
【行動文化学】

専修・科目 講義形態

7131001 心理学 特殊講義 2 前期 集中 平井　真洋 　 行動文化学系1

7131003 心理学 特殊講義 2 前期 水5 西崎　友規子 行動文化学系2

7131005 心理学 特殊講義 2 前期 水4 阿部　修士 行動文化学系3

M341001 心理学 特殊講義 2 後期 水3 森口　佑介 行動文化学系4

M341002 心理学 特殊講義 2 前期 水3 蘆田　宏 行動文化学系5

M341003 心理学 特殊講義 2 後期 火4 齋木　潤 行動文化学系6

M341004 心理学 特殊講義 2 前期 月2 水原　啓暁,熊田　孝恒 行動文化学系7

M341005 心理学 特殊講義 2 前期 木1 齊藤・楠見・野村・高橋・市村 行動文化学系8

M341006 心理学 特殊講義 2 前期 水2 黒島　妃香 行動文化学系9

M342001 心理学 演習 4 通年 火3 蘆田,阿部,Andersonl,黒島,森口,堀 行動文化学系10

7231001 言語学 特殊講義 2 前期 金3 定延　利之 行動文化学系11

7231003 言語学 特殊講義 2 前期 水3 CATT， Adam Alvah 行動文化学系12

7231004 言語学 特殊講義 2 前期 水2 藤原　敬介 行動文化学系13

7231005 言語学 特殊講義 2 後期 水2 藤原　敬介 行動文化学系14

7231006 言語学 特殊講義 2 前期 水4 谷口　一美 行動文化学系15

7231007 言語学 特殊講義 2 後期 水4 谷口　一美 行動文化学系16

7231008 言語学 特殊講義 2 後期 水3 大竹　昌巳 行動文化学系17

7231009 言語学 特殊講義 2 前期 水3 山本　武史 行動文化学系18

7231010 言語学 特殊講義 2 前期 月3 宮本　陽一 行動文化学系19

7231011 言語学 特殊講義 2 前期 集中 佐藤　知己 行動文化学系20

7231012 言語学 特殊講義 2 前期 集中 VIJŪNAS, Aurelijus 行動文化学系21

7231016 言語学 特殊講義 2 後期 金3 定延　利之 行動文化学系22

7231017 言語学 特殊講義 2 後期 水3 CATT， Adam Alvah 行動文化学系23

7241001 言語学 演習 2 後期 木3 笹間　史子 行動文化学系24

7241002 言語学 演習 2 前期 木2 パリハワダナ　ルチラ 日本語教育セミナー 行動文化学系25

7241003 言語学 演習 2 前期 月4 定延,千田,CATT,大竹 行動文化学系26

7241004 言語学 演習 2 後期 月4 定延,千田,CATT,大竹 行動文化学系27

7241011 言語学 演習 2 前期 金3 堀口　大樹 古代教会スラブ語 行動文化学系28

7241012 言語学 演習 2 後期 火4 堀口　大樹
中世ロシア・スラブ
文献演習

行動文化学系29

M352001 言語学 演習 4 通年 金4,金5 定延,千田,CATT,大竹 行動文化学系30

9620001 言語学 語学 4 通年 金1 森　若葉 大学院共通科目 行動文化学系31

9612001 言語学 語学 2 前期 火3 河﨑　靖 大学院共通科目 行動文化学系32

9613001 言語学 語学 2 後期 火3 河﨑　靖 大学院共通科目 行動文化学系33

9624001 言語学 語学 2 前期 火3 井戸根　綾子 大学院共通科目 行動文化学系34

9625001 言語学 語学 2 後期 火3 井戸根　綾子 大学院共通科目 行動文化学系35

9657001 言語学 語学 2 前期 木4 植田　尚樹 大学院共通科目 行動文化学系36

9658001 言語学 語学 2 後期 木4 植田　尚樹 大学院共通科目 行動文化学系37

7331001 社会学 特殊講義 2 前期 月2 太郎丸　博, 丸山　里美 行動文化学系38

7331002 社会学 特殊講義 2 前期 水2 安里　和晃 大学院共通科目 行動文化学系39

7331003 社会学 特殊講義 2 前期 火2 Stephane Heim 大学院共通科目 行動文化学系40

7331004 社会学 特殊講義 2 後期 火2 田中　紀行 独書講読 行動文化学系41

7331005 社会学 特殊講義 2 前期 金2 奥村　隆 行動文化学系42

7331006 社会学 特殊講義 2 後期 金2 奥村　隆 行動文化学系43

7331007 社会学 特殊講義 2 前期 集中 吉見　俊哉 行動文化学系44

7331008 社会学 特殊講義 2 後期 金4 伊藤　理史 行動文化学系45

7331009 社会学 特殊講義 2 後期 月2 朝田　佳尚 行動文化学系46

7331010 社会学 特殊講義 2 後期 月4 有薗　真代 行動文化学系47

7331012 社会学 特殊講義 2 前期 金3 岩井　八郎 行動文化学系48

7331013 社会学 特殊講義 2 後期 金3 岡邊　健 行動文化学系49

7331014 社会学 特殊講義 2 前期 月3 佐藤　卓己 行動文化学系50

7331015 社会学 特殊講義 2 前期 金5 吉田　純 行動文化学系51

7331017 社会学 特殊講義 2 前期 火4 DEBNAR Milos 行動文化学系52

シラバス連番
科　目　名 単

位

開
講
期
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専修・科目 講義形態
シラバス連番
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講
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曜時限 担　　当　　者 備　　考講義コード

7331018 社会学 特殊講義 2 前期 木1 溝口　佑爾 行動文化学系53

7331019 社会学 特殊講義 2 後期 月1 小川　伸彦 行動文化学系54

7331024 社会学 特殊講義 2 前期 木2 柴田　悠 行動文化学系55

7331025 社会学 特殊講義 2 後期 火3 落合　恵美子 行動文化学系56

7331027 社会学 特殊講義 2 後期 金2 安里　和晃 行動文化学系57

7331030 社会学 特殊講義 2 前期 金2 安里　和晃 行動文化学系58

7331031 社会学 特殊講義 2 前期 火2 田中　紀行 独書講読 行動文化学系59

7331032 社会学 特殊講義 2 後期 金3,金4 埴淵　知哉 行動文化学系60

7334001 社会学 特殊講義 3 前期 月4 落合　恵美子,Stephane Heim
大学院横断教育科
目

行動文化学系61

7331026 社会学 特殊講義 2 前期 水3 安里　和晃 行動文化学系62

M361001 社会学 特殊講義 2 前期 金5 丸山　里美 行動文化学系63

M361002 社会学 特殊講義 2 通年 集中 落合　恵美子,安里　和晃 行動文化学系64

M361003 社会学 特殊講義 2 通年 月3 松田　素二 行動文化学系65

M361004 社会学 特殊講義 2 通年 水4 太郎丸　博 行動文化学系66

M361005 社会学 特殊講義 2 前期 水3 秋津　元輝 行動文化学系67

M361006 社会学 特殊講義 2 後期 水3 秋津　元輝 行動文化学系68

M361007 社会学 特殊講義 2 前期 水2 稲垣　恭子,竹内　里欧 行動文化学系69

M361008 社会学 特殊講義 2 前期 金1 速水　洋子 行動文化学系70

M361009 社会学 特殊講義 2 後期 火4 吉田　純 行動文化学系71

M361010 社会学 特殊講義 2 後期 木2 柴田　悠 行動文化学系72

M361011 社会学 特殊講義 2 前期 水5 竹沢　泰子 行動文化学系73

M362001 社会学 演習 4 通年 月5 松田　素二 行動文化学系74

M362002 社会学 演習 4 通年 火5 落合　恵美子 行動文化学系75

M362003 社会学 演習 4 通年 金4 太郎丸　博 行動文化学系76

M362005 社会学　 演習 4 通年 火3 田中　紀行 行動文化学系77

M363001 社会学 演習 2 後期 金5 丸山　里美 行動文化学系78

7431001 地理学 特殊講義 2 前期 水2 水野　一晴 行動文化学系79

7431002 地理学 特殊講義 2 後期 水2 水野　一晴 行動文化学系80

7431003 地理学 特殊講義 2 前期 火2 米家　泰作 行動文化学系81

7431004 地理学 特殊講義 2 後期 火2 米家　泰作 行動文化学系82

7431005 地理学 特殊講義 2 前期 火3 小方　登 行動文化学系83

7431006 地理学 特殊講義 2 前期 月2 小島　泰雄 行動文化学系84

7431007 地理学 特殊講義 2 前期 金3 山村　亜希 行動文化学系85

7431008 地理学 特殊講義 2 前期 集中 松四　雄騎
教職科目
「自然地理学」

行動文化学系86

7431009 地理学 特殊講義 2 前期 集中 伊藤　千尋 行動文化学系87

7431010 地理学 特殊講義 2 前期 月2 加藤　政洋 行動文化学系88

7431011 地理学 特殊講義 2 後期 月2 加藤　政洋 行動文化学系89

7431012 地理学 特殊講義 2 後期 集中 藤本　潔 行動文化学系90

7431013 地理学 特殊講義 2 前期 金2 中辻　享 行動文化学系91

7431014 地理学 特殊講義 2 後期 金2 中辻　享 行動文化学系92

7431015 地理学 特殊講義 2 後期 金3,金4 埴淵　知哉 行動文化学系93

7431016 地理学 特殊講義 2 前期 金5 大山　修一 行動文化学系94

7441001 地理学 演習 2 後期 金3 山村　亜希
地理学演習
（歴史地理学)

行動文化学系95

M372001 地理学 演習 4 通年 水5 杉浦　和子,水野　一晴,米家　泰作 行動文化学系96

M373001 地理学 演習 2 後期 月2 小島　泰雄
地理学演習
（中国農村）

行動文化学系97



行動文化学系1

科目ナンバリング 　G-LET28 67131 LJ46　

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

自治医科大学医学部先端医療技術開発センター
 准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　 平井　真洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  社会性の発達と身体の役割に関する研究概論

 [授業の概要・目的]
本講義は，社会的認知における「身体」の役割を中心に，定型・非定型発達を含めた（発達）認知
神経科学における最新の話題を取り上げる．特に，生後すぐにみられる「他者」への鋭敏性がその
後の社会認知をどのように形成するか，「身体感覚」の発達がどのように他者理解に接続するかに
ついて，心理学，発達心理学，神経科学の知見を踏まえた上で，出来る限り体系的に概観したい．
また，それらの研究を遂行する上で必須のツールである，各種行動計測手法，脳機能計測手法につ
いて概観する．これらの各種計測手法で得られた結果により「何がわかって」，「何が言えるのか」
について皆さんと議論したい． 

 [到達目標]
身体と社会認知の発達について最新の知識を習得するとともに，得られた知識をどのように体系化
すべきか，各自深く考察する能力を涵養する．

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画に従って講義を進める。ただし講義の進み具合等により順序や内容を一部変更
することがある。下記の内容について講義予定である。
第1回　発達認知神経科学とは何か
第2回　社会的認知とは？その発達
第3回　脳の構造と機能
第4回　発達認知神経科学研究のための道具と方法論
第5回　外から感じる身体（顔知覚と中心に－２つのメカニズム）
第6回　外から感じる身体（動き知覚と中心に）
第7回　外から感じる身体（他者行為の理解を中心に）
第8回　外から感じる身体（インタラクションの理解）
第9回　外から感じる身体（非定型発達変化を中心に）
第10回　内から感じる身体（多種感覚統合に基づく身体イメージの構築）
第11回　内から感じる身体（身体所有感と動作主体感）
第12回　内から感じる身体（非定型発達変化を中心に）
第13回　外と内から感じ合う身体（他者視点理解）
第14回　外と内から感じ合う身体（他者行為理解における自己身体の役割）
第15回　講義まとめ．質疑応答・議論

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]
講義終了後レポートにより評価
【評価方針】到達目標について、教育学部の成績評価の方針に従って評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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2

科目ナンバリング 　G-LET28 67131 LJ46　

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

京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系
准教授　　　　　　　　　　　　　　　 西崎　友規子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  認知心理学の社会への応用

 [授業の概要・目的]
人間とモノとの関わりにおいて重要となる認知情報処理過程の基礎を概説し、社会で起きる問題が
認知心理学研究によって解決する策があることを事例とともに解説する。適宜、個人またはグルー
プ毎に課題を課し、認知心理学で扱う問題が、身近なものであることを学ぶ。

 [到達目標]
認知心理学を社会にどのように役立てていくことができるかの理解を深め、さらに日常生活で起こ
るさまざまな問題について、認知心理学の応用的な視点から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
第２回：認知心理学の応用意義
第３-４回：視覚認知
第５-６回：認知工学
第７-８回：認知の個人差
第９-10回：情報処理技術と認知心理学の融合
第11-12回：環境・身体と認知
第13回：意思決定と消費者行動
第14回：個人発表と討論
第15回：フィードバック 

受講者の習熟度や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]
毎回授業最後に小レポートにて意見や質問を求める。
小レポートの内容（40%）、最終回での発表内容（60%）により評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考図書、論文、資料を活用して要点を復習する。 

（その他（オフィスアワー等））
メールによる問い合わせ可

※オ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3

科目ナンバリング 　G-LET28 67131 LJ46　

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 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

  2020・
   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を広く取り上げ、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. 認知神経科学の研究手法：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. 情動の神経基盤 
9. 報酬と意思決定 
10. 選好判断のメカニズム 
11. 道徳的判断のメカニズム 
12. 文化神経科学 
13. デフォルトモード・ネットワーク 
14. 脳の存在意義を考える
15. 講義全体のまとめ及びフィードバック 

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]
[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

 [授業外学修（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。

（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

科目ナンバリング 　G-LET28 6M341 LJ46　

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 森口　佑介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  発達認知神経科学論

 [授業の概要・目的]
本授業では，認知発達とその生物学的基盤を，発達心理学，認知神経科学，生理心理学，計算論的
モデルなどの知見を参照しながら理解することを目的とする。具体的には，前頭前野の働きとその
個体発生プロセスに焦点をあてる。

 [到達目標]
・認知発達とその生物学的基盤を理解する
・前頭前野の働きとその個体発生プロセスを理解する

 [授業計画と内容]
１ イントロダクション
２ 前頭前野の働き(1)
３ 前頭前野の働き(2)
４ 前頭前野の進化と発達(1)
５ 前頭前野の進化と発達(2)
６ 胎児期からの神経生物学モデル(1)
７ 胎児期からの神経生物学モデル(2)
８ 前頭前野発達の生態学的モデル(1)
９ 前頭前野発達の生態学的モデル(2)
１０ ダイナミックニューラルフィールドモデル(1)
１１ ダイナミックニューラルフィールドモデル(2)
１２  前頭前野発達と経済格差(1)
１３  前頭前野発達と経済格差(2)
１４  前頭前野の人類史学的モデル
１５　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
【評価方法】発表を割り当てるので、その発表（80点）および平常点(20点）
【評価基準】到達目標について、文学部・文学研究科の成績評価基準に従って評価する。

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）
森口佑介 『自分をコントロールする力　非認知スキルの心理学』（講談社現代新書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
【予習】参考書程度の知識は授業前に身につけておく 
【復習】授業の課題論文について、復習する
（わからない部分があれば、教員に積極的に質問に来てください）

（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。

※オ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

科目ナンバリング 　G-LET28 6M341 LJ46　

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

  2020・
   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．視覚科学の理論的基礎と方法論を習
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．
本年度は、Brian Wandell先生による名著の読解と関連事項の講義を中心に進める．公刊後20余年を
経て今でも十分通用する内容であるが，近年オンラインで全文公開されたのを期に．その間の研究
の進展を顧みながら読んでいきたい．

 [到達目標]
視覚科学に関して，最新の研究について理解し，自らの研究を実践するための基礎となる高度な知
識と批判的議論の能力を獲得する。

 [授業計画と内容]
内容
第1週　Introduction to Image Encodingについての講義
第2-15週　各章を順に参加者とともに読んでいく．
Chapter 2: Image Formation
Chapter 3: The Photoreceptor Mosaic
Chapter 4: Wavelength Encoding
Chapter 5: The Retinal Representation
Chapter 6: The Cortical Representation
Chapter 7: Pattern Sensitivity
Chapter 8: Multiresolution Image Representations
Chapter 9: Color
Chapter 10: Motion and Depth
Chapter 11: Seeing

各章1-2週で読むことを考えているが，参加者の状況に合わせて進度を調整し，必ずしも最後まで
到達することを目的とはしない．

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]
実験心理学または周辺領域（神経科学など）の基礎知識を持つこと．
議論に参加できる日本語能力を持つこと．

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]
平常点評価（発表と議論への参加）．

 [教科書]
Brian Wandell 『Foundation of Vision』（Sinauer）ISBN:0-87893-853-2（https://foundationsofvision.
stanford.edu）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
それぞれ，担当箇所を読んで発表するための準備を行う．担当箇所以外も読んで議論のための準備
を行うこと．授業後，必要な場合は次回に向けてさらに問題提起や反論を準備する．

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは固定しない．メール等でアポイントを取ること．

※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6

科目ナンバリング 　G-LET28 6M341 LJ46　

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

  2020・
   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]
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。

 [授業外学修（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7

科目ナンバリング 　G-LET28 6M341 LJ46　

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

  2020・
   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　イントロダクション:この講義のねらい 
第2回　脳の基礎知識
第3回　脳計測の基礎知識
第4回　視覚の基礎
第5回　形・運動・色
第6回　感覚情報の統合
第7回　実世界の知覚
第8回　視覚とメディア技術
第9回　注意と意識 
第10回　短期記憶と長期記憶  
第11回　言語・非言語コミュニケーション 
第12回　行動制御と実行機能 
第13回　前頭葉機能 
第14回　認知的インタフェース
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]
毎回，講義中に行う理解度を問う小テストにより評価する。小テストは通常のテストと同等に扱う。
小テストは各講義の最後に実施するとは限らないので注意すること。フィードバックを除く各回を
10点満点で採点し，合計点を合計100点満点に換算する（小数点以下切り上げ）。したがって，６
割以上の回で小テストを受けていない場合には，たとえ受けた回の全て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。また，出席回数等の問い合わせには一切応じられないので，

心理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



心理学(特殊講義)(2)

自ら出席回数等を把握しておくこと。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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8

科目ナンバリング 　G-LET28 6M341 LJ46　

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 齊藤　智
教授 教育学研究科 楠見　孝
准教授 教育学研究科 野村　理朗
准教授 教育学研究科 高橋　雄介
特定助教 国際高等教育院 市村　賢士郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   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. 認知の制約とデザイン：行動の制約
2. 知覚機能の制約
3. 記憶の制約
4. フ#12441レイン・サイエンス:脳のデザイン
5. 遺伝子の機能:行動のデザイン
6. Design of visual information
7. Designing failure for success
8. パーソナリティのデザイン
9.　遺伝と環境の影響による個人差のデザイン
10. 言語芸術のデザイン
11. メディア・学習環境のデザイン
12. 学習動機づけのデザイン
13. 非認知スキルのデザイン
14. 認知トレーニングのデザイン
15. 試験
16. フィードバック　＊フィードバック方法は別途連絡する 

