装備を揃えて参加すること．

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系５５

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 山縣　耕太郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地形学

 [授業の概要・目的]
地球表面は，大陸スケールから，身近な中・小地形まで，多様な形態を持つ地形によって構成され
ている．地形は，生物や人間の活動舞台であり，それ自体が環境の基盤となっている．こうした存
在である地形の形態と分布，その形成過程，さらには人間生活との関係について，研究方法も含め
て説明する．

 [到達目標]
地形の形成過程に関する発達史的な理解を身につけ，人文現象も含めた地域現象の理解におけるそ
の役割について認識する．さらには，その調査法を習得することによって，自ら，地域の環境基盤
を読み取る能力を養う．

 [授業計画と内容]
1．地球表面の概観と地形変化の概念
2．地形形成の年代
3．地形を構成する物質と地形営力
4．内作用のつくる地形（地殻変動）
5．内作用のつくる地形（火山活動）
6．外作用のつくる地形（流水による侵食と堆積）
7．外作用のつくる地形（氷河作用，凍結融解作用）
8．外作用のつくる地形（風の作用）
9．地形と人間生活（土地利用）
10．地形と人間生活（災害）
11．地形調査（地形図判読）
12．地形調査（空中写真判読）
13．地形調査（露頭観察）
14．地形調査（地形形成過程の解釈）
15．総括とフィードバック
受講者の希望や今後の研究の進展によって，内容が変化する可能性もある．

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートを課題とし，成績評価を行う．

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回プリント，参考資料を配布する予定である．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
プリント等に示された参考文献を，後日自分で読むくらいの積極性があることを望む．

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



行動文化学系５６

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 藤塚　吉浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  都市問題の地理学研究

 [授業の概要・目的]
都市問題は産業的発展に応じて起こり、その時代背景が大きな影響を与えている。都市問題につい
て地理学的に検討するととに、都市や地域が抱える空間的・社会的課題について知識を深め、地理
学的思考を身につけることを目的とする。

 [到達目標]
空間と社会に関する問題について、分析的に思考・表現することを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
１　オリエンテーション
２　都市の起源
３　都市の発達
４　都市の内部構造
５　エクスカーション
６　インナーシティ
７　エスニシティ
８　ニュータウンの変容
９　地方都市中心市街地の空洞化
10　歴史的町並みの保全
12　東京一極集中
13　世界都市
14　創造都市
15　総括
フィードバックは、ノート返却の際に行います。

 [履修要件]
教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、ノート提出70％（授業内容に関して
文献を調べてまとめる）により評価する。

 [教科書]
藤塚吉浩・高柳長直編 『図説　日本の都市問題』（古今書院）ISBN:9784772241977

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内容に関して、文献を調べてノートにまとめる。  

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系５７

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 藤塚　吉浩

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ジェントリフィケーション研究

 [授業の概要・目的]
都市地理学の観点から、都市内部の衰退地区の再生現象であるジェントリフィケーションに焦点を
当ててとりあげる。ジェントリフィケーション研究がどのようなテーマへ拡大してきたのか、また、
先進資本主義国の都市だけでなく、旧社会主義体制下にあった都市においても発現してきた要因に
ついて詳述する。

 [到達目標]
都市再生に伴う問題について地理学的に分析し、思考・表現することを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
1　オリエンテーション
2　新中間階級
3　現象発現の地理的位置
4　エクスカーション
5　地代格差論
6　スーパージェントリフィケーション
7　新築のジェントリフィケーション
8　第三の波
9　世界都市におけるジェントリフィケーション
10　グローバリゼーション
11　都市景観の変化
12　分断された都市
13　資産の返還による影響
14　歴史的住宅の再利用
15　総括
フィードバックは、ノート返却の際に行います。

 [履修要件]
教室に入室する前に、必ず携帯電話の電源を切ること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点30％（毎回の授業内容についてのコメントを求める）、ノート提出70％（授業内容に関して
文献を調べてまとめる）により評価する。

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [教科書]
藤塚吉浩 『ジェントリフィケーション』（古今書院）ISBN:9784772242011

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業内容に関して、文献を調べてノートにまとめる。

（その他（オフィスアワー等））
希望者とは適宜調整する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系５８