* 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。

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]
定期試験による評価を行う。
到達目標について、教育学研究科の成績評価の方針に従って評価する。

 [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）

 [授業外学修（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 saito.satoru.2z@kyoto-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



行動文化学系9

科目ナンバリング 　G-LET28 6M341 LJ46　

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

  2020・
   前期 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。主に、
意識、内省、感情に関連する内容を扱う。

 [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]
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

 [授業外学修（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。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET28 7M342 SJ46　

授業科目名
　<英訳>

心理学(演習)
Psychology (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 蘆田　宏
准教授 こころの未来研究センター 阿部　修士
教授 文学研究科 Anderson，James Russell
准教授 文学研究科 黒島　妃香
准教授 文学研究科 森口　佑介
助教 文学研究科 堀　裕亮

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語  日本語及び英語 

題目  現代心理学の諸問題

 [授業の概要・目的]
受講者のオリジナル研究に基づく研究発表と、それを題材とした討論をおこなう。
これにより、研究発表技術の向上、討論力の向上を図るとともに、多様な視点からの議論を通して、
研究の洗練と展望を支援する。

 [到達目標]
自らがオリジナルの研究を発表・討論することで、発表技術および討論の能力を身に着け、研究者
としての基本的能力を養う。

 [授業計画と内容]
　各人の研究テーマとその進捗状況について発表し、発表内容及びそれに関連した内容について、
博士後期課程の大学院生も含め、全員で討論する。前期後期、１回ずつの研究発表を課す。希望者
は英語による発表を認める。後期には博士後期の学生に英語による発表を課す。
　発表者はレジュメを配布する。コンピュータを使用したプレゼンテーションが推奨される。出席
者には積極的な討論への参加が求められる。具体的には以下の通りに行う。

1週：オリエンテーション、授業の進め方に関する説明
2週～29週：学生の発表、発表に関する全体討論
30週：総括

 [履修要件]
原則として、心理学専修所属の大学院生であること

 [成績評価の方法・観点]
平常点による

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
必要に応じて指示する

心理学(演習)(2)へ続く↓↓↓
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 [授業外学修（予習・復習）等]
発表の事前準備をしっかり行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本語コミュニケーションにおける「キャラ」

 [授業の概要・目的]
この講義では，日本語のコミュニケーションと文法の観察を通して，意図を前提とするコミュニケ
ーション観の諸問題と，それを解決し得る新しい概念「キャラ」を学ぶ。

 [到達目標]
この講義の到達目標は，コミュニケーション研究，音声研究，そして文法研究を含む統合的な研究
枠組みに無理なくおさまる形で言語研究を推進するための基礎的な知識と技法を，受講者が自身で
獲得していけるようになることである。

 [授業計画と内容]
以下のとおり予定しているが、受講者の理解度によって変更する可能性がある。

第1回　導入
第2回　コミュニケーションにおけるキャラ・前提１
第3回　コミュニケーションにおけるキャラ・前提２
第4回　伝統的な人間観とその問題点１
第5回　伝統的な人間観とその問題点２
第6回　伝統的な人間観の重要性
第7回　タブーとカミングアウト１
第8回　タブーとカミングアウト２
第9回　ここまでのまとめと補足
第10回　言語におけるキャラ・前提
第11回　キャラの発動１
第12回　キャラの発動２
第13回　キャラの付与１
第14回　キャラの付与２
第15回　ここまでのまとめと補足

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
復習を怠らないでほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  リグ・ヴェーダを読む (Reading the Rigveda)  

 [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、最古のテキストであるリグ・ヴェーダとその注釈書を
読み、言語学およびパーニニ文法の観点から考察する。

 [到達目標]
・ヴェーダ語を読む力を身につける。
・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能力を養う。 
・問題意識を高め、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業では、１週間に１stanza～２stanzaのペースで読み進める予定（学生のレベルや議論の深さ
に応じて内容を調整できるよう、以下の授業計画は週毎に分けられていない）。
1. Hymn 1（７週間） 
2. Hymn 2（７週間）
3. フィードバックなど（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]
予習の出来具合により評価する。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

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 白眉センター 藤原　敬介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ベンガル語入門

 [授業の概要・目的]
ベンガル語は、バングラデシュやインド・西ベンガル州を中心に、2億人以上の話者をもつインド
・アーリア系の言語です。この授業では、ベンガル語の概要を学習します。

 [到達目標]
ベンガル語の基本的な文法を習得し、自分がしっている他言語と比較対照できるようになることを
目標とします。

 [授業計画と内容]
1: 教科書第1課、第2課
2: 教科書第3課、第4課
3: 教科書第5課、第6課
4: 第1課から第6課までの復習
5: 教科書第7課、第8課
6: 教科書第9課、第10課
7: 教科書第11課、第12課
8: 第7課から第12課までの復習
9: 教科書第13課、第14課
10: 教科書第15課、第16課
11: 教科書第17課、第18課
12: 教科書第19課、第20課
13: 第13課から第20課までの復習
14: ベンガル語の映画
15: まとめ

 [履修要件]
受講を希望する人は、初回授業時までに、ベンガル語の基本字母を暗記し、自分の名前をベンガル
文字でかけるようにしておいてください。初回授業時に、文字の習熟度をはかる試験をおこないま
す。一定の水準にみたない人の受講はみとめません。ただし、結合文字まで暗記してくる必要はあ
りません。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（50%）と毎回の小テスト（50%）によって評価します。平常点は、毎回の授業への参加度
を考慮して評価します。

 [教科書]
丹羽京子 『ニューエクスプレスプラス・ベンガル語』（白水社）ISBN:978-4-560-08779-4
丹羽京子『ニューエクスプレス・ベンガル語』（白水社: 2011年）もほぼ同内容であるので、そち

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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らを使用してもかまいません。

 [参考書等]
  （参考書）
Hanne-Ruth Thompson 『Bengali: a comprehensive grammar』（Routledge）
Hanne-Ruth Thompson 『Bengali (Bangla) practical dictionary』（Hippocrene Books）

 [授業外学修（予習・復習）等]
教科書について、毎回の予習と復習が不可欠です。

（その他（オフィスアワー等））
受講生の興味・関心、また授業の進度によって、内容が変更されることがあります。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 特定准教授 白眉センター 藤原　敬介

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  チベット・ビルマ諸語概説

 [授業の概要・目的]
チベット・ビルマ諸語は、中国から東南アジア、南アジア地域にかけて広範に分布する一大言語群
です。本講義では、チベット・ビルマ系諸言語にみられるさまざまな特徴や言語学的な問題につい
て、具体的な言語事実をとおして学習していきます。特に、講師が専門とするルイ語群とよばれる
言語群の事例が中心となります。今年度は、音声学・音韻論、形態論、統語論、意味論、歴史言語
学、文字論を概観する予定です。

 [到達目標]
チベット・ビルマ系諸言語にはどのような特徴があるかを把握し、自分の母語や専門とする言語あ
るいは関心がある言語とどのような点で共通し、どのような点で異なっているかを説明できるよう
になることを目標とします。

 [授業計画と内容]
第1回: チベット・ビルマ系諸言語の分布と系統
第2回: チベット・ビルマ系諸言語の音声(1)（分節音）
第3回: チベット・ビルマ系諸言語の音声(2)（超分節音）
第4回: チベット・ビルマ系諸言語の形態論(1)（品詞分類）
第5回: チベット・ビルマ系諸言語の形態論(2)（語形成）
第6回: チベット・ビルマ系諸言語の統語論(1) 基本語順
第7回: チベット・ビルマ系諸言語の統語論(2) 動詞文と名詞文、否定、疑問
第8回: チベット・ビルマ系諸言語の統語論(3) 態、使役、受身、中動、適用
第9回: チベット・ビルマ系諸言語の統語論(4) 動詞連続、名詞修飾表現
第10回: チベット・ビルマ系諸言語の統語論(5) 複文、条件文、相関関係文、かかりむすび、インバ
ース
第11回: チベット・ビルマ系諸言語の統語論(6) 「内的」対「外的」、証拠性 
第12回: チベット・ビルマ系諸言語の意味論(1) 地域意味論
第13回: チベット・ビルマ系諸言語の意味論(2) 身体部位と心理動詞、動植物語彙、右と左、色彩語
彙
第14回: チベット・ビルマ系諸言語の文字
第15回: まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（50%）とレポート（50%）によって評価します。平常点は、毎回の授業への参加度を考慮
して評価します。レポートは、講義内容と関連のあるテーマについて、内容（講義内容との関連性
をどの程度うまく説明しているか）と体裁（レポートの形式、引用の仕方、参考文献の書式）がと

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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とのったものをたかく評価します。

 [教科書]
使用しない
適宜プリントを配布します。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
Graham Thurgood and Randy J. LaPolla eds. 2017. The Sino-Tibetan Languages, Second edition. London 
and New York: Routledge.
Randy J. LaPolla ed. 2018. Sino-Tibetan Linguistics. London and New York: Routledge.
George van Driem. 2001. Languages of the Himalayas: an ethnolinguistic handbook of the greater Himalayan 
region. Leiden: Brill
Paul K. Benedict. 1972. Sino-Tibetan: a conspectus. Cambridge: Cambridge University Press.
James A. Matisoff. 2003. Handbook of Proto-Tibeto-Burman: system and philosophy of Sino-Tibetan 
reconstruction. Berkeley: University of California Press.

  （関連ＵＲＬ）
http://stedt.berkeley.edu/~stedt-cgi/rootcanal.pl(Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus)

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に紹介する本や論文を興味・関心に応じてよんでみてください。

（その他（オフィスアワー等））
受講生の興味・関心、また授業の進度によって、内容が変更されることがあります。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   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、主観性など言語の意味拡
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]
授業では受講生の興味関心や履修状況に応じて、以下の認知言語学（特に認知意味論）の主要テー
マをいくつか取り上げ、文献を講読する。それぞれ2週前後、授業を行う予定である。 

第1回：イントロダクション
第2回：認知言語学の理論的概要
第3回：言語学と心理学の関わり (1)：図と地の分化（導入） 
第4回：言語学と心理学の関わり (1)：図と地の分化（考察） 
第5回：言語学と心理学の関わり（2)：視線と主観性（導入）
第6回：言語学と心理学の関わり（2)：視線と主観性（考察）
第7回：カテゴリー化と言語 (1)：プロトタイプ・カテゴリー （導入）
第8回：カテゴリー化と言語 (1)：プロトタイプ・カテゴリー （考察）
第9回：カテゴリー化と言語 (2)：抽象化とスキーマ（導入）
第10回：カテゴリー化と言語 (2)：抽象化とスキーマ （考察）
第11回：イメージ・スキーマと言語の意味（導入）
第12回：イメージ・スキーマと言語の意味（考察）
第13回：意味の拡張：メタファーとメトニミー 
第14回：文法構文と意味
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]
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。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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 谷口　一美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   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。 

第１回：ガイダンス 
第２回：認知文法 (論文1前半) 
第３回：認知文法 (論文1後半) 
第４回：認知文法 (論文2前半) 
第５回：認知文法 (論文2後半) 
第６回：構文文法（論文1前半） 
第７回：構文文法 (論文1後半) 
第８回：構文文法（論文2前半） 
第９回：構文文法 (論文2後半) 
第10回：認知文法・構文文法の応用的研究 (論文1前半) 
第11回：認知文法・構文文法の応用的研究 (論文1後半) 
第12回：認知文法・構文文法の応用的研究（論文2前半） 
第13回：認知文法・構文文法の応用的研究 (論文2後半) 
第14回：全体の総活とディスカッション 
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。
・大学院生を主体とした授業であるため、受講者多数の場合は履修制限を設ける場合がある。

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]
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

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 講師 文学研究科 大竹　昌巳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文献言語学講義―契丹語の解読

 [授業の概要・目的]
文献言語学は文献資料上の言語を対象としてその分析を行なう学問分野であり，中でも，今まで誰
も読めなかった文献資料の文字システムや言語システムを解明するいわゆる「解読」はその花形で
ある。契丹語は10～12世紀に東部ユーラシア北方に繁栄した契丹人によって使用された言語である
が，それを表記した契丹文字文献の研究は今まさに進行している「解読」の稀有な例である。
この授業では，契丹文字・契丹語の解読過程を一から解説し，文字・音韻・文法・語彙の様々な側
面の解読例を示しながら契丹語解読がどこまで進展しているかを紹介する。こうした事例を通して，
資料的制約のある状況下での言語研究がいかにして可能かを実践的に学ぶ。

 [到達目標]
契丹語の解読事例を通して，文献言語を研究する上でどのようなアプローチがあり，またいかなる
問題点があるかという知識を修得する。その上で，そうした知識を資料的制約のある言語に対して
応用する能力を修得する。

 [授業計画と内容]
次のようなテーマについて講じる予定である。ただし，受講者の背景や理解の状況等を考慮してテ
ーマを一部変更する場合がある。また，重大な研究上の進展が見られた場合には随時そうした内容
を取り込むので，その場合にもテーマ変更の可能性がある。

第1回　イントロダクション１（文献言語学について）
第2回　イントロダクション２（契丹人・契丹語・契丹文字について）
第3回　契丹文字の解読１（先行研究による契丹小字解読の展開と問題点）
第4回　契丹文字の解読２（契丹小字の表音原理）
第5回　契丹文字の解読３（契丹小字の文字論的特徴）
第6回　契丹語音韻の解読１（分節音の体系と比較言語学的特徴）
第7回　契丹語音韻の解読２（韻律的特徴）
第8回　契丹語文法の解読１（名詞類の文法範疇と一致）
第9回　契丹語文法の解読２（格接辞の形式と機能）
第10回　契丹語文法の解読３（動詞活用接辞の形式と機能）
第11回　契丹語文法の解読４（動詞語幹拡張接辞の形式と機能）
第12回　契丹語語彙の解読１
第13回　契丹語語彙の解読２
第14回　まとめ：契丹語解読の現段階
第15回　フィードバック

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（30％）と期末レポート（70％）による。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
契丹語資料に限らず文献資料や記述があまり進んでいない言語資料に興味をもち，その言語・資料
を読み解くための方法を考える。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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　　　　　　　
言語文化研究科 准教授 山本　武史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  英語の音韻

 [授業の概要・目的]
　英語の音韻、特に音節構造、強勢付与、形態論との関わりについて概説し、まだ解決されていな
い問題や意見が分かれている問題について議論する。テキストを使用するが、授業内容はそれに縛
られず、受講生が自身でデータを分析することに重きを置く。

 [到達目標]
　英語の音韻に関する基本的知識を習得し、音韻に関するさまざまな問題を定説にとらわれず自身
で解決する力を養う。

 [授業計画と内容]
　以下に各回の内容を当初の予定として示すが、初回の授業で受講者の知識を確認して変更するこ
とがある。

1. 授業の概要の説明
2. Segments and allophony; Graphophonemics
3. Syllable structure (1): An overview
4. Syllable structure (2): Monosyllables
5. Syllable structure (3): Polysyllables and syllabification
6. Rhythm and word stress (1): An overview
7. Rhythm and word stress (2): The Latin stress rule
8. Rhythm and word stress (3): Remaining problems
9. Foot structure (1): An overview
10. Foot structure (2): Competing views
11. Foot structure (3): Remaining problems
12. Intonation
13. Variation in accents
14. First‐language (L1) acquisition
15. Second‐language (L2) acquisition

 [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]
　平常点（30点）および期末レポート（70点）による。平常点は授業中の議論への活発な参加によ
るもの（15点）と各自の判断で随時提出する任意のレポート（15点）による。４回以上（４回を含
む）欠席した者には単位を与えない。

 [教科書]
Carr, Philip 『English Phonetics and Phonology: An Introduction, 3rd edn.』（Wiley-Blackwell）ISBN:
9781119533740

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　毎回の予習、復習はもちろんであるが、調音音声学や音韻論に関する基礎的知識が不足している
者は各自その補強に努めること。

（その他（オフィスアワー等））
　授業時以外の連絡はメール（ichheissetakeshi@lang.osaka-u.ac.jp）によること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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

  2020・
   前期 曜時限  月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文の構造
第２回：平叙文の構造
第３回：疑問文の構造
第４回：疑問文にかかる制約（基本概念）
第５回：疑問文にかかる制約（帰結）
第６回：疑問文にかかる制約（問題点）
第７回：格
第８回：障壁理論（基本概念）
第９回：障壁理論（練習）
第１０回：障壁理論（帰結）
第１１回：障壁理論（問題点）
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：日英語比較（削除と移動）
第１５回：日英語比較（数量詞と量化詞）

 [履修要件]
言語学概論程度の知識があることが望ましい。

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

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

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習・復習を必ず行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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 北海道大学文学研究院　教授 佐藤　知己

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  アイヌ語の基礎とアイヌ語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
アイヌ語の構造を概説し、実際の音声や画像を通してアイヌ語やアイヌ文学の実像に触れる。それ
と同時に、アイヌ語の研究の発展をたどり、どのような問題がどのように解決され、まだどのよう
な問題点が残っているかを解説する。それらを通して、一見、一般的な問題とは関係がなさそうな
アイヌ語の研究が、実は理論的な問題と深くかかわっており、言語研究の興味深さ、言語の奥深さ
を実感させてくれる貴重な機会を与えてくれるものであることを様々な実例によって紹介する。

 [到達目標]
アイヌ語の基本構造が理解できるようになる。口承文芸の音声を聞いて分析できるようになる。初
歩のテキストを自力で分析できるようになる。一般言語学的な手法や概念を実際の言語分析にどの
ように応用するかをアイヌ語を実例として理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　　アイヌ語に関する基本情報（分布、方言、類型、文献、歴史）
第2回　　アイヌ語の音声（現代の記録とルスロ神父の研究）
第3回　　アイヌ語の音韻（音素、未指定性、語彙音韻論）
第4回　　アイヌ語の音韻（アクセント、音節、韻脚）
第5回　　アイヌ語の基本文型と動詞の項
第6回　　アイヌ語の助詞、助動詞
第7回　　アイヌ語の動詞（人称変化、動詞の数）
第8回　　アイヌ語の動詞（アスペクトとモダリティ）
第9日　　アイヌ語の動詞（自動詞、他動詞）
第10回　 アイヌ語の名詞（所属形）
第11回　 アイヌ語の名詞（位置名詞、形式名詞、名詞化辞）
第12回　 アイヌ語の名詞（語形成と合成名詞）
第13回　 アイヌ語の抱合と分離動詞
第14日　 アイヌ語の受け身と不定
第15回　 テキスト講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点、レポート

 [教科書]
プリントを配布する。

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）
佐藤知己 『アイヌ語文法の基礎』（大学書林）
田村すず子 (1988)「アイヌ語」『言語学大辞典第一巻』東京:三省堂. 6-94. は図書館にはあるのでで
きれば参照をすすめる。

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前に配布プリントを読んでおいて、授業もしくは授業後に質問すること。興味深い質問を期待す
る。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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

台湾国立高雄師範大学英語学部
准教授　　　　　　　　　　　 Aurelijus Vijunas

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  前期集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Old Norse

 [授業の概要・目的]
In this course, the students will receive training in the Old Norse (Old Icelandic) language. The first part of 
this course will consist of lectures by the instructor, and the students will be acquainted with the origins of the 
Old Norse language, its dialectal sub-classification, as well as the main resources for its philological study 
(dictionaries, grammars, anthologies, online resources, and scholarly journals). This general introduction will 
be followed by the analysis of the reconstructed Old Norse pronunciation, focusing on the western Old Norse 
(Old Icelandic) dialect, and an overview of its morphological system. The second part of this course will 
consist of a guided philological analysis of selected Old Norse texts: under the guidance of the instructor, the 
students will read, translate, and analyze selected excerpts from original Old Norse (Old Icelandic) prose and 
poetic texts. The course will meet daily for six-hour seminars, and will be conducted in English.