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 福本　拓

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「多文化共生」の地理学の方法と課題

 [授業の概要・目的]
現代世界における移民・難民の増加は，各国の社会をエスニシティの面でますます多様にしている
とともに，そうした変化に対して国家やホスト社会からさまざまな反応を引き起こしている。本講
義の主たる目的は，移民・エスニック集団に関する地理学の成果を確認しつつ，日本における「多
文化共生」のあり方や課題を地理学的な観点から考えることにある。その際，経済地理学・都市地
理学・社会地理学・文化地理学など，既存のサブディシプリンのフレームワークを拡張することも
意識し，地理学の立場からこの問題にアプローチすることの意義を考えたい。

 [到達目標]
・国際人口移動システムの中で日本の占める位置を歴史的な側面から整理・理解できる。
・公的統計や各種資料をもとに空間パターン・フローの分析を実践することができる。
・エスニック集団をめぐる移動やコミュニティの諸状況を通じ，空間・場所・景観といった概念の
理解を深められる。
・政策としての「多文化共生」のあり様について，地理学的な観点から評価することができる。

 [授業計画と内容]
＜第１部：日本の移民・エスニック集団をめぐる概況＞（３回） 
ポスト多文化主義の時代における移民・エスニック集団の諸相，日本における移民・エスニック集
団の歴史的推移，現代日本をめぐる国際人口移動の動態，エスニシティ揺動の実情とその空間的側
面，を取り上げる。 

＜第２部：移民・エスニック集団とセグリゲーション＞（２回） 
都市におけるセグリゲーション分析手法の概要，国内外の諸都市におけるその適用と課題について
検討する。 

＜第３部：エスニック集団の経済・社会の地理学＞（４回） 
エスニック集団の就業上の特徴，エスニック経済の生成に関する諸理論とその空間的側面，日本の
地域経済と外国人労働者の関係，移動・コミュニティ・地域に関する理論的動向の検討，エスニッ
ク集団のコミュニティの（不）形成，外国人受け入れ意識への地理学的アプローチ，について考え
る。 

＜第４部：エスニシティ構築と文化変容をめぐる諸理論＞（３回） 
エスニシティ構築と場所，都市空間構造と移民第二世代の動向，子どもの教育・アイデンティティ
と地域との関係，といったトピックについて，地理学的なアプローチの特徴も含めて講義する。 

＜第５部：多文化共生政策の展開と課題＞（２回） 
オールドカマーとニューカマーに対する施策の共通点・差異，「多文化共生」政策と地域づくり，
難民受け入れをめぐる政策の諸特徴など，主として政策に関わる部分に焦点を当てて特に地域政策
としての「多文化共生」のあり方を考察する。 

＜第６部：全体のまとめとフィードバック＞（１回） 

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

各人に対し，提出されたレポートに対する詳細な評価とともに，今後の研究の参考となる提言を行
う。

※受講生の関心や全体の進捗状況によって，各部を構成する内容・回数が増減することがある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート　80%
授業への参加の度合　20%
（講義中の質問への回答やディスカッションへの参加度を総合的に勘案して評価する）

※集中講義期間中，一日を超えて欠席した場合には原則として単位を認定しない。

 [教科書]
使用しない
講義中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
杉浦直 『エスニック地理学』（学術出版会）ISBN:4284103245
山下清海編 『エスニック・ワールド－世界と日本のエスニック社会－』（明石書店）ISBN:
4750327581
阿部亮吾 『エスニシティの地理学－移民エスニック空間を問う―』（古今書院）ISBN:4772220143
水内俊雄・加藤政洋・大城直樹 『モダン都市の系譜－地図から読み解く社会と空間－』（ナカニシ
ヤ出版）ISBN:4779502632
サッセン，S.（森田桐郎訳） 『労働と資本の国際移動－世界都市と移民労働者－』（岩波書店）
ISBN:4000025783

 [授業外学習（予習・復習）等]
復習として，講義で紹介する国内外の事例を実際に見学に訪れることを強く勧める。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義のため，授業時間外の質問等は下記のメールアドレスまで連絡されたい。
ocufukumoto@gmail.com

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系５９

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪市立大学　教授 山崎　孝史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  政治地理学入門―理論編

 [授業の概要・目的]
本講義は、現代社会の諸問題に対し地理学的に接近する一つの視角として「政治」という側面につ
いて考えます。政治事象を扱う地理学の分野は「政治地理学」と呼ばれますが、諸外国とは異なり、
日本ではさほど盛んではなく、研究者も限られています。本講義はそうした政治地理学への入門と
して、特に政治地理学の歴史と理論について講述します。この「理論編」では、19世紀末から政治
と地理学がどのように関係づけられ、帝国主義世界の中で地政学へと展開し、戦後の断絶と停滞を
経て、英米を中心に再構築され、人文地理学の主要分野へと復興したかを解説し、この過程から生
まれてきたいくつかの重要な理論や概念を、豊富な事例を交えながら紹介します。これらの理論や
概念は政治地理学のみならず人文地理学一般の考察においても有効な知見を与えるでしょう。

 [到達目標]
本講義は政治地理学において体系化された理論と、洗練された概念によって、政治事象と空間や場
所との密接な結びつき、つまり「政治」を地理学的に研究する有効性を理解することを目指します。
そのために、①近代政治地理学の展開を批判的に振り返り、国際社会の変動を理解する視座として
政治地理学の有効性を検討します。②マルチ・スケールの観点から、空間・場所・領域に関する政
治地理学的理論を理解します。そして③コンテクスト・スケール・言説といった概念を用い、グロ
ーバル／ローカルな政治事象の分析方法を把握します。以上の過程を経て、地理的事象として見落
とされがちな「政治」の諸側面を自らの研究の中に取り込むことが可能となるでしょう。

 [授業計画と内容]
第１日　政治地理学史
　第1回　政治地理学の起源と地政学の盛衰
　第2回　戦後の政治地理学―その日本的展開
　第3回　政治地理学の展開と課題
　第4回　討論
第2日　政治地理学の諸理論
　第5回　空間分析批判
　第6回　場所の政治的意味
　第7回　人間の領域性
　第8回　討論
第3日　政治地理学の諸概念
　第9回　コンテクストの政治
　第10回　スケールの政治
　第11回　言説の政治
　第12回　討論
第4日　さらなる理論・概念の展開へ（総括とフィードバックを含む）
　第13回　脱領域化と再領域化
　第14回　新自由主義とリスケーリングの政治
　第15回　平和と環境の政治地理学へ

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各日課題レポート（40点）、集中講義終了後のレポート（60点）とします。

 [教科書]
山﨑孝史 『政治・空間・場所―「政治の地理学」にむけて【改訂版】』（ナカニシヤ出版）ISBN:
978-7795-0795-3（教科書は旧版ではなく、改訂版を使用します。課題レポート用の教材としても使
用しますので各自購入しておいて下さい。）

 [参考書等]
  （参考書）
講義のノートテイクを支援するために講義で用いるパワーポイントのスライド資料を以下の「関連
URL情報」にある「政治地理のページ」からダウンロードできるようにします。その他、教員の研
究業績や教員が参加している人文地理学会政治地理学研究部会の活動についても「関連URL情報」
を参照して下さい。

  （関連ＵＲＬ）
http://polgeog.jp/(政治地理のページ（教員の研究業績、講義スライド）)
http://polgeog.jp/studygroup/(人文地理学会政治地理研究部会ホームページ（教員の研究活動）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各日課題レポートは討論の素材になりますので、予習準備してきてください。具体的な課題内容（
教科書指定箇所の精読など）は講義前に通知します。講義スライドは講義後のレポート作成に活用
できます。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義形式のため、特にオフィスアワーの時間は設定できませんが、希望者があれば出講中に適
宜対応します。電子メールによる質問・相談も受け付けます。教員メールアドレス：yamataka@lit.
osaka-cu.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６０

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 大阪市立大学　教授 山崎　孝史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2018・
  後期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  政治地理学入門―実証編