 [到達目標]
The students will be expected to be able to demonstrate a reasonable understanding of the history of the Old 
Norse language and its speakers, its reconstructed pronunciation and grammar, as well as an ability to 
independently analyze texts that were introduced in the course. 

 [授業計画と内容]
Section 1 (3 class meetings) 	
Introduction: Old Norse, its position within the Germanic branch of the Indo- European language family, 
dialectal sub-classification, main differences between the eastern and western Old Norse dialects. The 
evolution of Old Norse: Proto- Indo-European, Proto-Germanic, Proto-Scandinavian, the dialectal 
differentiation of Common Scandinavian (overview). The language of the Scandinavian runic inscriptions vs. 
Old Norse (overview and main differences). The resources for the philological study of Old Norse: overview 
of dictionaries, grammars, scholarly journals, main types of texts and where to find them (library resources, 
online databases, and other electronic materials).      

Section 2 (3 class meetings)	
The Old Norse pronunciation: how do we reconstruct the pronunciation of dead languages? The evolution of 
the Old Norse orthography. The Old Norse vowels and their history. Umlaut and breaking. Syncope. The Old 
Norse consonants and their history. Pronunciation practice: reading Old Norse words and simple sentences, 
using the standardized Old Icelandic pronunciation. The Old Norse morphological system: parts of speech 
and their grammatical categories. Evolution. The noun. The morphological classification of Old Norse nouns. 
Grammatical gender. The stem classes. The “weak” and the “strong” inflection. Thematic stems and 
their subtypes. Athematic stems and their subtypes. The adjective and the pronoun. The “weak” and the “
strong” adjectives.   

Section 3 (3 class meetings)
The verb, its grammatical categories and morphological sub-classification. “Strong” verbs vs. “weak” 
verbs. The ablaut. The preterite-present verbs. Text analysis: excerpts from the Saga of the Greenlanders 

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

(Gr#511nlendinga saga). 

Section 4 (3 class meetings) 	
Text analysis: The Saga of the Greenlanders continued. Old Norse Eddic poetry: intro. The Lay of Hymir 
(Hymiskvi#240a).   	

Section 5 (3 class meetings) 	
Text analysis: The Lay of Hymir continued. The Saying of Alv#237ss (Alv#237ssm#225l).

 [履修要件]
Evaluation: Due to the intensive nature of this seminar, students should strive to attend all the classes, and the 
final grade will be based on the student’s performance in the class. The students will be expected to be able 
to demonstrate a reasonable understanding of the history of the Old Norse language and its speakers, its 
reconstructed pronunciation and grammar, as well as an ability to independently analyze texts that were 
introduced in the course.  

Attendance: class attendance is the students’ responsibility. NO credit or points will be given for good 
attendance whatsoever, since attendance does not necessarily equal learning. However, excessive absences 
without a legitimate reason may affect the final grade negatively, and the instructor can in no way be held 
responsible for work that is submitted late, or is not submitted at all. 

Course materials: all class materials will be supplied by the instructor. 

 [成績評価の方法・観点]
Evaluation: Due to the intensive nature of this seminar, students should strive to attend all the classes, and the 
final grade will be based on the student’s performance in the class. The students will be expected to be able 
to demonstrate a reasonable understanding of the history of the Old Norse language and its speakers, its 
reconstructed pronunciation and grammar, as well as an ability to independently analyze texts that were 
introduced in the course.

 [教科書]
All class materials will be supplied by the instructor.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
The students will be required to review the materials discussed in the class, and, during the 3rd to 5th 
meetings, preview the texts that will be analyzed in the class. 

言語学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(3)

（その他（オフィスアワー等））
Office hours will be held by appointment (the students will be requested to email the instructor at vijunas@
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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 文学研究科 定延　利之

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  表出性と非流暢性に基づく日本語話しことばの文法

 [授業の概要・目的]
この講義では，日本語の話しことばの規則性の観察を通して，音声言語をつかさどる基本的な概念
と原理を学ぶ。より具体的には，文法に表出性と非流暢性の概念を持ち込むことで，現実の発話が
どのように説明されるかを検討する。

 [到達目標]
この講義の到達目標は，コミュニケーション研究，音声研究，そして文法研究を含む統合的な研究
枠組みに無理なくおさまる形で話しことば研究を推進するための基礎的な知識と技法を，受講者が
自身で獲得していけるようになることである。

 [授業計画と内容]
スケジュールは以下の通りだが受講者の理解度に応じて変更する可能性がある。 

第1回　はじめに～話しことばとは？ 
第2回　組み合わせの文法 
第3回　きもちの文法 
第4回　語彙・文法と状況 
第5回　境界音調と接ぎ穂発話 
第6回　節発話・文節発話・語発話 
第7回　流暢性と非流暢性 
第8回　こま切れ発話と文節の構造 
第9回　デフォルトのアクセント 
第10回　オノマトペ発話 
第11回　感動詞発話 
第12回　「枝分かれ」説の検証 
第13回　並列助詞の偏った分布 
第14回　アクセント合成 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

言語学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



言語学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
復習を怠らないでほしい。

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 67231 LJ37　

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

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  リグ・ヴェーダを読む (Reading the Rigveda)  

 [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、最古のテキストであるリグ・ヴェーダとその注釈書を
読み、言語学およびパーニニ文法の観点から考察する。

 [到達目標]
・ヴェーダ語を読む力を身につける。
・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能力を養う。 
・問題意識を高め、研究テーマを自分で探せるようになる。

 [授業計画と内容]
この授業では、１週間に１stanza～２stanzaのペースで読み進める予定（学生のレベルや議論の深さ
に応じて内容を調整できるよう、以下の授業計画は週毎に分けられていない）。
1. Hymn 1（７週間） 
2. Hymn 2（７週間）
3. フィードバックなど（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]
予習の出来具合により評価する。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

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 77241 SJ37　

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

  2020・
   後期 曜時限  木3

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。また、受講
生に各自の学習言語からの例を持ちよってもらい、その発音・表記について皆で検討する。
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]
以下の合計で評価する。
・平常点（20点、発表を含む）
・小テスト（３回の聞き取りテスト、各10点）

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

・発音テスト（40点）
・レポート（10点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。
授業で学んだことにもとづき、自らが学習する言語の音声をあらためてよく観察するとともに、観
察結果を授業に持ち寄ること。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 77241 SJ37　

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

  2020・
   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。学習者が惹かれる日本語の特徴とは何か。本授業では、日本語
・日本文化を主専攻とする日本語・日本文化研修留学生と共に、「魅力的な日本語」及び「難しい
日本語」の学習項目を選定し、多角的に分析する。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、教科書分析等を行いつつ、日本語の魅力、特徴に迫る。

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

 [授業計画と内容]
以下の通りに進めていく予定であるが、履修者の興味や背景に応じて変更する場合もある。
第1回　ガイダンス、初級日本語学習者が経験する世界の疑似体験
第2回　世界の日本語教育事情及び日本語学習者が学習を開始する初歩的動機、グループ活動①：
テーマ選定
第3回　事例①：日本語コミュニケーションの魅力、グループ活動②：選定した学習項目の分析
第4回　方法論①：教授法とシラバス、グループ活動③：選定した学習項目の分析
第5回　事例②：漫画・アニメ・J-Popの日本語、グループ活動④：他言語との比較
第6回　方法論②：教室活動、グループ活動⑤：教科書分析・教室活動の提案
第7回　日本語の特質I、グループ活動⑥：中間発表の準備
第8回　グループ別中間発表及び前半の総括
第9回　学習困難な日本語――学習を困難にしている理由とは？――、グループ活動①：テーマ選
定
第10回　事例③：自然な日本語、グループ活動②：選定した学習項目の分析、他言語との比較
第11回　方法論③：教科書分析、グループ活動③：教科書分析
第12回　事例④：社会・文化的諸要素への依存度の高い学習項目、グループ活動④：使い分け基準
第13回　方法論④： 誤用分析の例、グループ活動⑤：誤用分析
第14回　日本語の特質II、グループ活動⑥：期末発表の準備
第15回　グループ別期末発表
第16回　フィードバック

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
以下の通りに評価する。
　授業活動への参加度合：20％
　中間発表・中間レポート：30％
　期末発表・期末レポート：50％
なお、演習科目であるため出席も重視する。

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配付する。

 [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。

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 77241 SJ37　

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
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
准教授 文学研究科 CATT， Adam Alvah
講師 文学研究科 大竹　昌巳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  サピアの言語学

 [授業の概要・目的]
本演習では、1921年の出版以来、長く読み継がれてきたエドワード・サピアの『言語』を精読する。
多様な言語、言語現象を取り上げ、言語一般に関する深い考察を含む本書は、100年弱の時を経て
尚、言語研究を志す者にとって正面から取り組むべき内容を多く有する。一方で、一般向けに書か
れたものながら時に晦渋な本書を正確に理解するためには英文解釈以上の知識が要求される。この
演習では、日本語版3点を含む複数の翻訳書、サピアの他の論文、その他の関連資料を参考にしつ
つ『言語』を読み進める。

 [到達目標]
多くの個別言語の健全な知識に基づき言語一般について考察することができる。

 [授業計画と内容]
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。なお今年度は千田俊太
郎がすべての授業を担当する。

第1回：教材紹介、授業の進め方
第2回：前書き
第3回：第1章(1)
第4回：第1章(2)
第5回：第1章(3)
第6回：第2章(1)
第6回：第2章(2)
第8回：第3章(1)
第9回：第3章(2)
第10回：第4章(1)
第11回：第4章(2)
第12回：第4章(3)
第13回：第5章(1)
第14回：第5章(2)
第15回：第5章(3)

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
以下の合計による：（１）授業での発表（30％）、（２）討論への積極的な參加（10％）、（３）
期末レポート（60％）。

 [教科書]
E. Sapir 『Language』（Harcourt Brace）ISBN:0-15-648233-9

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 77241 SJ37　

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
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
准教授 文学研究科 CATT， Adam Alvah
講師 文学研究科 大竹　昌巳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  サピアの言語学

 [授業の概要・目的]
本演習では、1921年の出版以来、長く読み継がれてきたエドワード・サピアの『言語』を精読する。
多様な言語、言語現象を取り上げ、言語一般に関する深い考察を含む本書は、100年弱の時を経て
尚、言語研究を志す者にとって正面から取り組むべき内容を多く有する。一方で、一般向けに書か
れたものながら時に晦渋な本書を正確に理解するためには英文解釈以上の知識が要求される。この
演習では、日本語版3点を含む複数の翻訳書、サピアの他の論文、その他の関連資料を参考にしつ
つ『言語』を読み進める。

 [到達目標]
多くの個別言語の健全な知識に基づき言語一般について考察することができる。

 [授業計画と内容]
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。なお今年度は千田俊太
郎がすべての授業を担当する。

第1回：教材紹介、授業の進め方
第2回：第5章
第3回：第6章(1)
第4回：第6章(2)
第5回：第6章(3)
第6回：第7章(1)
第7回：第7章(2)
第8回：第7章(3)
第9回：第8章(1)
第10回：第8章(2)
第11回：第9章(1)
第12回：第9章(2)
第13回：第10章(1)
第14回：第10章(2)
第15回： 第11章

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
以下の合計による：（１）授業での発表（30％）、（２）討論への積極的な參加（10％）、（３）
期末レポート（60％）。

 [教科書]
E. Sapir 『Language』（Harcourt Brace）ISBN:0-15-648233-9

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（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。
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科目ナンバリング 　G-LET29 77241 SJ37　

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 堀口　大樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ロシア語学入門

 [授業の概要・目的]
現代ロシア語を理解する上での基本的な言語学の概念を学ぶ。

 [到達目標]
現代ロシア語の構造を研究する上での基本的な諸問題を念頭に置きつつ，読解力を高め，専門領域
での情報収集能力も身につけること。
これまで外国語として学んだロシア語を言語学の観点から見る視点を養う。

 [授業計画と内容]
以下の内容を学ぶ。授業は15回行う。

1. 文字、正書法
2. 音韻論
3. 語彙論
4. 固有名詞論
5. 語形成論①
6. 語形成論②
7. 語形成論③
8. 形態論①
9. 形態論②
10. アスペクト論①
11. アスペクト論②
12. 統語論
13. 文体論①
14. 文体論②
15. 言語の規範とことばのエチケット

　

 [履修要件]
ロシア語を既習していることが望ましい。

言語学(演習)(2)へ続く↓↓↓



言語学(演習)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点とレポートなど提出物の総合評価を原則とする。
総合評価における割合は、到達目標と照らし合わせた上で、受講者の力量や取り組み方などを勘案
し、有機的に判断するが、おおむね、半々である。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 77241 SJ37　

授業科目名
　<英訳>

言語学(演習)
Linguistics (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 人間・環境学研究科 堀口　大樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  インターネットと言語

 [授業の概要・目的]
現代人の言語活動において重要な役割を果たすインターネットについて、ロシア語のテキストを輪
読する。また修士課程の履修生には、随時自分の研究テーマについて発表をしてもらう。

 [到達目標]
・今日の私たちの生活において無視できない存在であるインターネットが、どのように言語に影響
しているのか、また言語研究においてインターネットをどのように捉えるべきか、自分なりの視点
を持つ。
・ロシア語の専門的な内容のテキストの読解力を高める。

 [授業計画と内容]
主にロシア語テキスト『Языковой вкус в интернет-эпохи в Росс
ии（ロシアにおけるインターネット時代のことばの好み）』を輪読する。主なテーマは以下の通
りである。

1-4. インターネットにおけるコミュニケーションと言語への影響
5-8. インターネット空間における文体
9-12. インターネット空間における語形成
13-15. インターネット空間における記号（ハイフン、シャープ）などの新しい役割

授業は全15回である。各テーマを読解の速度に応じたり、受講者の関心に沿って補足的な説明や話
題を組み込むため、複数回の授業に分けて扱う。
その他、必要に応じて別の文献を扱う。
なお修士課程の学生には、学期中に3回ほど、自分の研究テーマを簡単に報告してもらう。

 [履修要件]
ロシア語のテキストを辞書を用いて読むため、最低でもロシア語IIを履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（50%）と期末レポート（50%）で総合的に評価する。

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）
Г.Н. Трофимова 『Языковой вкус интернет-эпохи в Рос
сии』（2009）
講読する箇所を授業時に配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
翌週の授業で扱うテキストの該当部分をあらかじめ予習しておくこと。
またテキストで扱われている事象の具体例を、（ロシア語または他の言語で）収集してきてもらう
こともある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET29 7M352 SJ37　

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
准教授 文学研究科 千田　俊太郎
准教授 文学研究科 CATT， Adam Alvah
講師 文学研究科 大竹　昌巳

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  金4,5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  言語学の諸問題

 [授業の概要・目的]
修士論文および課程博士論文の質の向上を目的とする。大学院生が自らの研究について報告を行い、
それに対する質疑応答、討論を通して、思考力や分析力を培う機会にする。

 [到達目標]
1．発表、それに関する質疑を通じて、自分の研究を深める。
2．専門を異にする研究者に対して、自分の研究をわかりやすくプレゼンテーションすることがで
きるようになる。
3．自分と専門が違う研究者の発表を理解し、簡潔で、適切な質問ができるようになる。
4．発表の論理を理解し、論理の問題点などを指摘できる。

 [授業計画と内容]
大学院生は、各自の研究の進捗状況と成果について、少なくとも年１回の発表を行う。修士論文提
出予定者は前期と後期にそれぞれ１回ずつ発表を行う。発表の後に、質疑・討論を行い、さまざま
な言語学的問題についての理解を深める。発表者は発表の数日前に，自らの研究成果が反映されて
いるハンドアウトを用意しなければならない。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業時での発表や他の院生の発表に対する批判的なコメントや質問など、平常点で評価する

 [教科書]
ハンドアウトを使用する

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表者はハンドアウトを発表週の月曜日までに提出すること。ハンドアウトは読むだけで、論旨が
わかるものとする。発表者以外は発表当日までに読み、質問を準備すること。質問、コメントは簡
潔でわかりやすく、かつ、答えることが可能なものとすること。

（その他（オフィスアワー等））
大学院博士後期課程修了者の参加も歓迎する

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89620 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

シュメール語（初級）(語学)
Sumerian

  担当者所属・
  職名・氏名

国士舘大学　　　　　　　　　
イラク古代文化研究所 研究員 森　若葉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  シュメール語文法と楔形文字書記体系のしくみ、楔形文字文献の講読および内容の紹介

 [授業の概要・目的]
　古代メソポタミア文明で話されていたシュメール語は、紀元前四千年紀末からおよそ三千年間に
わたって数多くの資料を残す楔形文字言語である。 
　この言語は、複雑な動詞組織をもち、系統関係が不明な膠着語であることが知られている。本授
業は、楔形文字で記されるシュメール語の文法と楔形文字文献について学ぶことを目的とする。 
　文法の解説とともに、最古の文字である楔形文字の成立としくみ、および系統不明の古代語であ
るシュメール語ほか楔形文字言語の解読についてもふれる。
　比較的簡単なシュメール語資料の講読を行い、適宜、そのほかの資料についても内容の紹介をお
こなう。死語となってのちに長期間にわたって書き継がれた言語の文法の問題点などもあわせて論
じる。授業で扱うシュメール語資料は、王碑文、行政経済文書、裁判文書、文学作品、文法テキス
トを予定しているが、受講学生と相談し変更することもある。 