 [授業の概要・目的]
本講義は、現代社会の諸問題に対し地理学的に接近する一つの視角として「政治」という側面につ
いて考えます。政治事象を扱う地理学の分野は「政治地理学」と呼ばれますが、諸外国とは異なり、
日本ではさほど盛んではなく、研究者も限られています。本講義は前期の「政治地理学入門―理論
編」に続く「実証編」として、前期で扱った政治地理学の理論と概念をどのように実証研究に適用
できるかについて講述します。講義では、身近な出来事から国際関係に至るまで、多様なスケール
において発生する国内外の政治事象を具体的に分析した研究を紹介します。その中でも教員が取り
組む沖縄の米軍基地問題についての研究は、政治問題・紛争といった課題に地理学者がどう実践的
に関わりうるかについて示唆を与えるものとなるでしょう。

 [到達目標]
本講義は、前期の「理論編」で培われた理論的・概念的理解をもとに、具体的な研究における分析
方法の検討を通して、事例への適用方法を習得します。同時に自ら理論・概念適用が可能と考えら
れる事例を想定し、その適用の適否を受講生相互で確認し合うことにより、より厳密な実証研究へ
の考察の組み立て方を学びます。その成果は講義終了後の期末レポート作成に反映されます。

 [授業計画と内容]
第１日　空間・場所・領域の政治地理学
　第1回　空間と場所との政治的緊張
　第2回　領域性のイデオロギーと「領土の罠」
　第3回　沖縄における「領土」の政治化
　第4回　討論
第2日　政治行動の政治地理学
　第5回　コンテクストと政党選挙
　第6回　南の「境界」と社会運動
　第7回　地政言説の批判的分析
　第8回　討論
第3日　マルチ・スケールの政治地理学
　第9回　中心―周辺関係と地方政治
　第10回　スケールの言説と物質性
　第11回　リスケーリングと都市改革
　第12回　討論
第4日　政治地理学のフロンティア―日本編（総括とフィードバックを含む）
　第13回　ジェンダーと政治地理学
　第14回　地政学のローカライズ
　第15回　ボーダースタディとしての沖縄研究

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
各日課題レポート（40点）、集中講義終了後のレポート（60点）とします。

 [教科書]
山﨑孝史 『『政治・空間・場所―「政治の地理学」にむけて【改訂版】』』（ナカニシヤ出版）
ISBN:978-7795-0795-3（教科書は旧版ではなく、改訂版を使用します。課題レポート用の教材とし
ても使用しますので各自購入しておいて下さい。）
個別論文を教科書と併用します。各回授業に関わる研究論文は一覧表（ダウンロードリンク）にし
て講義開始前にお知らせします。 

 [参考書等]
  （参考書）
講義のノートテイクを支援するために講義で用いるパワーポイントのスライド資料を以下の「関連
URL情報」にある「政治地理のページ」からダウンロードできるようにします。その他、教員の研
究業績や教員が参加している人文地理学会政治地理学研究部会の活動についても「関連URL情報」
を参照して下さい。 

  （関連ＵＲＬ）
http://polgeog.jp/(政治地理のページ（教員の研究業績、講義スライド）)
http://polgeog.jp/studygroup/(人文地理学会政治地理研究部会ホームページ（教員の研究活動）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各日課題レポートは討論の素材になりますので、予習準備してきてください。具体的な課題内容（
教科書指定箇所や指定論文の精読）は講義前に通知します。 講義スライドは講義後のレポート作成
に活用できます。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義形式のため、特にオフィスアワーの時間は設定できませんが、希望者があれば出講中に適
宜対応します。電子メールによる質問・相談も受け付けます。教員メールアドレス：yamataka@lit.
osaka-cu.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６１

授業科目名
　<英訳>

地理学(特殊講義)
Geography (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 中京大学 埴淵　知哉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  統計的・系統的な地域調査法

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

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

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

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動文化学系６２

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(心理学)(講義Ｉ)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  実験心理学概論

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

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

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

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

系共通科目(心理学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Ｉ)(2)

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）による

 [教科書]
使用しない

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６３

授業科目名
　<英訳>

心理学(講義)
Psychology (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 藤田　和生
准教授 文学研究科 黒島　妃香

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  知性と感情の系統発生論

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

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

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

 [履修要件]
特になし

心理学(講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(講義)(2)