 [到達目標]
　世界最古の文字で、その後三千年間古代メソポタミア世界の様々な言語を書き記した楔形文字の
書記体系、およびシュメール語の基本的文法構造を理解する． 
　また、楔形文字で記されたシュメール語のさまざまな文献を実際に講読し、その内容を知ること
により、シュメール語文法と楔形文字についての知識を深める。  
 

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいや受講学生の希望に応じ、
順序やテーマは変更されうる。
＜前期＞楔形文字およびシュメール語文法の概説とともに、簡単な資料の講読を行う。粘土板およ
び円筒印章を作成する実習を行う。
第1回　シュメール語の背景―メソポタミア文明の世界について 
第2回　シュメール語と楔形文字について 
第3回　楔形文字の解読と楔形文字で書かれた諸言語について（第3回） 
第4回　楔形文字の成立としくみについて（第4-5回） 
第5回　シュメール語文法（１）、楔形文字文献について
第6回　シュメール語文法（２）、王碑文を読む
第7回　シュメール語文法（３）、王碑文を読む
第8回　シュメール語文法（４）、行政文書を読む
第9回　楔形文字粘土板・円筒印章実習－粘土板と印章を作成
第10回　シュメール語文法（５）、行政文書を読む
第11回 　シュメール文学の紹介
第12回　シュメール文学作品を読む
第13回　シュメール・メソポタミアの「法典」紹介
第14回　裁判記録を読む
第15回　行政文書・裁判記録を読む

シュメール語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(2)

＜後期＞ 
　文法概説と並行して下記文献の講読、資料の紹介を進めていく。総合博物館の許可のもと、博物
館が所蔵する楔形文字粘土板の見学実習を行う予定である。 
第1回　文献から見るシュメールの生活
第2回　シュメール語文法（６）、行政文書を読む 
第3回　シュメール語文法（７）、行政文書を読む
第4回　シュメール語文法（８）、行政文書を読む
第5回　シュメール文学作品を読む
第6回　シュメール語文法（９）、行政文書を読む
第7回　シュメール語文法・語彙文書概説、王碑文を読む
第8回　京都大学総合博物館所蔵資料紹介
第9回　京都大学総合博物館所蔵資料を読む
第10回　京都大学総合博物館粘土板見学実習
第11回　シュメール文学作品を読む
第12回　シュメール文学作品、王碑文を読む
第13回　行政文書、王碑文を読む
第14回　行政文書、王碑文を読む
第15回　まとめ　　

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
使用しない
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する．
　楔形文字粘土板実習の際、粘土等を各自用意してもらう必要がある。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する．

 [授業外学修（予習・復習）等]
　事前に授業中に配布する資料に目を通してもらうことがある。また、文献講読については、授業
前にシュメール語テキストの文字や単語について調べてきてもらうことがある。

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

シュメール語（初級）(語学)(3)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(3)
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科目ナンバリング 　G-LET49 89612 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

オランダ語（初級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語初級  

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

 [到達目標]
CEFRのおよそA1/A2レベルの語学力を目指す。

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法解説から始め（第１～５回、各回：発音・人称変化・代名詞など）、話す・聴く
能力を高めるドリルも行い（第６～10回、各回：助動詞・時制・前置詞など）、併せて、ランデス
クンデ的な情報を盛り込む（第11～15回、各回：受動態・erの用法・指小辞など）。 専門分野を問
わず熱心な参加（予習・復習ふくめ）を期待する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『オランダ語の基礎』（白水社）

 [授業外学修（予習・復習）等]
こちらで用意する教材を、授業の前後（予習・復習）確実に準備してもらう。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89613 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

オランダ語（中級）(語学)
Dutch

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 河崎　靖

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  オランダ語 初・中級 

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

  

 [到達目標]
CEFRでB1レベルに達することを目指す。 

 [授業計画と内容]
入門レベルの文法解説から始め（第１～５回、各回：発音・人称変化・代名詞など）、話す・聴く
能力を高めるドリルも行い（第６～10回、各回：助動詞・時制・前置詞など）、併せて、ランデス
クンデ的な情報を盛り込む（第11～15回、各回：受動態・erの用法・指小辞など）。 専門分野を問
わず熱心な参加（予習・復習ふくめ）を期待する。

 [履修要件]
特になし

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

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
河崎 靖 『オランダ語の基礎』（大学書林）

 [授業外学修（予習・復習）等]
こちらで用意する教材を、授業の前後（予習・復習）確実に準備してもらう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89624 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（初級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語初級

 [授業の概要・目的]
バンツー諸語に属すスワヒリ語はタンザニアおよびケニアの国家語であり、東アフリカを代表する
共通語である。バンツー諸語の特徴である名詞クラスなどのスワヒリ語の標準文法、語彙、文型に
加えて実際の会話表現も学ぶことで、基本的な文法事項の習得と日常的な会話の理解をめざす。テ
キストを用いた会話形式の文章の解説と共に文法説明と作文練習を行うことで、自分で文を組み立
てる能力を身につける。また、テキストの会話表現には社会的・文化的事象が多く含まれる。その
背景についての補足説明によって、東アフリカの言語だけでなく文化や社会についての知識も深め
る。関連する実物や画像は授業中に紹介される。  
  

 [到達目標]
１：スワヒリ語の名詞クラスと基本文型を理解する
２：習得した文法事項や文型を自分で文に組み立てることができる
３：短い日常会話の流れを把握できる
４：東アフリカの文化や社会に関する知識を深める

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション／スワヒリ語文法の概要　
第2回　第1課／現在時制
第3回　第2課／コピュラ文
第4回　第4課／所有表現
第5回　第5課／未来時制
第6回　名詞クラス
第7回　第3課／存在表現
第8回　第1～5課の復習と補足説明
第9回　第6課／あいさつ表現
第10回　第7課／過去時制
第11回　第8課／完了時制
第12回　第9課／形容詞
第13回　第10課／接続形
第14回　第6～10課の復習と補足説明
第15回　期末試験
第16回　フィードバック
なお、授業の進度は適宜調整する

スワヒリ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（初級）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
予習・復習状況などの平常点（30%）、期末試験の結果（70%）により、総合的に判断する。なお、
3分の2以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

 [教科書]
竹村景子 『ニューエクスプレス+　スワヒリ語』（白水社）ISBN:978-4-560-08805-0

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
教科書の各レッスンの予習・復習は必須とする。 
各レッスンのスキットについては、予め付属のＣＤを聴いておくこと。 
文法事項についての補足プリントや練習問題のプリントは授業中に配布する。 
練習問題で宿題となったものについては、次週までに予習・復習をしておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89625 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

スワヒリ語（中級）(語学)
Swahili

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 井戸根　綾子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  スワヒリ語中級

 [授業の概要・目的]
テキストはスワヒリ語初級と同じものを引き続き使用し、会話形式の文章の解説と共に文法説明と
作文練習を行う。スワヒリ語初級で習得した内容を再確認しながら、さらなる文法事項や新たな語
彙・慣用表現を学ぶことで、総合的な読解力と基礎的な表現力の習得をめざす。テキストの基本的
な表現に基づいた応用練習を行うことで、スワヒリ語を用いて自ら表現する技能を習得することが
できる。スワヒリ語独特の表現をより理解するためにその社会・文化的背景についても説明し、関
連する実物や画像を紹介する。これにより東アフリカの言語だけでなく文化や社会についての知識
も深める。

 [到達目標]
１：スワヒリ語の基本文法を総合的に理解する
２：習得した文法事項や文型を自分で文に組み立てて話すことができる
３：短い日常会話の流れ全体を把握して、その内容を要約できる
４：東アフリカの文化や社会に関する知識を深める

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション／第1～10課の復習
第2回　第11課／時間
第3回　第12課／指示詞
第4回　第13課／使役
第5回　第14課／条件節
第6回　関係節
第7回　第15課／受身
第8回　第11～15課の復習と補足説明
第9回　第16課／相互形
第10回　第17課／仮想時制
第11回　第18課／複合時制
第12回　第19課／ことわざ・なぞなぞ
第13回　第20課／手紙の書き方
第14回　第16～20課の復習と補足説明
第15回　期末試験
第16回　フィードバック
なお、授業の進度は適宜調整する

スワヒリ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



スワヒリ語（中級）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
予習・復習状況などの平常点（30%）、期末試験の結果（70%）により、総合的に判断する。 なお、
３分の２以上の出席率を必須とし、それに満たない場合は授業放棄とみなす。

 [教科書]
竹村景子 『ニューエクスプレス+　スワヒリ語』（白水社）ISBN:978-4-560-08805-0

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
教科書の各レッスンの予習・復習は必須とする。 
各レッスンのスキットについては、予め付属のＣＤを聴いておくこと。 
文法事項についての補足プリントや練習問題のプリントは授業中に配布する。 
練習問題で宿題となったものについては、次週までに予習・復習をしておくこと。   

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



行動文化学系36

科目ナンバリング 　G-LET49 89657 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

モンゴル語（初級）（語学）
Mongolian

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 植田　尚樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル語（初級）

 [授業の概要・目的]
モンゴル国で広く話されている「ハルハ・モンゴル語」を学ぶ。モンゴル語の文字と発音、文法を
一通り習得し、初級レベルの会話、読み書きができるようになることを目的とする。また、モンゴ
ル語を学ぶうえで重要となる、モンゴルの社会や文化についても解説する。

 [到達目標]
モンゴル語の仕組みについて知り、モンゴル語で簡単な会話や読み書きができるようになる。また、
モンゴルの社会や文化についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：オリエンテーション 
第2回：文字と発音 
第3回：文字と発音（続き）、挨拶表現 
第4回：基本の文型 
第5回：人称代名詞 
第6回：数詞、所有表現 
第7回：名詞の格（主格・属格・与位格） 
第8回：名詞の格（対格・奪格・造格・共同格） 
第9回：名詞の格（まとめ） 
第10回：動詞の時制（現在未来・過去） 
第11回：動詞の時制（習慣） 
第12回：動詞の時制（まとめ） 
第13回：再帰所有語尾 
第14回：命令・願望表現 
第15回：期末試験 
第16回：フィードバック
基本的には教科書に沿って進む。受講生の人数や到達の度合いによって、授業の進度は適宜調整す
る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業への取り組み (40%) と学期末の試験 (60%) によって評価する。

 [教科書]
橋本勝 『ニューエクスプレスプラス　モンゴル語《CD付》』（白水社）ISBN:9784560088524

モンゴル語（初級）（語学）(2)へ続く↓↓↓



モンゴル語（初級）（語学）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で取り上げた語彙や文法を会話や作文で使えるように、復習し整理しておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89658 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

モンゴル語（中級）（語学）
Mongolian

  担当者所属・
  職名・氏名 非常勤講師 植田　尚樹

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木4

授業
形態  語学

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル語（中級）

 [授業の概要・目的]
モンゴル国で広く話されている「ハルハ・モンゴル語」を学ぶ。モンゴル語の文法、よく用いられ
る表現、他言語との異同などについて解説する。また、モンゴル語を学ぶうえで重要となる、モン
ゴルの社会や文化についても詳しく解説する。

 [到達目標]
モンゴル語の仕組みについて深く知り、モンゴル語で中級レベルの会話や読み書きができるように
なる。また、モンゴルの社会や文化についての理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
第1回：オリエンテーション 
第2回：初級レベルの文法の復習 
第3回：連用形（継続） 
第4回：意志・勧誘表現 
第5回：連用形（条件・限界） 
第6回：連用形（逆接） 
第7回：複文 
第8回：自動詞・他動詞とヴォイス 
第9回：モダリティー 
第10回：重複法、形容詞を用いた表現 
第11回：後置詞 
第12回：いろいろな文末表現 
第13回：短い文章の読解 
第14回：短い文章の読解（解説） 
第15回：期末試験 
第16回：フィードバック 
基本的には教科書に沿って進む。受講生の人数や到達の度合いによって、授業の進度は適宜調整す
る。

 [履修要件]
モンゴル語（初級）を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
授業への取り組み (40%) と学期末の試験 (60%) によって評価する。

 [教科書]
橋本勝 『ニューエクスプレスプラス　モンゴル語《CD付》』（白水社）ISBN:9784560088524

モンゴル語（中級）（語学）(2)へ続く↓↓↓



モンゴル語（中級）（語学）(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で取り上げた語彙・表現・文法などを、会話・作文・読解で適切に使えるように、復習し整理
しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 太郎丸　博
准教授 文学研究科 丸山　里美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   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]
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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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

  2020・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  移民児童・生徒に対する学習支援と社会統合  

 [授業の概要・目的]
京都市内小中学校在籍の多様なルーツをもつ児童・生徒に対して、学習支援を実施する。授業では
フィリピンと日本とのあいだの人の国際移動をとりあげ、関連論文等を精読する。（現段階では時
期等は未確定だが）これらの成果のまとめとして、フィリピンに1週間程度訪れる「フィリピン研
修」をおこなう。研修では、フィリピン政府訪問の他、現地調査（貧困・ジェンダー・労働市場な
ど）を実施予定である。    

 [到達目標]
多文化社会の現実を体感し、それを客観的に記録する能力を培う。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。またフィリピン研修では、フィリピン政府関係者に向けて英
語でプレゼンテーション、ディスカッションをおこなうため、実践的な英語能力を養う。またフィ
リピン社会理解を通じて、貧困やジェンダー、国際移動に関する知見を深める。  

 [授業計画と内容]
学習支援の経験を共有するとともに、移民に対する教育、言語、労働、福祉分野における社会包摂
に関する文献を読むことにしたい。また、以下についても取り扱う。
１．オリエンテーション、orientation
２．学習支援の経験の共有、sharing experience of assistance for immigrant children
３．移民研究の動向について、research on immigrant children
４．人口構成の変化 Demographic change 
５．開発と移住労働 development and migration 
６．女性の労働力化と移住労働 feminization of labor 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．JFCの特徴　characteristics of Japanese Filipino Children
１２．フィリピン系移民の脆弱性　vulnerability of JFCs
１３．経験の共有とまとめ（１） presentation on assistance 
１４．経験の共有とまとめ（２） presentation on assistance 
１５．フィードバック feedback

 [履修要件]
この授業は移民児童・生徒に対する学習支援と授業を履修の要件とします。フィリピン研修の実施
は未定で、評価の要件ではありません。

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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
京都市内の小中学校における特に移民を対象とした学習支援。毎回、簡単なレポートを書いてもら
う。 

（その他（オフィスアワー等））
その他重要事項については授業においてオリエンテーションを実施します。 
面談は
asato.wako.4c(@)kyoto-u.ac.jp 
を通じてアポを取ること。(@)は@に。

※オ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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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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

  2020・
   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、社会や経済の中で重要な役割を担っている。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きたのかを考
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]
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

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代ドイツ社会論（ドイツ書講読）

 [授業の概要・目的]
　後期近代の社会変動に伴って出現した新たな現実に直面する21世紀初頭のドイツ人は「ドイツ的
近代の危機」にいかに対応しているのか。前期に引き続き、この社会学的テーマに取り組んだドイ
ツ語テキストのいくつかの章を精読し、現代の先進社会に共通する諸問題がドイツではどのように
展開しどのような反応を生み出しているのか、日本とも比較しながら考察する。
　受講者は毎回1人ずつ自分の担当箇所（1回につき2ページ程度）について日本語訳と用語解説等
を用意し、レジュメを配布して報告する。他の出席者も予習してきた上で報告内容について検討す
る。

 [到達目標]
　ドイツ語の社会学文献の読み方を習得するとともに、現代ドイツ社会の構造的な諸問題について
学習する。辞書を引きながら独力で社会学のドイツ語文献を正確に読解できる能力の習得を目標と
する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　授業の趣旨説明、テキストの紹介、担当者の割り当て等。
第2回～第14回　テキストの輪読
　毎回約2ページずつ読み進め、3章程度を読み終える予定。
第15回　まとめ
　学習した重要な事項について総括する。
　

 [履修要件]
　前年度までにドイツ語の授業を少なくとも初級、できれば中級まで履修していること。社会学の
知識は必要ない。
　前期の特殊講義と同じテキストの別の章を読むが、各章は独立しているので後期から受講しても
かまわない。

 [成績評価の方法・観点]
　基本的には平常点（報告レジュメ）によって評価する。ただし、受講生が多い場合には試験を実
施することもある。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Paul Nolte 『Riskante Moderne. Die Deutschen und der neue Kapitalismus』（Deutscher Taschenbuch 
Verlag）ISBN:9-783423-344401（授業で取り上げる章のコピーを配布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　受講者には毎回読み進める箇所を予習してくることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　社会学部　教授 奥村　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  知と境界性・周縁性・他者性

 [授業の概要・目的]
この講義では、「知と境界性・周縁性・他者性」というテーマを軸として、知・知識・知識人と社
会の関係を考える。エドワード・サイードは『知識人とは何か』で、「知識人とは亡命者にして周
辺的存在であり、またアマチュアであり、さらには権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手
である」と述べている。たとえば1929年の『イデオロギーとユートピア』で「知識社会学」をはじ
めて展開したカール・マンハイムはハンガリーからドイツへの亡命者だったし（さらにイギリスに
二重亡命した）、1933年のナチスの政権奪取によって多くの知識人がヨーロッパ大陸からアメリカ
やイギリスに亡命し、そこで新たな知的活動を開始した。彼らは社会のどこに生きてその「知」を
生産したのか。「知」とは彼らにとってなんだったのか。この講義では、前半でこうした亡命者＝
知識人について検討を進めてみたい。後半では「創造性」をめぐるインターミッションをはさんだ
のち、ふたつの社会の間に生きた「境界人」としてのモーツァルト、漂泊を論じた柳田国男、転向
を論じた鶴見俊輔などの日本の知識人について考え、私たちにとって「知」をはなにか、を考える
手がかりをつかむことができればと思う。授業計画は準備の状況によって変更がありうる。

 [到達目標]
社会のなかに生きた知識人たちの事例を知ることを通して、知識と社会の関係についての社会学的
な理解を修得するとともに、レポート作成によって具体的な事例を踏まえて「知識」について自ら
考える能力を身につける。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション――大渦のなかの漁師
２．ふたりの知識人――ロバート・ベラーと丸山眞男
３．亡命と知識社会学――カール・マンハイム
４．「文明化」の過程――ノルベルト・エリアス（１）
５．身体・暴力・スポーツ――ノルベルト・エリアス（２）
６．アメリカへの亡命者たち――ラザースフェルドとアドルノ
７．ナチズムの社会心理――アドルノとフロム
８．「悪の陳腐さ」と「複数性」――ハンナ・アーレント
９．不調和からの創造性――シェイクスピアとベイトソン
10．境界人としてのモーツァルト――『フィガロの結婚」
11．ふたつの赦しなき世界――『ドン・ジョヴァンニ』と『コジ・ファン・トゥッテ』
12．漂泊と定住――柳田国男
13．「転向」の知識社会学――鶴見俊輔
14．むすびにかえて――反知性主義の時代に
15．フィードバック

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート70％（5000字以上を予定）、授業時のコメントペーパー30％。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
奥村隆 『エリアス・暴力への問い』（勁草書房）ISBN:4-326-65253（2001年）
奥村隆 『反コミュニケーション』（弘文堂）ISBN:978-4335501357（2013年）
奥村隆 『社会学の歴史Ⅰ――社会という謎の系譜』（有斐閣）ISBN:978-4-641-22039-3（2014年）
奥村隆 『社会はどこにあるか――根源性の社会学』（ミネルヴァ書房）ISBN:978-4623080205（
2017年）
奥村隆 『反転と残余――〈社会の他者〉としての社会学者』（弘文堂）ISBN:978-4623080205（
2018年）
奥村隆 『慈悲のポリティクス――モーツァルトのオペラにおいて、誰が誰を赦すのか（仮題）』（
岩波書店）（2020年刊行予定）
上記以外の参考文献は授業時に指示する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習は不要。講義で指示する参考文献、とくに関心をもった知識人の著作を読むすることが望まし
い。期末レポート作成には検討対象となる文献を精読するなど、早い時期からの準備が必要となる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 関西学院大学　社会学部　教授 奥村　隆

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学の理論的思考法

 [授業の概要・目的]
社会学固有の理論的思考法とはいかなるものか。この授業では、これをふたつのアプローチから検
討していく。第一に、20世紀に新たな理論的地平を切り開いた4人の社会学者、アーヴィング・ゴ
フマン、ミシェル・フーコー、ピエール・ブルデュー、ニクラス・ルーマンについて担当者が話題
提供し、その思考法について議論する。第二に、受講生が現在自分が進めている研究の内容につい
て報告し、それを素材にしてどのようにすれば社会学的思考法を実践できるかを、担当者のコメン
トを踏まえて討論していく。このふたつのバランス、および以下の授業計画は、受講生の人数や希
望によって変更がありうる。

 [到達目標]
20世紀の社会学者の理論的検討および受講生の研究の実践的検討を通して、社会学の理論的思考法
を修得し、自らの研究に応用できる能力を養う。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション
２．社会学における「世代」
３．アーヴィング・ゴフマンの思考法
４．研究報告と討論（１）
５．研究報告と討論（２）
６．ミシェル・フーコーの思考法
７．研究報告と討論（３）
８．研究報告と討論（４）
９．ピエール・ブルデューの思考法
10．研究報告と討論（５）
11．研究報告と討論（６）
12．ニクラス・ルーマンの思考法
13．研究報告と討論（７）
14．研究報告と討論（８）
15．フィードバック

 [履修要件]
以下の2点を履修のために必要な条件とする。
１．社会学理論について一定の基礎知識をすでに修得していること。
２．受講時に、自らのテーマでの研究（修士論文、学会発表、投稿論文、博士論文など。準備段階
でもかまわない）を進めており、この授業で報告を行うことが可能なこと。
また、同担当者の「社会学（特殊講義）」（前期）を受講していることが望ましい（履修要件とは
しない）。

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]
授業内での報告・発言60％、期末レポート40％。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内での研究報告のために、十分な準備が必要となる。また、期末レポートについては早めに課
題を提示するので、文献講読など授業以外の学習を進めること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 東京大学大学院情報学環　教授 吉見　俊哉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  戦後日本の社会学：吉見俊哉をたたきのめせ（京大編）

 [授業の概要・目的]
現代日本社会は、いまだ戦後日本の呪縛から抜け切れていない。平成時代は、その戦後日本が決定
的に終わっていった「失敗とショックの30年」であったが、2020年の日本は再びオリンピックを開
催することで、また2025年の日本は再び万博を開催することで、なお戦後日本にしがみつき続ける。
この呪縛の力は、なぜ、どこから、どのように発生し続けているのか。そのメカニズムや磁場を、
社会学的な知はいかに読み解いていくことができるのか。講師である吉見俊哉がこれまで書いてき
た著作の中から、特に戦後日本やポスト戦後日本に焦点を当てた著作を選び、それらがいかなる批
判的な社会学知、あるいはカルチュラル・スタディーズの知の可能性を示そうとしているのかを解
説・討論していく。主な柱となるテーマをキーワード的に挙げるとすれば、（１）親米意識の形成、
（２）原子力の平和利用、（３）米軍基地と若者文化、（４）東京オリンピックと大阪万博、（５）
ポスト戦後と平成時代、（６）歴史の尺度の６つとなる。2020年の2度目の東京オリンピック開催
にあわせ、1964年の東京オリンピックについての社会学的考察をかなりしていくつもりだが、そこ
での議論は、基地の街としての六本木や原宿、ゴジラと東京タワーと福島原発、大阪万博と愛知万
博、それにバブル崩壊と２つの大震災などについての議論と結びついている。

 [到達目標]
この授業の目標は、ずばり吉見俊哉をたたきのめすことだ。もちろん、たたきのめすと言っても、
物理的にではない。暴力はいけない。学問的にたたきのめすのである。参加するみなさんは、開講
日までに教科書として指定した８冊の本（多くは新書か文庫）の中から２冊を読んで、その２冊の
論述の間にある矛盾を見つけておいてほしい。攻撃の弾を用意しておいてほしいのである。それで、
授業はこれらの本のなかで私が展開した戦後日本社会をめぐるいくつかの論点について、具体的に
解説していく。学生のみなさんは、その私の授業に対して、徹底的な学問的攻撃を加えなければな
らない。この講師の授業のどこがダメかを批判するのである。授業参加者からの総攻撃に教師は必
死に防戦するが、時には撃沈されるかもしれない。ただし、鋭い攻撃には必ず事前の周到な準備が
必要であること、とりわけ文献の精密な読みと冷徹な批判力が不可欠であることをお忘れなく。こ
の授業の到達目標は、参加者全員に、学問的な研究はどう進めなければいけないのか、どんな知的
作業であるのかを自覚してもらうことである。したがって、ここで要求されているのは、決して教
科書や講義についての質問ではない。あくまで一人一人が教科書や講義の内容を攻撃し、場合によ
ってはオルタナティブな可能性を示していくことが求められているのである。参加者には、毎回の
授業で教師を攻撃し続けることで、様々な著名な先行研究の弱点を突き、独自の議論を説得的に展
開する訓練を積んでほしい。また、そのような批判的なまなざしを、自分自身の論文にも向けるよ
うになってほしい。そのような理論的な訓練の踏み台に、私の著作と講義を活用してほしい。

 [授業計画と内容]
１　論文はどうやって書くのか 
２　戦後日本と親米日本の間
３　六本木と原宿は米軍基地の街だった
４　ゴジラ誕生：東京タワーはなぜこんなに破壊されるのか 
５　「夢の原子力」から福島第一原発事故まで

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

６　ポスト戦争としての東京オリンピック1964
７　オリンピック聖火リレーの政治学
８　円谷幸吉の悲劇と「東洋の魔女」の神話
９　東京1964／ソウル1988／北京2008、そして……
１０　大阪万博は「人類の進歩と調和」を目指したのか？
１１　愛知万博と「自然の叡智」の限界
１２　1970年代の日本とポスト戦後社会の岐路
１３　平成時代：失敗とショックの30年１
１４　平成時代：失敗とショックの30年２ 
１５　歴史の尺度：16世紀から21世紀までを通覧する

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
出席回数：30％
毎回の授業で提出する批判コメント：30％
最終レポート：40％

 [教科書]
吉見俊哉 『親米と反米：戦後日本の政治的無意識』（岩波新書）
吉見俊哉 『夢の原子力：Atoms for Dream』（ちくま新書）
吉見俊哉 『五輪と戦後：上演としての東京オリンピック』（河出書房新社）
吉見俊哉 『万博と戦後日本』（講談社学術文庫）
吉見俊哉 『ポスト戦後社会』（岩波新書）
吉見俊哉 『平成時代』（岩波新書）
吉見俊哉 『戦後の災後の間：溶融するメディアと社会』（集英社新書）
吉見俊哉 『大予言：「歴史の尺度」が示す未来』（集英社新書）
上記の８冊の中から、それぞれの興味に応じて２冊を選んで事前に読んでおくこと。その際、２冊
の間にある矛盾やずれ、すき間に注意深く読んでいってほしい。これらは最後の１冊を除き、すべ
て社会史的な記述をしている本なので、それほど読むのに苦労はしないはずである。著者の議論の
欠点を発見することに頭を使ってほしい。

 [参考書等]
  （参考書）
吉見俊哉 『現代文化論』（有斐閣）
吉見俊哉 『メディア時代の文化社会学』（新曜社）
吉見俊哉 『カルチュラル・ターン、文化の政治学へ』（人文書院）
吉見俊哉 『視覚都市の地政学：まなざしとしての近代』（岩波書店）
吉見俊哉 『アメリカの越え方』（弘文堂）
吉見俊哉 『都市のドラマトゥルギー』（河出文庫）
吉見俊哉 『知的創造の条件』（筑摩書房）
吉見俊哉 『リアリティ・トランジット：情報消費社会の現在』（紀伊国屋書店）
これらの８冊は主に方法論的な参考書である。教科書ではないが、この授業の目的が方法論のトレ
ーニングにあることからすれば、これらを読むと、私がなぜこのような授業をするのかについての、
いわば種明かし的なものにはなっている。

社会学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(3)

 [授業外学修（予習・復習）等]
すでに述べたように、教科書として指定した８冊の中から２冊を選んで事前に読んでおくこと。そ
して、その２冊の論述の間にある矛盾やずれ、空隙について考えておくことが、授業前の予習とし
てしておくべきことである。授業では、私の講義の内容を批判する短いコメントを書いてもらう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 同志社大学政策学部　助教 伊藤　理史

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  基本的な統計資料とデータの分析（社会調査士科目C）

 [授業の概要・目的]
社会調査から得られる質的・量的データを扱うための知識・技能は、社会調査を行ったり、統計資
料や調査報告書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]
01．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。
02．データの種類に応じたグラフが作成できる。
03．相関関係と因果関係の違い、擬似関係と媒介関係の概念について理解できる。
04．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。
05．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。

01．イントロダクション：社会調査とデータ分析の意義
02．統計資料の整理1：統計資料の収集と読み方
03．統計資料の整理2：適切なグラフの選択と利用
04．主要な記述統計量1：度数分布表とヒストグラム
05．主要な記述統計量2：代表値（平均値・中央値・最頻値）
06．主要な記述統計料3：分布（範囲・分散・標準偏差）
07．相関関係と因果関係1：相関関係と因果関係の概念、散布図と相関係数
08．相関関係と因果関係2：回帰分析の基礎
09．相関関係と因果関係3：回帰分析の応用
10．クロス集計1：クロス集計表の基礎と読み方
11．クロス集計2：クロス集計表と関連係数
12．クロス集計3：3重クロス集計表、疑似関係と媒介関係
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]
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）ISBN:4274067637
神林博史 『1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方』（ミネルヴァ書房）ISBN:4623075702

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 朝田　佳尚

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会学理論と社会的排除の社会学   

 [授業の概要・目的]
　社会学はさまざまな社会的排除に対応しながら発達してきた部分がある。社会学創成期の古典理
論や犯罪・非行に関する逸脱行動論がその代表例である。本講義ではこうした社会的排除との対応
関係という観点から社会学の基礎的な理論を確認してみたい。もちろん、その際には具体的な社会
的排除の事例も参照し、現代における応用の可否についても検討する。
　なお、社会的排除とは、これまでの社会学において逸脱、社会病理、社会問題などと言い換えら
れてきた現象を指す。名称が多岐にわたることは、方法論や当事者・観察者主義などの研究上の立
場が関係するためである。受講生がみずから研究を実施する際の手がかりになるように、講義の一
部で社会的排除をめぐる名称の変化や意味にも触れる。
　どのように現代の社会的排除を分析するか、また現象の記述をこえていかに社会的排除のメカニ
ズムを捉えるのか。このような論点を想定しながら本講義を展開したい。

 [到達目標]
・社会的排除に関する理論の基本と多様性を理解する。
・社会的排除の事例やデータと理論との関連性を検討できる。
・関心のある対象をみずから選択し、分析できる。

 [授業計画と内容]
1．授業の計画と概要
2．戦後少年非行４つの波
3．「遊び型」非行と漂流・中和の技術理論
4．社会的絆論と分化的接触理論
5．目標と手段の乖離
6．非行的下位文化論と欲望の無限拡大
7．欲望の低減化と準拠集団論
8．過労死と合理性
9．自殺と紐帯
10．施設化と規律から開放的な管理へ
11．児童虐待と相互行為の悪循環
12．監視社会と自己撞着的な権力
13．暴力と身代わり
14．リスク要因論と犯罪の定義の変化
15．社会的排除と批判的実在論

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]
授業内コメント(10%)、文献報告(10%)、期末レポート(80%)によって評価する。

 [教科書]
授業内で関連資料および読解する文献を配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　予習に関しては、授業で取り上げる社会的排除の特徴を事前に調べることが望ましい。復習に関
しては、授業で紹介する関連文献を読んで、授業内容の理解を深めることが求められる。

（その他（オフィスアワー等））
　口頭での連絡が必要になった場合の対応については、授業初回に提示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 有薗　真代

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  質的調査の方法と実践

 [授業の概要・目的]
　この授業では、質的な社会調査の理念・方法・技法について、具体的な事例に即しながら考える
ことを目的とする。まず、質的調査の理念や意義を、社会調査史をふまえつつ確認する。そのうえ
で、生活史調査、参与観察調査、文献資料調査などの方法や技法について、担当者自身の調査経験
（日本のハンセン病療養所や元結核患者の集団性、東南アジアのハンセン病者やHIV患者のコミュ
ニティなど）に基づきながら解説していく。

 [到達目標]
・質的調査の理念・意義・歴史について説明できるようになる。
・質的調査の方法・技法・倫理について理解できるようになる。
・質的調査を実践できるようになる。

 [授業計画と内容]
1 授業の進め方、自己紹介
2 質的調査の理念―主として『ハンセン病療養所を生きる』に即しつつ
3 質的調査の歴史と意義(1)―近代西欧における社会問題と社会調査
4 質的調査の歴史と意義(2)―米国における社会調査の発展
5 質的調査の歴史と意義(3)―近代日本における社会問題と社会調査
6～7 生活史調査の方法と技法―主として『ハンセン病療養所を生きる』に即しつつ
8～9 参与観察調査の方法と技法―主として『ハンセン病療養所を生きる』に即しつつ
10～11　文献資料調査の方法と技法―主として『ハンセン病療養所を生きる』に即しつつ
12 質的調査の倫理
13～14 質疑応答と討議
15  期末試験・フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業内小レポート等の平常点（30点）、期末試験（70点）

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
有薗真代 『ハンセン病療養所を生きる――隔離壁を砦に』（世界思想社）ISBN:9784790716990（【
教科書は、授業全体の過半の回において使用し、かつ期末試験でも持込可とする。】）

 [参考書等]
  （参考書）
①福岡市博物館市史編纂室 編 『新修福岡市史　民俗編 2――人と人々』（【有薗真代「福岡コロニ
ーを拓いた人々」を参照する。】）
②有薗真代 『ハンセン病者の生活世界とその変容に関する社会学的研究――ジャワ島・バリ島（イ
ンドネシア）の患者集住地区を事例として』（京都大学グローバルCOE「親密圏と公共圏の再編成
をめざすアジア拠点」報告書）

  （関連ＵＲＬ）
https://researchmap.jp/252262/?lang=japanese(【有薗真代(リサーチマップ)】)

 [授業外学修（予習・復習）等]
教科書『ハンセン病療養所を生きる――隔離壁を砦に』については適宜、読むべき章を指定するの
で、予習・復習してくることが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 岩井　八郎

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の意義と作法　(社会調査士資格認定科目　B)

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

 [到達目標]
社会学における実証研究の考え方とデータの収集・整理の仕方を習得すること、ならびに統計分析
のための基礎的な知識を身につけること。大学院生はとくに自分の実証的研究方法との関係から社
会調査の応用へと進むことができる基礎を身につける。

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

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
中間でレポート（40％）　＋　最終のレポート試験（50％）　＋　平常点（10％）

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

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

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

（その他（オフィスアワー等））
表計算ソフトを利用する。マニュアルを配布するので各自で実習をする予定。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 教育学研究科 岡邊　健

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査における多変量解析の利用 (社会調査士資格認定科目　E)

 [授業の概要・目的]
量的な社会調査データの分析で用いる基礎的な多変量解析法の考え方とその利用方法について学習
する。3元クロス表の分析（エラボレーション）、分散分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分
析等について、順次解説する。

 [到達目標]
多変量解析の考え方と利用法を身につけ、それらを自身の研究課題と結びつけたうえで、統計ソフ
トウェアによる解析を行なうことができるようになる。 

 [授業計画と内容]
1. イントロダクション 
2. 統計ソフトウェアSPSSの操作の基本 
3. 推測統計の復習 
4. 2元クロス表と関連の指標 
5. 3元クロス表の分析（1）見せかけの関係 
6. 3元クロス表の分析（2）媒介変数による解釈 
7. 分散分析 
8. 相関と単回帰分析 
9. 重回帰分析（1）その基本 
10. 重回帰分析（2）決定係数、偏回帰係数の検定 
11. 重回帰分析（3）ダミー変数、多重共線性 
12. ロジスティック回帰分析 
13. 回帰分析の総合演習
14. 主成分分析 
15. 復習とまとめ

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

 [成績評価の方法・観点]
授業期間中の提出物（60％）　＋　最終レポート（40％） 
これらにより、到達目標について、文学研究科の評価方針に従って評価する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業の中では実際の調査データを用いた演習を行なうが、事後の復習がなければ習得は容易ではな
い。毎回の復習に、少なくとも1時間程度の時間は割いてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 教育学研究科 佐藤　卓己

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  メディア文化学概論

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

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

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

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
メディアに関心があり、情報への感度が高いこと。

 [成績評価の方法・観点]
定期試験（80％）とコメントペーパーなど（20％）。定期試験の方式については、講義中に説明す
る。

 [教科書]
佐藤卓己 『現代メディア史　新版』（岩波テキストブックス）ISBN:	9784000289207（中国からの留
学生は佐藤卓己　『現代伝媒史』（北京大学世界伝播学経典教材中文版・ただし旧版の翻訳）北京
大学出版社2004年を利用してもよい。）