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

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 板倉　昭二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  社会的認知発生論（発達心理学）

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

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

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし、講義の進捗状況によっては、順序を変え
ることもある。
１　発達科学とは何か
２　発達科学の方法
３　社会性とは何か
４　遺伝と環境
５　胎児の発達
６　新生児の能力
７　乳児期から児童期への発達
８　青年期
９　成人期
１０　老年期
１１　生涯発達
１２　社会脳について
１３　発達障がい
１４　向社会行動・道徳行動の発達
１５　社会性の発達に関するまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（８０点）および最後の授業時間内に課題を課す（２０点）

系共通科目(心理学)(講義IId)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IId)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
板倉昭二 『発達科学の最前線』（ミネルヴァ書房）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。読んでおくべき論文や文献等紹介する。

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



行動文化学系６５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 蘆田　宏

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学講義IIe：知覚心理学 

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

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

 [授業計画と内容]
講義内容は次の通り． 

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

フィードバックについては授業中に指示する．

なお，出席者とのやりとりなどにより順序，内容を変更する可能性がある．

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義IIe)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義IIe)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知デザイン特論

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

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

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

* 授業の順序は変更することがある。その場合は、事前に通知をする。

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義Ka)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Ka)(2)

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

 [教科書]
使用しない

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６７

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 楠見　孝

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学概論Ｉ（学習・言語心理学）

 [授業の概要・目的]
人間の高次認知過程，学習過程の基本的特性とそれをとらえる認知心理学，学習・言語心理学の主
要な理論とモデルに関して，実験データに基づいて検討します．あわせて、教育における応用につ
いても検討します。認知，学習・言語などに関する実験や調査を体験できるように授業中に実施し
ます。 

 [到達目標]
1.	認知心理学，学習・言語心理学の専門用語・理論，方法論を理解する。 
2.	心理学の考え方を身につけ，批判的に思考できるようになる。 
3.	経験を通して人の行動や認知が変化する過程を説明できる。
4.	言語や知識の習得における機序について説明できる。

 [授業計画と内容]
1.	序論 
2.	学習の基礎
3.	学習と熟達化 
4.	知能と創造性 
5.	言語
6.	言語習得 
7.	思考 
8.	演繹推論 
9.	帰納推論 
10.	批判的思考 
11.	直観的推論 
12.	意思決定 
13.	感情と言語 
14.	応用認知心理学 
15.	定期試験・フィードバック

 [履修要件]
特になし

系共通科目(心理学)(講義Kb)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Kb)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（課題など）３０％,　定期試験７０％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
楠見　孝（編） 『思考と言語：現代の認知心理学３』（北大路書房）ISBN:9784762827198
日本認知心理学会(編 『認知心理学ハンドブック (有斐閣ブックス)』（有斐閣）ISBN:
9784641184169
子安増生・楠見孝・齊藤智・野村理朗(編) 『教育認知心理学の展望』（ナカニシヤ出版）ISBN:
9784779510496

  （関連ＵＲＬ）
http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/cogpsy/personal/Kusumi/cogclass18.htm 

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習すべきこと 
・あらかじめ指定した文献を読んで，問いをたてる． 
復習すべきこと 
・自らの問いが，授業によって解決できたかを確認し，さらなる問いをたてる．

（その他（オフィスアワー等））
後期開講の「認知心理学概論II」とあわせて、認知心理学の主要なトピックスをカバーするが、相
互に独立して受講可能である。  
オフィスアワーについては、KULASISで確認してください

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６８

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 教育学研究科 野村　理朗

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学概論II

 [授業の概要・目的]
認知心理学は、人間の認知機能のしくみについて、実験、調査、観察等のアプローチにより実証的
に解明する学問である。本授業では、認知心理学の主要な理論や構成概念を概説するとともに、そ
れらとシステム神経科学、遺伝学等の知見との関連について講義する。