 [参考書等]
  （参考書）
佐藤卓己 『ファシスト的公共性―総力戦体制のメディア学』（岩波書店）ISBN:9784000612609（メ
ディア学をより深く学びたい人のために。）
佐藤卓己 『ヒューマニティーズ　歴史学』（岩波書店）ISBN:	9784000283229（メディア史＝メディ
ア論の発想法について、参照のこと。）
佐藤卓己  『流言のメディア史』（岩波新書）ISBN:9784004317647 （現代のメディア・リテラシー
の実践のために。）
佐藤卓己 『メディア社会―現代を読み解く視点 』（岩波新書）ISBN:9784004310228（『現代メデ
ィア史』のサブ・テキストとして一般向けに書かれたもの）

  （関連ＵＲＬ）
http://www.educ.kyoto-u.ac.jp/satolab/(メディア文化論研究室ＨＰ)
https://satotakumi60.wixsite.com/mysite(佐藤卓己研究室)

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 吉田　純

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  情報ネットワーク社会論

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

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

 [授業計画と内容]
以下の計画で講義をおこなう。
1 オリエンテーション 
2 情報ネットワーク社会への視点 
3 日本社会の情報化　――情報化の現代史(1) 
4 アメリカ社会の情報化　――情報化の現代史(2) 
5 監視社会論　――社会システムの情報化(1) 
6 リスク社会論　――社会システムの情報化(2) 
7 経済システムの情報化　――社会システムの情報化(3) 
8 ネット空間の展開　――生活世界の情報化(1) 
9 再帰的近代化としての情報化　――生活世界の情報化(2) 
10 生活世界のリアリティの再構築　――生活世界の情報化(3) 
11 公共圏の情報化 
12 親密圏の情報化 
13 公共圏／親密圏の再編成 
14 情報ネットワーク社会論の再構築 
15. フィードバック (PandA上で実施)

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

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

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
・PandA上で事前配布する資料を予習しておくこと 
・資料の当日配布は行わないので、必ず各自で事前にダウンロードし、講義当日持参すること (必
ずしも印刷の必要はない) 
・PandAサイトで復習用課題を実施する (詳細は初回授業で説明) 

（その他（オフィスアワー等））
PandAサイトを上記の課題実施ほか、授業に関する各種連絡に活用する (利用方法は初回の授業で説
明)

※オ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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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 龍谷大学国際学部　講師 DEBNAR Milos

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  質的調査の方法

 [授業の概要・目的]
質的調査の代表的な方法であるインタビューや参与観察などの方法について、事例を使いながら学
ぶ。また、質的調査を行う際の倫理や、質的調査でえられたデータをいかに分析し、解釈するかに
ついても検討する。それを通して、質的調査を実施できるようになることが目的である。

 [到達目標]
質的調査の基本的な方法を理解し，実践的な事例を通してデータの収集方法から分析方法まで、質
的調査ができるようになる。
本講義では、移民や人種に関する研究の事例を使い、社会調査の理解を深めることを目指す。

 [授業計画と内容]
1.授業の進め方、コース概要、自己紹介
2.質的調査とは何かー移民研究の事例から
3.質的調査のプロセス
4.質的調査の方法①―インタビュー
5.質的調査の方法②―インタビューII
6.質的調査の方法③―参与観察、観察
7.質的調査の方法④―その他の方法
8.質的調査の分析①―グランゼドセオリー
9.質的調査の分析②―その他の方法
10.質的調査とソフト―データ収集と整理
11.質的調査とソフト―データ分析
12.質的調査と倫理①
13.質的調査と倫理②
14.質的調査の結果発表
15.まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート(50%)
小テスト(20%) 
平常点(30%）

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
次の回の課題となる文献等を読んで、自分の考えをまとめておく。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 溝口　佑爾

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査のための統計学

 [授業の概要・目的]
　社会調査によって得られたデータを分析するために必要となる統計的な手法について、その原理
と適用方法を修得することが本講義の目的である。確率論の基礎（確率と分布）を土台に、記述統
計と推測統計（推定と検定）を中心とした解説を行う。

 [到達目標]
・社会調査に必要な統計学の基礎を修得する。
・統計解析がどのような原理に基づいているのかを理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
　
第1回 データの縮約と記述統計
　　　　変数と尺度
　　　　データの縮約

第2回-第8回 確率変数と確率分布
　　　　離散型の確率分布
　　　　　確率変数
　　　　　1変数の記述統計
　　　　　2変数の記述統計
　　　　離散変数と連続変数
　　　　連続型の確率分布
 　　　　正規分布と連続型の確率分布
　　　　モーメント母函数
　　　　大数の法則と中心極限定理
　　　　母集団と標本

第9回-第14回 推測統計
　　　　推測統計の発想
　　　　区間推定
　　　　仮説検定
　　　　回帰分析
　　　　重回帰分析
　　　　多変量解析の意義

第15回 フィードバック

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
高校卒業程度の数学の知識を有していることが前提である。

 [成績評価の方法・観点]
定期試験（80%）と平常点（小テスト：20%）による。

【平成26年度以前入学者】
80-100:優(A)
70-79：良(B)
60-69：可(C)
0-59:不合格

【平成27年度以降入学者】
96-100:A+
85-95:A
75-84:B
65-74:C
60-64:D
0-59:F

 [教科書]
盛山和夫 『社会調査法入門』（有斐閣）ISBN:978-4641183056
馬場敬之 『統計学キャンパス・ゼミ』（マセマ）ISBN:978-4866151021

 [参考書等]
  （参考書）
石井俊全 『意味がわかる統計学』（ペレ出版）ISBN:978-4860643041
石井俊全 『意味がわかる多変量解析』（ペレ出版）ISBN:978-4860643980
篠原清夫・榎本環・大矢根淳・清水強志 『社会調査の基礎：社会調査士A・B・C・D科目対応 』（
弘文堂）ISBN:978-4335551338
馬場敬之 『微分積分キャンパス・ゼミ』（マセマ）ISBN:978-4866151281

 [授業外学修（予習・復習）等]
復習をして、分からないことがあれば次の授業時に遠慮なく申し出ること。

（その他（オフィスアワー等））
質問・連絡等はy.mizo@kansai-u.ac.jpまで。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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

奈良女子大学研究院（人文科学系）
教授　　　　　　　　　　　　　　 小川　伸彦

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化遺産・社会・メディア

 [授業の概要・目的]
モノや記憶の文化遺産化は、近現代社会においてどのような社会的機能をいかなるメカニズムによ
って果たしてきたのか。そしてそもそも遺産化という社会現象は、人間と社会のどのような側面を
映し出す形象なのか……。このような問題意識をベースに、さまざまなメディア（広告や新聞等）
のはたらきも適宜事例としてとりあげながら、これまで発表してきた論考について詳述するかたち
で考究する。

 [到達目標]
・現代社会において文化遺産が存在する意味やメディアとの関係を、博物館学や文化財保存科学の
観点ではなく、社会学的に分析・考察する視点を身につけることを目標とする。
・資料の検索や収集などの方法論も習得する。

 [授業計画と内容]
第１回：はじめに　ねらいと進め方
第２回：社会学的に文化遺産を論じるとは
第３回：文化遺産論の研究動向
第４～９回：文化遺産と社会のインターフェース～ミュージアムやメディアの役割
第１０～１４回：遺産化の過程と機能～制度の創出やその帰結
第１５回；まとめ
◇いくつかのテーマを設定し，情報収集の仕方を指導・実践するような作業も余裕があれば実施す
る．
※フィードバック方法は授業中に説明します。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末課題レポート　100点

 [教科書]
・プリント等を配布する。
・2020年4月以降に刊行される予定の文化遺産論新刊書を教科書もしくは参考書指定する可能性が
ある。詳細は初回授業で告知する。

 [参考書等]
  （参考書）
・2020年4月以降に刊行される予定の文化遺産論新刊書を教科書もしくは参考書指定する可能性が

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

ある。詳細は初回授業で告知する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
各自、授業中に指示した関連文献や配布資料等に目を通しておくこと

（その他（オフィスアワー等））
連絡先
ogawanobuhikoあっとcc.nara-wu.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55

科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 人間・環境学研究科 柴田　悠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人間行動論（Human Behavior）

 [授業の概要・目的]
この社会で「幸せに生きる」には、どうしたらいいのか？　身近な人の「幸せをサポートする」に
は、どうしたらいいのか？　そして、「より多くの人々が幸せに生きられる社会」をつくるには、
どうしたらいいのか？
「幸せ」という概念は「本人がそうありたいと望む状態」として使われることが多い。そのため、
上記の問いは、人間行動についての究極的な問いの一つといえる。

そこで本講義では、上記の問いについての最新の研究成果や、担当教員による現在進行中の研究を
ふまえながら、受講者とともに上記の問いへの答えを考究する。
（なお、全学共通科目における同教員の前期「社会学I」・後期「社会学II」よりも「幸福」と「人
間行動」に重点を置いた授業方針となるため、毎回の内容も視点が異なる。多角的な理解を深める
ためには「社会学I」「社会学II」の受講も推奨する。）  

 [到達目標]
人間行動に関する問いについて、客観的に考察できるようになる。

 [授業計画と内容]
毎回、主に担当教員（柴田）の研究内容を、その背景となる先行研究なども含めて、順を追って詳
しく紹介していく。 
その際、参考として以下の内容も必要に応じて紹介する（ただし授業回とテーマの対応は目安であ
り、受講者の状況などに応じて順番や内容を変更する可能性がある）。 
また、一方的な講義にならないように、グループディスカッションによる感想交換・質問錬成や、
コメントシートによる質疑応答なども行う。 

第1回　研究とは何か
第2回　現在の幸福研究（1） 
第3回　現在の幸福研究（2） 
第4回　どうしたら幸せに生きられるのか（1）遺伝子と行動――PDFテキスト 
第5回　どうしたら幸せに生きられるのか（2）環境と社会保障――PDFテキスト 
第6回　社会保障の起源（1）――『子育て支援と経済成長』第4章 
第7回　社会保障の起源（2）――『子育て支援と経済成長』第4章 
第8回　社会保障の効果（1）――『子育て支援が日本を救う』 
第9回　社会保障の効果（2）―― 『子育て支援が日本を救う』 
第10回　社会保障の未来（1） 
第11回　社会保障の未来（2） 
第12回　AIと社会の未来（1） 
第13回　AIと社会の未来（2） 
第14回　これからの社会をどう生きるか、どう変えるか 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

期末試験（詳細は授業中に説明） 

第15回　フィードバック（詳細は授業中に説明）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末試験（筆記、100点満点）によって評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
柴田悠 『子育て支援が日本を救う――政策効果の統計分析』（勁草書房）ISBN:4326654007（社会
政策学会の学会賞を受賞。日経新聞・朝日新聞・読売新聞などで書評・インタビューが掲載。）
柴田悠 『子育て支援と経済成長』（朝日新聞出版）ISBN:4022737069（朝日新書606。日経新聞・朝
日新聞・読売新聞などで書評・インタビューが掲載。）

  （関連ＵＲＬ）
https://sites.google.com/site/harukashibata/profile(教員紹介のページ)

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習は、次回に扱うテキストPDFや参考書が指定されていれば、その該当範囲をできるだけ読んで
おくこと。指定されていなければ、次回の内容と関連する本やニュース記事、ドキュメンタリー番
組などをできるだけ通読・視聴しておくこと。
復習は、毎回の授業内容をふりかえり、関連情報を調べること。不明点については、次回に口頭か
コメントシートで教員に質問すること。
予習・復習の時間配分は、予習120分、復習120分を目安とする。

（その他（オフィスアワー等））
総合人間学部、人間・環境学研究科、文学部と共通の授業。

※オ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

科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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

  2020・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目 Asian Families and Intimacies: Intra-regional Diversity and Transcultural Dynamics  

 [授業の概要・目的]
To date, the research work of Asian scholars on their respective societies has typically been relayed to other 
areas of Asia through European and North American academic circuits. This mediated communication has 
not only produced a significant distortion in focus, but has also resulted in a failure to appreciate the shared 
intellectual heritage of the different societies of the Asian region as well as the differences of emphasis and 
orientation among them. The ‘Asian Families and Intimacies’ series, the textbook used in this course, has 
been planned by the Asian researchers from 9 societies who have been collaborating with Kyoto University 
Asian Studies Unit (KUASU) for years as the first realization of a larger project, entitled ‘Asian Intellectual 
Heritage’, designed to collect, translate and share important and influential writings that are key texts of the 
academic and intellectual heritage of societies across Asia. The editors have decided to launch this ambitious 
project with a series on families and intimacies because ‘the family’ has typically been attributed a special 
cultural value in Asian societies. 
This course will enable students with diverse backgrounds to engage directly and unmediatedly with the 
insights into the key issues of our times from the ‘insiders’ perspective’ of Asian intellectuals and 
provide them chances to discuss with each other and contribute to imagining the foundation on which future 
collaborations across the Asian region can be built. 

 

 [到達目標]
(1) To learn about the shared intellectual heritage of the different societies of the Asian region as well as the 
huge historical and contemporary diversity both in theory and in practice. 
(2) To liberate ourselves from Orientalism and self-Orientalism so as to better understand ourselves and our 
neighbours and redefine our and their places in a changing world. 
(3) To understand the varying and intersecting processes of ‘Sinicization’, ‘Sanskritization’, ‘
Modernization’, and ‘Globalization’ across the Asian region as well as more local transcultural 
dynamics. 
(4) To learn about changes in the family and intimate relations which are of deep and pressing concern in the 
Asian region today. 

 [授業計画と内容]
0. Introduction [1 week] 
1. Families, Ideologies and the States [2 weeks] 
2. Varieties of Patriarchy and Patrilineality [2 weeks] 
3. Sexual Modernities and Transforming Intimacy [2 weeks] 
4. Marriage Formation [2 weeks] 
5. Care and Familialism Reconsidered [2 weeks] 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

6. Gender Roles and Identities [2 weeks] 
7. Conclusion [1 week] 
8. Feedback [1 week]

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Oral presentation (30%), final report (40%), participation (30%).

 [教科書]
The ‘Asian Families and Intimacies’ series to be published from Sage edited by the researchers from nine 
Asian countries (Thailand, Korea, India, Vietnam, Japan, the Philippines, Taiwan, China and Indonesia) who 
have been collaborating with Kyoto University Asian Studies Unit (KUASU ). 

1. Families, Ideologies and the States [edited by Thanes WONGYANNAVA (Thammasat University, 
Thailand)] 
2. Varieties of Patriarchy and Patrilineality [edited by EUN Kisoo (Seoul National University, South Korea)] 
3. Sexual Modernities and Transforming Intimacy [edited by Patricia UBEROI (formerly, Institute of 
Economic Growth, Delhi, India)] 
4. Marriage Formation [edited by NGUYEN Huu Minh (Vietnamese Academy of Social Sciences)] 
5. Care and Familialism Reconsidered [edited by OCHIAI Emiko (Kyoto University, Japan)] 
6. Gender Roles and Identities [edited by Carolyn SOBRITCHEA (University of The Philippines] 

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
The participants are expected to spend a certain amount of time outside of this class reading the textbooks and 
preparing for the oral presentations. 

（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57

科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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

  2020・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Welfare Regime and Cross-Border Migration

 [授業の概要・目的]
This course will discuss how welfare regimes intertwine with migration regimes in the process of rapid 
economic development and demographic change in Asian countries. One of the features of the Asian 
economic miracle was not only utilizing the demographic dividend and high educational attainment of its 
labor force, but also accepting migrants, domestic workers in particular, to facilitate the participation of local 
women in the labor market. From the social policy side, liberal familialism in Asian countries justified 
maintenance of “family value” and the commercialization and externalization of reproductive work by 
recruiting foreign domestic worker as an extra family member. Sometimes this familialism triggered cross 
border marriage for the formation of family welfare and this became the foundation of multiculturalism in 
some societies. In the process of demographic ageing, some Asian countries also borrowed institutional 
frameworks of welfare states in Europe such as Korea, Japan, and Taiwan. Therefore, divergence of welfare 
regime of Asian countries is observed.

 [到達目標]
Students will receive basic instruction on welfare policy, migration policy and related policies in Asian 
countries. 

 [授業計画と内容]
A detailed plan for each class may be changed depending on the participants.
The contents of the course include the following classes. 
1. Economic development in Asia 
2. Demographic change 
3. Diversity of political system 
4. Development and migration 
5. Feminization of labor and migration 
6. Ageing and migration 
7. Population policy and marriage migration 
8. Social integration/multicultural policy 
9. Logic of human rights and migration 
10. Policy of sending countries 
11. International labor market formation 
12. International collaboration and mutual benefit 
13. Welfare Regime
14. Familialism
15. Conclusion

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]
reflection paper (50%) and term paper (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

 [授業外学修（予習・復習）等]
reaction papers. 

（その他（オフィスアワー等））
Please make an appointment through the email below. 
asato.wako.4c(@)kyoto-u.ac.jp 
(@) indicates @.

※オ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

科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  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

  2020・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  人の国際移動と移民研究 

 [授業の概要・目的]
この授業では、外国人労働者や移民といった「人の国際移動」に関して、日本やアジア諸国、欧州
諸国の現状を理解したうえで、最新の移民研究への知見を深める。人の国際移動については社会的
関心が非常に高まっているが、さまざまな言説が存在し、現状把握が困難な分野である。現状と理
論、双方への理解を深めたい。 

 [到達目標]
人の国際移動は感情的な議論に陥りやすいが、エビデンスをもとに分析・解釈できるようになるこ
とを目標とする。また、グローバルな視点、ジェンダーの視点をはじめ、多角的に人の国際移動を
とらえる能力を養う。

 [授業計画と内容]
以下の点をおさえて授業を展開します。 
１．アジアの経済成長とその要因Economic development in Asia 
２．人口構成の変化と国際移動 Demographic change and migration 
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 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．EUにおける人の移動 Mobility in EU 
１４．総括 Conclusion
１５．フィードバック feedback

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点40％、レポート60％

 [教科書]
使用しない

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回A4一枚程度のreflection paperを提出してもらう。

（その他（オフィスアワー等））
please make an appointment in advance 
asato.wako.4c(@)kyoto-u.ac.jp 
(@) indicates @.