 [到達目標]
人間の認知機能について、実験、調査、観察等のアプローチにより、近隣領域の基礎知識もふまえ
て、考察できるようになる。  

 [授業計画と内容]
以下のテーマで講義を行う予定である。

１．	序論
２．	認知心理学の研究史
３．	知覚と記憶
４．	感情I（感情の理論）
５．	感情II（非言語情報と脳内情報処理）
６．	認知と脳　（脳の構造と機能、計測の方法）
７．	認知と神経情報伝達物質（ドパミン、セロトニンなど）
８．	認知と遺伝子I　（遺伝学の基礎）
９．	認知と遺伝子II　（認知と感情に影響する遺伝子）
１０．	認知と遺伝子III　（遺伝子発現に影響する状況要因）
１１．	実行機能I　（ワーキングメモリ、感情制御など）
１２．	実行機能II　（注意制御など）
１３．	認知と社会　（集団と個人）
１４．	認知と文化　（文化、地域、風土が生みだす個人差）
１５．	まとめ・フィードバック　 

* テーマとその順序は、受講者の理解度に応じて変更される可能性がある。

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

系共通科目(心理学)(講義Kc)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(心理学)(講義Kc)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加　（発言・発表、小レポート等）５０％とテスト（中間テスト、期末の形式は授業中
に指示）５０％の合計点で評価する。 なお、授業内で募集する心理学実験への参加などが評価に加
味されることがある。

 [教科書]
子安増生・楠見孝・齋藤智・野村理朗（編） 『 「教育認知心理学の展望」』（ナカニシヤ出版.（
2016） ）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各回で紹介された研究パラダイムについて、十分な復習をしておくことが望ましい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系６９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 甲南大学文学部人間科学科　教授 北川　恵

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人格心理学概論Ｉ

 [授業の概要・目的]
　この講義の目的は、人格と感情に関する理論を理解し、特に関係性を通した発達のあり方を示す
ことにある。まず、人格の概念と形成過程について基本的な理論を説明した後、その個人差を捉え
る視点として人格の類型や特性という考え方について解説する。次に、感情に関する理論と感情喚
起の機序について基本的な考え方を説明した後、感情が行動に及ぼす影響について解説する。最後
に、社会情緒的発達の基盤になると考えられているアタッチメント理論を紹介し、アタッチメント
が人格や感情の発達に及ぼす影響、アタッチメントの個人差と問題、修復的変容について最新の知
見を紹介する。

 [到達目標]
・人の感情と人格について理解を深め、基本的な考え方について理解し、説明することができるよ
うになる。
・アタッチメント理論を理解し、その視点から人格や感情の発達、適応、個人差と問題、修復的変
容について考察することができるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　オリエンテーションとイントロダクション
第２回　人格の概念および形成過程
第３回　人格の類型論と特性論
第４回　人格の力動的理解と人格の発達
第５回　人格の測定
第６回　感情に関する理論と感情喚起の機序
第７回　感情が行動に及ぼす影響
第８回　アタッチメント理論と感情制御
第９回　乳幼児期のアタッチメントと認知的・社会情緒的発達
第10回　児童期から成人期のアタッチメント：発達と連続性・変化
第11回　アタッチメントの個人差と測定方法：観察法
第12回　アタッチメントの個人差と測定方法：面接法
第13回　アタッチメントの個人差と測定方法：質問紙法
第14回　アタッチメントの問題と修復的変容：親子関係支援
第15回　期末試験／学習到達度の評価
第16回　フィードバック（フィードバック方法は別途連絡します）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価：原則毎回の授業時小レポート（30点）、期末試験（70点）により、到達目標の達成度に
基づき評価する。

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

5回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
島義弘 編著 『パーソナリティと感情の心理学』（サイエンス社）ISBN:9784781913940
北川恵・工藤晋平 編著 『アタッチメントに基づく評価と支援』（誠信書房）ISBN:9784414416336

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習
・指示された参考資料を読んでおく。
・自ら積極的に関連する資料を収集し、問題意識をもって授業に臨むことが望ましい。

復習
・授業内容についての理解度を確認する。
・授業を通じて得た知識や疑問等をきっかけに、自ら積極的に関連する資料を収集し、理解を深め
ることが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
　授業前後の時間、もしくは授業時の小レポートで、考えたことや疑問等を受け付ける。必要なフ
ィードバックを行うことで、対話的に授業をすすめる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７０