※オ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

科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 准教授 文学研究科 田中　紀行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代ドイツ社会論（ドイツ書講読）

 [授業の概要・目的]
　後期近代の社会変動に伴って出現した新たな現実に直面する21世紀初頭のドイツ人は「ドイツ的
近代の危機」にいかに対応しているのか。この社会学的テーマに取り組んだドイツ語テキストのい
くつかの章を精読し、現代の先進社会に共通する諸問題がドイツではどのように展開しどのような
反応を生み出しているのか、日本とも比較しながら考察する。
　受講者は毎回1人ずつ自分の担当箇所（1回につき2ページ程度）について日本語訳と用語解説等
を用意し、レジュメを配布して報告する。他の出席者も予習してきた上で報告内容について検討す
る。

 [到達目標]
　ドイツ語の社会学文献の読み方を習得するとともに、現代ドイツ社会の構造的な諸問題について
学習する。辞書を引きながら独力で社会学のドイツ語文献を正確に読解できる能力の習得を目標と
する。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　授業の趣旨説明、テキストの紹介、担当者の割り当て等。
第2回～第14回　テキストの輪読
　毎回約2ページずつ読み進め、3章程度を読み終える予定。
第15回　まとめ
　学習した重要な事項について総括する。
　

 [履修要件]
　前年度までにドイツ語の授業を少なくとも初級、できれば中級まで履修していること。社会学の
知識は必要ない。

 [成績評価の方法・観点]
　基本的には平常点（報告レジュメ）によって評価する。ただし、受講生が多い場合には試験を実
施することもある。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
Paul Nolte 『Riskante Moderne. Die Deutschen und der neue Kapitalismus』（Deutscher Taschenbuch 
Verlag）ISBN:9-783423-344401（授業で取り上げる章のコピーを配布する。）

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　受講者には毎回読み進める箇所を予習してくることが求められる。

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



行動文化学系60

科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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 埴淵　知哉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地図表現の探求

 [授業の概要・目的]
本講義では、地域や場所の特徴を明らかにする地理学の表現方法として、地図を取り上げる。道案
内のための地図は身の回りにあふれているものの、地図にはそれ以外の機能や役割がある。例えば、
統計地図は地理的に広がる諸現象をデータの視覚化によって表現することができ、近年は膨大な位
置情報によって従来見えなかった現象を可視化することができるようになった。他方で、認知地図
とよばれる地図は頭の中にある空間的なイメージを表すもので、私たちが世界や地域をどうとらえ
ているのかを知る手がかりを与えてくれる。デジタル化・標準化が進む一方で、場所の経験を五感
を活用して表現したり、あえて手描きの地図を作ることに意義を見出すような地図も近年注目を集
めている。本講義では、普段見慣れている標準的な地図や地図帳ではなく、自由な表現技法として
の地図の見方・使い方・作り方を実践的に探っていく。

 [到達目標]
様々な地図表現の長所と短所を説明できるようになる。
地図表現に必要な情報収集やデータ処理の基礎的スキルを習得する。
視覚的表現を用いて地域の特徴を伝える方法を身に付ける。

 [授業計画と内容]
※本講義は土曜日を含む不定期の開講となります。日程は初回講義時にお伝えします。初日と最終
日は各2回、それ以外の日は3-4回分の授業を一日で進める形式を予定しています。合計5日間で15
回の授業となり、日ごとにまとまったトピックを扱います。ただし実習を含むため、進捗状況によ
って授業計画を調整することがあります。

第1-2回：講義概要の説明および地図表現の基礎
第3-6回：想像力で描く地図―認知・空想
第7-10回：五感で描く地図―視覚・聴覚・嗅覚
第11-13回：知識で描く地図―歴史・統計
第14-15回：「地域らしさ」を描く地図のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点：授業中に実施する作業課題の提出（100%）

社会学(特殊講義)  (2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)  (2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
デービッド・バニス, ハンター・ショービー 『ポートランド地図帖―地域の「らしさ」の描きかた』
（鹿島出版会）ISBN:4306046699

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義形式での解説と実際の作図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なかで、適
宜、必要な反復作業（復習）やデータ等の準備（予習）を指示する。

（その他（オフィスアワー等））
質問は授業時間中もしくは授業後におこなってください。

※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61

科目ナンバリング 　G-LET30 67334 LB45　

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
准教授 文学研究科 Stephane Heim

 

配当
学年  1回生以上 単位数  3

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語  日本語及び英語 

題目  東アジア社会論

 [授業の概要・目的]
「東アジア社会」についての理解を深めることを目的に、京都大学、国立台湾大学、ソウル大学の
社会学科・社会学専修が共同で実施する授業であり、今年度は12年目となる。学期中の授業では、
東アジア社会について３大学の教員が交替でスカイプ授業を行う。その後、京都、台北、ソウルの
いずれかでワークショップとフィールドトリップを実施する（今年度はソウル）。ワークショップ
では、３大学から参加した学生が、各自の関心にしたがって英語で研究発表を行う。ホスト校の学
生は、その社会をさまざまな角度から知ってもらうためのフィールドトリップを企画して実施する。
 
国際的な遠隔授業と英語ワークショップの組合せという、全国にも類例のない授業であり、近隣の
諸社会との共通性と相違を身をもって理解し、グローバルな活動経験を積む機会となる。国境を越
えた友人ができることも楽しい収穫となるだろう。何年か続けて受講して3都市を回るリピーター
も歓迎する。

 [到達目標]
(１)東アジア社会、とりわけ台湾や韓国に関する文献を読み、講義を受け、フィールドトリップに
参加することで、東アジアに関する全般的かつ経験的理解を深める。
(２)国立台湾大学、ソウル大学の学生たちとの直接の交流を通じて、隣国の同世代の人たちの関心、
考え方、実力を知り、交流を深める。
(３)英語のプレゼンテーションを行い、質問の受け答えができるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回～第6回　3大学の教員によるスカイプ授業
第7回～第15回　各自の関心にしたがってパワーポイント資料を作成し、英語で発表練習を行う。

8月お盆明けの5日間　ワークショップとフィールドワーク

 [履修要件]
英語での受講と研究発表に最低限必要な学力、もしくはチャレンジ精神をそなえていることが求め
られる。社会学専修以外の学生も履修できる。

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]
授業へのコミットメント、ワークショップとフィールドトリップへの積極的参加、英語でのプレゼ
ンテーションにより評価する。詳細は授業で説明する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
各講義につき論文1本程度を指示する。Kulasisからダウンロードすること。

 [授業外学修（予習・復習）等]
各講義につき論文1本程度をあらかじめ読んでくる。各自の関心にしたがって発表資料を作成する。

（その他（オフィスアワー等））
詳細は最初の授業で説明する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 67331 LJ45　

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

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   英語 

題目  Title	Fieldwork and Qualitative Research of Japanese Society

 [授業の概要・目的]
This course is to examine concepts representing Japanese society, economy and governance through previous 
research and fieldwork. Even though we perceive various concepts on society, economy and governance 
through media and internet, it is often the case there is a gap between concept and reality when you go to the 
field. This class takes up various concepts on qualitative research such as field work, ethnography, focus 
group discussion, action research and so forth. Field visit is also expected such as Buraku community, 
welfare institution and public schools in the city. 

 [到達目標]
To be able to conceptualize society through primary data gathering in Kyoto.  This class requires field 
research within Kyoto to conceptualize Kyoto itself so that students can grasp Kyoto by collecting data and 
interpreting what is going on through field visit.  

 [授業計画と内容]
The organization of course is as follows. 

1. introduction 
2. qualitative research (1) 
3. qualitative research (2) 
4. qualitative research (3) 
5. history and society (outcast community) 
6. field visit to community 
7. welfare and community development 
8. field visit to welfare facility 
9. education 
10. field visit 
11. diversity 
12. field visit 
13. conceptualizing Kyoto 
14. Presentation 
15. Presentation and feedback

 [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]
reflection papers(50%) and term paper(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

 [授業外学修（予習・復習）等]
readings and reaction comments are important.  

（その他（オフィスアワー等））
Please make an appointment through the email below. 
asato.wako.4c(@)kyoto-u.ac.jp 
(@) indicates @.

※オ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

科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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 丸山　里美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  質的調査の方法　（専門社会調査士科目　J）

 [授業の概要・目的]
本授業では、質的調査の特徴や、質的調査をめぐる現代的な課題について学ぶ。今日において質的
調査を実施するには、現場で経験する政治的社会的不正義への姿勢、個人の人権やプライバシーの
尊重、対象者への成果の還元、書くことの権力性への自省など、判断することを求められる倫理的
態度がある。また、質的調査で得られたデータの解釈をめぐっても、異なる立場がありうる。これ
らの倫理的態度やデータ解釈をめぐる立場について、どのような議論がなされているかを、演習形
式で検討する。それを通して、自ら質的調査を実施できるようになることが目的である。

 [到達目標]
・質的調査の特徴について説明できる
・質的調査を実施することができるようになる
・現代の質的調査が抱える課題について説明できる

 [授業計画と内容]
1　授業の進め方、自己紹介
2　質的調査とは何か 
3　質的調査の倫理（1）基本的な姿勢
4　質的調査の倫理（2）倫理審査
5　質的調査の現代的課題（1）理論的背景
6　質的調査の現代的課題（2）書くことの政治
7　質的データをいかに解釈するか（1）
8　質的データをいかに解釈するか（2）
9　質的データをいかに解釈するか（3）
10　質的調査の代表的な成果（1）
11　質的調査の代表的な成果（2）
12　質的調査の代表的な成果（3）
13　質的調査データの検討（1）：フィールドノートの分析
14　質的調査データの検討（2）：トランスクリプトの解釈
15　授業のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点とレポートによる。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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
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

2020・
  通年集中曜時限 集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  次世代グローバルワークショップ

 [授業の概要・目的]
世界30数か国の大学から大学院生と若手研究者の参加を得て12年間開催してきた実績のある「次世
代グローバルワークショップ」を単位化したもの。 
今年度はベトナム社会科学院（ハノイ）で9月下旬から10月初旬に開催予定。スクリーニングの上、
報告者を確定する。フルペーパーの提出を求め、年度末Proceedingsに掲載する。詳細は4月から5月
にcalls for paperがKUASUや文学部のHPに掲載される。（http://www.kuasu.cpier.kyoto-u.ac.jp/）単位
を希望する者は応募時にその旨を明記すること。 なお、渡航費などの支援については検討中である。

 [到達目標]
テーマに従い英語論文を執筆し、英語で研究報告を行う。質問の受け答えや、研究者間の交流が主
体的に行える。修士、博士レベルの参加者で構成されるため、国際舞台の第一のステップとして参
加しやすく、成果は大きい。

 [授業計画と内容]
参加者は統一テーマについて英語論文を執筆し、英語で研究報告を行う。参加にあたってはおおま
かに以下のプロセスを伴う。
１．タイトルの作成
２．要旨の作成
３．応募書類の作成と応募
４．論文執筆（6000語程度）
５．校閲
６．発表原稿作成
７．発表演習
８．修正
９．報告
１０．大学教員からのコメントと返答
１１．全体のディスカッション
１２．研究者間交流
１３．論文のリライトと編集
１４．論文および研究構成に関する宣誓書の確認・提出
１５．プロシーディングス掲載と確認
ワークショップでは世界各地からの参加者と同じセッションで報告し、やはり世界各地から参加す
る大学教員からコメントを受ける。国際会議での学術発表の実践的経験を積む貴重な機会である。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
参加希望者はあらかじめ発表要旨を提出し、選考を通った者のみが参加を認められる。

 [成績評価の方法・観点]
ワークショップ参加・報告とリライトした論文により評価する。詳細は別途説明する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
calls for papers募集要項に従って準備を進める。

（その他（オフィスアワー等））
ワークショップ参加希望者は
asato.wako.4c(@)kyoto-u.ac.jp 
を通じてアポを取ること。(@)は@に。

※オ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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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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

  2020・
   通年 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  小社会からみた地域創生の実態と可能性/地域社会学  　（社会調査士科目Ｇ）

 [授業の概要・目的]
本授業の目的は、フィールドワークの手法を学習しながら、以下の五点を基軸に地域社会調査を企
画実行することにある。その五点とは、第一に、地域社会が育んできた社会編成の制度と智慧を学
びこと、第二に、地域社会が直面している困難(農林漁業の困難、後継者不足、過疎化、少子高齢
化など)の実態を学び、その対応を考えること、第三に、東海、南海、東南海地震による甚大な被
害が想定される地域が、それに対処するためにどのように対応を準備しているのか(できていない
か)について検討すること、第四に、地域社会で暮らす人々が様々に挑戦している「地域おこし」
の実践と協同してその問題点と可能性を洗い出すこと、そして最後に、地域の人たちと共に地域の
近未来像を考えることで地域に社会調査の成果を還元すること、である。調査地は一九九八年以降、
地元自治体と連携して本研究室が地域社会調査(「地域に学ぶ」)を実施してきた三重県南部東紀州
地域である。

 [到達目標]
過疎高齢化が進行し、生業基盤が衰退し、社会組織や祭祀の維持も困難になりつつある小社会にお
いて、こうした困難に村人がどのように対応し社会の再編・再創造をはかろうとしているのかを地
域から学ぶことを到達目標とする。 

 [授業計画と内容]
第一期(1回~3回) 現代日本社会における農山漁村の実態について主に学ぶ。 
第二期(4回から6回) 日本の農村社会学、地域社会学の理論的枠組について地域社会学、村落社会学
の蓄積から学ぶ。 
第三期(7回から9回)  フィールドワークについての基礎的な考え方と方法・スキルを学ぶ。
第四期(10~12回) 調査地の概要と調査地に関する先行研究を整理した上で、予備調査を実施する。 
第五期(13~15回) 現地サポーターと協力して調査のデザインを行い本調査を実施する。
第六期(16~18回) 現地調査データの整理を行う 
第七期(19~21回) 調査データをもとに知見を理論的に位置づける 
第八期(22~24回)比較すべき他地域の現況について調査すると共に補充調査を実施する 第九期(25~
27回)各自のレポートを作成し報告・討議・検討する 
第十期(28~30回) 報告書を完成させ現地に成果を還元する

 [履修要件]
予備調査（６月・一泊二日）、本調査（９月・三泊四日）、補充調査（１１月・一泊二日）、とく
に9月下旬の本調査には必ず参加すること。 
またその成果を報告書に執筆すること。 

社会学（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]
平常点と報告書執筆のレポートによって評価する

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
参加学生は、各自調査対象の地区を一つ選び、５人で一つの班を編成して共同でフィールド調査を
実施する 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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 太郎丸　博

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会調査の実際 社会調査士科目G

 [授業の概要・目的]
社会調査の企画から報告書の作成まで、社会調査の全過程をひととおり体験的に学習する。そのよ
うな体験を通して、講義で得た知識の身体化を目指す。そのためには、授業時間外の作業が多く必
要となる。また、他の受講者との相談や共同作業も多くなる。

 [到達目標]
調査の企画、実施、データの入力、分析、報告書の作成ができるようになる。

 [授業計画と内容]
前期 	
1	オリエンテーション
2	 調査の企画
3	仮説構成 
4	 調査項目の設定
5	質問文・調査票の作成 
6	 プリテストと調査票の修正 
7	 対象者・地域の選定
8	サ ンプリング 
9	 調査の実施（調査票の配布・回収、面接） 
10	 エディティング 
11	 集計、分析 
12	 データの視覚化 
13	 仮説検証 
14	 報告書の作成 
15	フィードバック
	
後期 	
1	オリエンテーション
2	 データの入力・読み込み 
3	 単純集計表、ヒストグラムの作成 
4	 変数の操作の基礎
5	変数の操作の応用
6	 クロス集計表、帯グラフの基礎 
7	 クロス集計表、帯グラフの応用
8	 散布図、箱ヒゲ図の作成 
9	 データセットの分割・結合 
10	 独立性の検定 
11	平均値の差の検定 
12	 多重クロス表分析 

社会学（特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



社会学（特殊講義）(2)

13	 回帰分析 の基礎
14	 回帰分析 の応用
15	フィードバック

 [履修要件]
社会調査士科目A～Eをあわせて受講することが望ましいが、強制ではない。

 [成績評価の方法・観点]
出席(25%)、宿題(25%)、レポート(50%)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
轟亮・杉野勇 『入門・社会調査法―2ステップで基礎から学ぶ』（法律文化社）ISBN:978-
4589032577
盛山 和夫 『社会調査法入門』（有斐閣）ISBN:978-4641183056

 [授業外学修（予習・復習）等]
復習重視。宿題が頻繁に出る。

（その他（オフィスアワー等））
授業時間外にグループで実際の調査や調査票の作成、分析などを行う必要がある。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 農学研究科 秋津　元輝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  農業・農村に関する社会学的・思想的研究文献の講読と講義

 [授業の概要・目的]
農業・農村に関する社会学的研究あるいは思想的研究を対象にして、国内外の基本文献および最新
研究を取り上げ、演習形式で授業をおこなう。

 [到達目標]
農業・農村の社会学的・思想的研究に関する世界的視野での動向を把握するとともに、その基礎的
な概念や知識を身につける。

 [授業計画と内容]
第１から４回　欧州における農業・農村の社会学的研究の検討 
　Rurality、Geographical indication、Rural development、などのキーワードを念頭におきつつ文献を
選出し、講読と講義をおこなう。

第５から８回　北米における農業・農村の社会学的研究の検討 
　Agricultural science and technology、Urban agriculture、Food security、などのキーワードを念頭にお
きつつ文献を選出し、講読と講義をおこなう。
 
第９から１２回　日本における農業・農村の社会学的研究の検討
　アクション・リサーチやフォーカス・グループインタビュー、などの最近の調査手法に注目しな
がら、文献を選出し、講読と講義をおこなう。

第１３から１５回　総合討論および予備日

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
報告や討論への参加などの平常点で評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業の進行に応じて適宜指示する。 

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回文献を指定するので、事前に必ず予習してくること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 農学研究科 秋津　元輝

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  欧米における食農倫理研究の最前線 

 [授業の概要・目的]
欧米における食農倫理に関する研究のうちから、最新の注目すべき業績を取り上げて、履修者と討
議しながら、講義をおこなう。 

 [到達目標]
食と農の倫理的研究の世界的な研究内容と課題について理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のトピックスの範囲内から欧米の最新研究をとりあげて演習形式で文献紹介をおこない、内容
について解説、討議する。

第1回　食農システムの社会学・倫理学研究の概要
第2回から5回
・食農倫理学の体系
・Alternative Food Networks
第6回から9回
・食消費倫理をめぐる実践的研究
・食農技術開発をめぐる倫理問題
第10回から13回
・食料システムの社会学的分析
第14回・15回
・総合討論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
報告や討論への参加などの平常点で評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、課題となる文献を示すので、事前に必ず予習してくること。

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



行動文化学系69

科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 教育学研究科 稲垣　恭子
准教授 教育学研究科 竹内　里欧

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  教育社会学の研究

 [授業の概要・目的]
本授業は、現代社会におけるビルドゥングスロマンのあり方をテーマに行う。ビルドゥングスロマ
ンとは、主人公の様々な経験や移動をとおしての自己形成をテーマとした物語をさし、近代社会に
おいては、典型的な自己形成の物語として普及した。しかし、そうした物語は現在、ゆらぎをみせ
つつある。現代社会において、自己形成をめぐる物語は、どのように存在しているのだろうか、新
しい物語は生まれつつあるのだろうか。授業では、ビルドゥングスロマンの誕生・発展・変容、そ
の社会的背景および意義について理解した上で、ポスト近代社会である現代において、自己形成を
めぐる物語はどのように存在しているか（いないか）について、歴史的変容、国際比較、ジェンダ
ー論の観点をとりいれつつ考える。それらの検討をとおし、現代社会における「成長」というテー
マについて多角的に考察する。授業は、講義、先行研究の報告・検討、具体的素材の分析、ディス
カッションを組み合わせて行う。   