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岡野　憲一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
精神力動学の歴史および主要な理論について学び、心理療法の基礎について学習する。

 [到達目標]
精神力動学、精神分析学の主たる理論について、その概要を理解する。

 [授業計画と内容]
授業は以下のアウトラインに沿って行うが、内容は適宜変更となる。
第1回　精神力動学、精神分析学についての基礎的な知識
第2回　メスメリズムおよび力動精神医学の黎明期
第3回　フロイトの理論　（1）
第4回　フロイトの理論　（2）
第5回　フロイトの理論　（3）
第6回　英国対象関係論
第7回　英国対象関係論
第8回　自我心理学
第9回　コフート理論
第10回　発達理論
第11回　対人関係学派（１）
第12回　対人関係学派（２）
第13回　現代的な精神力動学　（1）
第14回　現代的な精神力動学　（２）
第15回　まとめ

 [履修要件]
人の心一般について興味を抱いている方、ディスカッションに積極的に参加する用意のある方、ま
た事例提示が含まれるため、守秘義務を守れる方。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業に参加する積極性により判断する。

 [教科書]
使用しない

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
成績評価の観点にもあるように、レポートの作成が重要であり、授業への出席とともに、レポート
作成に十分な時間をかけることが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
初回のオリエンテーションに必ず参加すること。その際に、オフィスアワーなどについても指示を
する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７１

授業科目名
　<英訳>

心理学（知覚・認知心理学）
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学（知覚・認知心理学）

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

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

 [授業計画と内容]
以下のトピックを取り上げる。各トピックにつき２－３回の講義を割り当てる。
第1回　イントロダクション
第2－4回　視覚システムの基礎
第5－6回　３次元構造の知覚
第7－8回　物体認識
第9－10回　視覚認知における記憶の機能
第11－12回　視覚認知における注意の機能
第13－14回　認知における特徴の統合

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７２

授業科目名
　<英訳>

心理学（知覚・認知心理学）
Psychology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 齋木　潤

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  心理学（知覚・認知心理学）

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

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

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

第1回　イントロダクション
第2－4回　視覚システムの基礎
第5－6回　シーンの認知
第7－8回　探索行動における視覚の機能
第9－10回　視覚探索と眼球運動
第11－12回　探索行動における意思決定
第13－14回　探索行動における記憶の役割

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

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

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７３

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７４

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学概論II　－－統語論，談話文法，意味論を中心に

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

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

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

 [履修要件]
前期の言語学講義Iを履修していることが望ましい。

系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義Ｉ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業時にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７５

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  言語学の歴史：古代世界から２０世紀まで

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

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

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験

 [教科書]
授業中にプリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する．

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７６

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

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

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  20世紀後半からの言語学の歴史

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

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

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

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

 [履修要件]
前期の言語学講義2を履修していることが望ましい。

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

系共通科目(言語学)(講義II)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(言語学)(講義II)(2)

 [教科書]
プリント配布

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７７

授業科目名
　<英訳>

言語学(基礎演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 南本　徹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  日本語の分析入門

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

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

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

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

（ただし、受講者数や理解度に応じてスケジュールを調節することがある）

 [履修要件]
特になし

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

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

言語学(基礎演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

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



行動文化学系７８

授業科目名
　<英訳>

言語学(基礎演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 近畿大学　理工学部　准教授 山本　武史

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2018・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 基礎演習

使用
言語   日本語 

題目  音韻論入門

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

言語学(基礎演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(基礎演習)(2)

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

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

 [参考書等]
  （参考書）
　他の参考書は授業中に適宜、紹介する。

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系７９

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 客員教授 文学研究科 荻野　昌弘

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代社会の諸相と社会学理論

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

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

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

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

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

 [履修要件]
特になし

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

 [教科書]
授業中に指示する

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

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

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系８０

授業科目名
　<英訳>

系共通科目(地理学)(講義)
Geography (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2018・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  地理学概説

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

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

 [授業計画と内容]
　以下のようなテーマで授業をする予定である。

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

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

系共通科目(地理学)(講義)(2)へ続く↓↓↓



系共通科目(地理学)(講義)(2)

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

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

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

 [教科書]
使用しない

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

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に必要ない

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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