 [到達目標]
現代社会におけるビルドゥングスロマンのあり方というテーマをとおし、教育社会学の研究の理解
を深め、現代社会における「成長」の意味について多角的に考察する。  

 [授業計画と内容]
1回　イントロダクション(文献の選定、発表担当者の順番決めなど) （稲垣・竹内）
2回　ビルドゥングスロマンの誕生と発展　（講義+ディスカッション）（竹内） 
3回　ビルドゥングスロマンのゆらぎと変容　（講義+ディスカッション）（稲垣） 
4回　ビルドゥングスロマンにかんする研究を読む(先行研究の報告・検討：　誕生）（稲垣） 
5回　ビルドゥングスロマンにかんする研究を読む(先行研究の報告・検討：　発展・普及）（稲垣）
 
6回　ビルドゥングスロマンにかんする研究を読む(先行研究の報告・検討：　ゆらぎ）（稲垣） 
7回　ビルドゥングスロマンにかんする研究を読む(先行研究の報告・検討：　歴史的変容の観点か
ら）（竹内） 
8回　ビルドゥングスロマンにかんする研究を読む(先行研究の報告・検討：　国際比較の観点から）
（竹内） 
9回　ビルドゥングスロマンにかんする研究を読む(先行研究の報告・検討：　ジェンダー論の観点
から）（竹内） 
10回　ビルドゥングスロマンにかんする映像資料の鑑賞とディスカッション（稲垣・竹内）
11回　ポスト近代社会におけるビルドゥングスロマン（分析の発表：　歴史的変容の観点から）（
竹内） 
12回　ポスト近代社会におけるビルドゥングスロマン（分析の発表：　国際比較の観点から）（稲
垣） 
13回　ポスト近代社会におけるビルドゥングスロマン（分析の発表：　ジェンダー論の観点から）
（竹内） 
14回　現代社会における「成長」を考える（ディスカッション）（稲垣・竹内） 
15回　授業のまとめと振り返り（稲垣・竹内） 

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

（※　上記のような予定で行うが、出席者の関心にしたがって、適宜調整する。）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
報告・発表、ディスカッションへの貢献、レポートをもとに、総合的に評価する。 
内訳は、おおよそ、報告・発表（50％）＋レポート（50％）とする予定であるが、授業の状況によ
り適宜調整する。 
到達目標について、教育学部（または教育学研究科）の評価方針に従って評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
報告・発表を担当する者は十分に準備をすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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 東南アジア地域研究研究所 速水　洋子

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東南アジアにおける家族と社会　Family and Society in Southeast Asia

 [授業の概要・目的]
[テーマ：東南アジアにおける家族と社会]東南アジアでも少子高齢化が進行中である一方、国内外
の移動はますます顕著になっている。そうした中で生活の根幹をなす家族はどのように展開してい
るのか。そもそも家族は社会のなかでどのように理論化され記述されてきたのか、その変化はどの
ようにとらえられるのか。ここでは、人類学の理論や東南アジア・東アジアを中心とするミクロな
民族誌的視点と、制度やイデオロギーの過去から現在に至る展開とグローバル化というマクロな視
点を研究の動向を追いながら学ぶ。また、現代的な問題として移動労働や高齢化とケアの問題など
とのかかわりを検討し、家族の領域、家族と社会のかかわりが地域理解においてどのように位置づ
けられるのか考察する。授業は講義と受講者の発表との両方によって進められる。
[Theme：Family and Society in Southeast Asia]In a large part of Southeast Asia, aging of the population has 
become a recognized issue. In the meantime, there is increasing mobility both domestic and international. 
How are these processes affecting the realm of the family which constitute the foundation of everyday life? 
How has the family been described and theorized within society to begin with, and how is this evolving in the 
face of current changes? This class will consider both anthropological theories, micro-level ethnographic 
perspectives especially in Southeast and East Asia on the one hand, as well as the institutional and ideological 
developments on the macro level from past to present, following relevant research trends. Moreover, it will 
address some contemporary issues such as migrant labor, aging and care in relation to the family, and discuss 
how the family realm is relevant to the study of the region. There will be lectures, presentations by class 
participants, as well as discussion.  

 [到達目標]
１）家族と社会に関する基本的事項を理解し、比較の視点から論じる。
２）家族を論じることを通じて、東南アジア社会について理解し、受講者各自の研究・調査におい
て家族と社会を理解する基盤とする。
1) To better understand fundamental issues related to the family and society, and be able to discuss these 
from a comparative perspective.
2) To increase understanding of the characteristics and current trends in Southeast Asian society in 
preparation for the participant's own research.

 [授業計画と内容]
I　授業の説明と序論【1週】
II　家族をめぐる議論（人類学を中心に）【2-4週】
III　ジェンダーと家族【5-6週】
IV　東南アジアの家族とつながり【7-8週】
V　民族誌で読む家族と社会【9-10週】
VI　家族の制度と国家【11-12週】
VII　各論：移動と家族・高齢化とケア・LGBTと家族【13-15週】

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

I　Introduction 【week 1】
II　Theoretical discussion of the family【weeks 2-4】
III　Gender and family【weeks 5-6】
IV　Family and relatedness in Southeast Asia【weeks 7-8】
V　Reading ethnographies on family and society【weeks 9-10】
VI　The family as institution and state 【weeks 11-12】
VII　Topics: Migration and family, intercultural marriage, care, LGBT family etc.【weeks 13-15】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
【評価方法】
平常点（30％）、発表（30％）、期末レポート（40％）
【Method of evaluation】
Class participation(30%), class presentation(30%), final report(40%).

 [教科書]
授業中に指示する
授業は、7区分するが、区分ごとにテキストを配布する。
Introduced during class.
The semester will be divided in seven clusters, and texts will be distributed before each cluster.

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講者は、毎回の授業のテキストをあらかじめ読んで、議論に参加することを求める。また、テキ
ストを読んで発表し、議論を先導する役を（受講者数に応じて）分担で受け持つ。期末レポートで
は、授業で扱ったテーマについて、受講者自身の研究関心との関連で論じてもらう。
Participants will be expected to be prepared to join in discussion based on the reading assignments. 
Depending on the class size, they will be assigned a presentation of the major points of the reading and will 
be expected to lead the discussion, once or twice depending on the size of the class.
The final paper will ask the participants to review the themes in relation to their own research interests.

（その他（オフィスアワー等））
面談が必要な場合は時間設定は随時相談に応じる
Office hour upon consultation.

※オ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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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 吉田　純

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会情報学の諸問題

 [授業の概要・目的]
情報と社会との関係を軸として、現代社会の思想的・理論的・経験的あるいは実践的な諸問題につ
いて、内外の最新の研究文献に基づき、受講者各自の問題関心に沿った研究報告と批判的検討を行
う。 

 [到達目標]
社会情報学およびその関連領域における研究のための基本的な視点と方法を習得する。

 [授業計画と内容]
演習形式を取り、下記の計画で進める。

第1回　第2回以降の研究報告の日程を、受講者の希望に基づき調整する
第2～14回　各回につき1～2名の担当者の研究報告と、それに基づく質疑応答・討論をおこなう
第15回　フィードバック(PandA上で実施)

 [履修要件]
学部レベルの社会学関係科目を履修していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（素点）による
（配点：研究報告50点＋参加状況50点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
・自身の研究報告の前提として、事前に十分な時間を取り、先行研究等の関連文献の読み込みやデ
ータの収集・整理を十分におこなっておくこと。
・研究報告完了後は、教員や他の受講者から受けたアドバイスを参考にし、修士論文、博士論文等
の完成に向けて、文献やデータの収集・整理・読解をひきつづきおこなうこと。 

（その他（オフィスアワー等））
レジュメの整理・共有等のため、PandAサイトを活用する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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 人間・環境学研究科 柴田　悠

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  社会行動論演習

 [授業の概要・目的]
人間の社会行動（その集積である社会現象を含む）に関連する自由テーマの研究論文を作成するた
めに、受講者各人が、自らのテーマに関する先行研究を整理・批判しつつ、独自の発想を加えた考
察を行い、発表をする。
さらに、その発表内容について、出席者全体で発展的議論を行い、互いの考察を深め合う。
またその際、担当教員は、社会行動論の専門家として、建設的なアドバイスを行う。  

 [到達目標]
人間の社会行動（社会現象を含む）を、客観的に分析・説明・議論できるようになる。  

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画に従って授業を進める。ただし、受講者の状況などに応じて、内容を変更する
可能性がある。

第1回　ガイダンス（先行研究の扱い方、考察の仕方、発表の仕方）、受講者各人の発表日程の決
定。
第2回　担当教員が見本発表を行う。そのあと、出席者全体で発展的議論を行う。
第3回～第14回　毎回1名が発表する。発表では、「人間の社会行動（社会現象を含む）に関連する
自由な問い」、「その問いに最も近い先行研究（1つ以上）の整理と未解決点」、「その未解決点
に関するできるだけ客観的な独自考察」、「問いへの暫定的な答え」、「考察の限界と今後の課題」
を、レジュメに沿って口頭発表する。そのあと、出席者全体で発展的議論を行う。

第15回　フィードバック（詳細は授業中に説明）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（100点満点）によって評価する。具体的には、発表の内容（50点）と、議論への参加度（
50点）に基づいて評価する。

社会学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



社会学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
https://sites.google.com/site/harukashibata/profile(教員紹介のページ)

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習は、今後の自分の発表のための準備を入念に行うこと。
復習は、毎回の授業内容をふりかえり、関連情報を調べること。不明点については、口頭かメール
で教員に質問すること。
予習・復習の時間配分は、予習120分（平均）、復習120分を目安とする。  

（その他（オフィスアワー等））
本授業は人間・環境学研究科と共通のゼミである。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 6M361 LJ45　

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

  2020・
   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]
近年、移民研究、トランスナショナリズム研究、ディアスポラ研究、アジア研究などの一部が融合
・発展した「トランスパシフィック研究」が注目を集めている。その背景には、グローバル経済の
覇権をめぐる中国とアメリカの争い、TPPをめぐる世界的論争、北朝鮮による核の脅威とアメリカ
などの対抗措置、北アメリカにおけるアジア系移民の急増などが挙げられる。
本年の授業では、移民・マイノリティとの関連で、トランスパシフィック研究の論文を講読しなが
ら、アメリカと東アジア諸国の力関係（共犯関係を含む）、越境移民たちの経験を再考する。

 [到達目標]
トランスパシフィックという概念を導入することによって、たとえばトランスアトランティックに
おける人の移動との類似点と相違点がみえてくることを目指す。

 [授業計画と内容]
第1週 授業概要
第2週 トランスパシフィックの定義と移民
第3週 アメリカと東アジア諸国の共犯関係（Noki Sakai and Hyon Joo Yoo）
第4週 同上
第5週 越境移民たちのネットワーク（Francoise Lionette and Shu-mei Shih)
第6週 同上
第7週 ゲスト
第8週 トランスパシフィック研究と日本人移民 (東栄一郎）
第9週 同上
第10週 トランスパシフィック研究とアジア系アメリカ人 (Lisa Lowe)
第11週 DVD 鑑賞
第12週 トランスアトランティックにおける人の移動
第13週 トランスパシフィック研究の方向性
第14週 アートに見られるトランスナショナリズム
第15週 まとめ

 [履修要件]
英語論文を読み解く力

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]
レポート 40%
平常点・討論・提出物 40 %
発表  20%

 [教科書]
未定

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で配付する課題論文を読んでくること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET30 7M362 SJ45　

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

  2020・
   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)
1-15
2018-9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。
また、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。

(後期)
1.イントロダクション
2. 文化理論について（1）
3. 文化理論について（2）
4. 文化理論について（3）
5. 主体とアイデンティティについて（1）
6. 主体とアイデンティティについて（2）
7. 主体とアイデンティティについて（3）
8. フィールドワークについて（1）
9. フィールドワークについて（2）
10. フィールドワークについて（3）
11. エスノグラフィについて（1）
12. エスノグラフィについて（1）
13. エスノグラフィについて（1）
14. 日常的実践の世界について（1）
15. 日常的実践の世界について（2）

社会学(演習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(演習)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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。
2018-9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。

 [参考書等]
  （参考書）
適宜配布します

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET30 7M362 SJ45　

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

  2020・
   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―20世紀システムとその転換―

 [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。（4－5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。（9－10回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET30 7M362 SJ45　

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

  2020・
   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)

社会学(演習)(2)へ続く↓↓↓



社会学(演習)(2)

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)
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]
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

 [授業外学修（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。
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科目ナンバリング 　G-LET30 7M362 SJ45　

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 田中　紀行

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  行為理論とマクロ社会学

 [授業の概要・目的]
　行為理論を基礎としたマクロ社会学理論構築の可能性について、システム理論と比較しつつ検討
する。主として英語圏とドイツ語圏における代表的な研究者（A. Giddens、J. Coleman、J. Alexander、
H. Esser、R. Münch、H. Joas、U. Schimank、T. Schwinnら）を取り上げ、関連する文献を順次講読す
る。受講者に要約・報告してもらう文献は受講者の語学力に応じて割り当てる（英訳や邦訳が利用
できる場合はそれを利用する）。
　これとあわせて受講者による修士論文・博士論文等の中間報告も適宜行う。

 [到達目標]
　社会学的行為理論に属するさまざまなアプローチの特徴や問題点と、それらをマクロ社会学の基
礎として採用する際の課題について理解する。

 [授業計画と内容]
前期
【第1回】イントロダクション
【第2回～第15回】英語圏・ドイツ語圏の関連文献の講読。修士論文・博士論文等の中間報告を適
宜行う。
後期
【第1回～第14回】英語圏・ドイツ語圏の関連文献の講読。修士論文・博士論文等の中間報告を適
宜行う。
【第15回】まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
　報告レジュメと授業中の発言によって評価する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
　受講者は毎回テキストの該当箇所を予習してくることを求められる。

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

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 丸山　里美

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  質的調査にもとづく研究

 [授業の概要・目的]
この授業は、社会・文化をおもに質的に調査し、分析し、記述することに関わる問題について考察
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]
質的調査にもとづいて書かれた研究や、質的調査に関する諸問題に関する理論的知見を批判的に検
討し、自身の研究に関する視座を獲得すること。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
　自己紹介、講読文献の決定、発表担当者の決定
第2回～第6回　文献講読
　質的調査にもとづいて書かれた研究、質的調査に関する諸問題について書かれた文献を輪読し、
議論を行う。
第7回～第14回　研究報告
　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検討を行う。
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
報告と議論への参加によって評価する

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表時にはレジュメを用意して報告をすること。また討論にも積極的に参加すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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

  2020・
   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。  
特別な許可がない限り、授業時でのパソコン、携帯電話、スマホの使用を禁止する（ノートは手書
きで取ること）。  

 [成績評価の方法・観点]
平常点（80％）と小テスト（20％）による評価・・・毎回配るコメント・質問用紙や授業内での発
言、小テストなど

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  
水野一晴 『世界がわかる地理学入門－気候・地形・動植物と人間生活』（ちくま新書）ISBN::978-
4-480-07125-5  

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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

  2020・
   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。  
特別な許可がない限り、授業時でのパソコン、携帯電話、スマホの使用を禁止する（ノートは手書
きで取ること）。 

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]
平常点　（80％）と小テスト（20％）による評価・・・毎回配るコメント・質問用紙や授業内での
発言、小テストなど

 [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
水野一晴 『世界がわかる地理学入門－気候・地形・動植物と人間生活』（ちくま新書）ISBN:978-
4-480-07125-5

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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

  2020・
   前期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  山と森の歴史地理学

 [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，廃村といった大きな問題に直面しているが，かつては多く
の人々が山や森の動植物に依拠して暮らしていた。山村における人と環境との関係史を，歴史地理
学あるいは環境歴史学的な観点から捉えるならば，森林を改変しながらも，それを巧みに利用・管
理する暮らしのあり方が浮かび上がってくる。本講義では，地理学・歴史学・民俗学の議論を紹介
しながら，山村と森林の歴史地理をたどることで，人と環境の関係について様々な視点に触れると
ともに，現在の山村や森林のあり方について，理解を深める機会を提供したい。 

 [到達目標]
現在様々な問題を抱える山村地域に関して，その歴史地理的背景を理解するとともに，人間と環境
の関係史を広い視野から動態的に捉える能力を養う。

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

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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 『森と火の環境史』（思文閣出版）ISBN:9784784219735
米家泰作 『中・近世山村の景観と構造』（校倉書房）ISBN:9784751733508
白水智 『中近世山村の生業と社会』（吉川弘文館）ISBN:9784642029490
池谷和信・白水智 『山と森の環境史』（文一総合出版）ISBN:9784829911999

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ(講師の研究業績など（京都大学教育研究活動データベース）
)
https://orcid.org/0000-0002-3391-5069(ORCID（Open Researcher and Contributor ID）)
https://www.facebook.com/komeie.taisaku(講師のフェイスブック)
https://researchmap.jp/tkomeie(リサーチマップ（科学技術振興機構）)

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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

  2020・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  帝国日本と地理的知

 [授業の概要・目的]
本講義では、近代の日本におい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。その際、本講義では特に朝鮮半島に
着目するが、内地や他の植民地にも注意を払う。

 [到達目標]
地理的な知の役割を歴史的に俯瞰し、その意義を批判的に捉える能力を養うとともに、様々な歴史
地理的資料に関する基本的事項を理解する。

 [授業計画と内容]
１．地理的知の近代
　第１回　歴史地理学と言語論的転回
　第２回　オリエンタリズムと心象地理
　第３回　歴史地理学と帝国主義
２．朝鮮像の系譜
　第４回　近世日本の朝鮮像
　第５回　明治日本の朝鮮像と地誌編纂
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  学知の動員と焼畑の行方
　第９回 「知的征服」とその諸相 
５．史蹟とその経験
　第10回　史蹟とコロニアルツーリズム
　第11回　史蹟の保存と経験
　第12回　征服神話と植民地
　第13回　帝国縁辺部へのツーリズム
６．帝国日本の心象地理
　第14回 「近代」概念の空間的含意
※第15回　フィードバック

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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
米家泰作 『森と火の環境史』（思文閣出版）ISBN:9784784219735

  （関連ＵＲＬ）
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sD3iQ (講師の業績など（京都大学教育研究活動データベース）)
https://researchmap.jp/tkomeie(リサーチマップ（科学技術振興機構）)
https://orcid.org/0000-0002-3391-5069(ORCID（Open Researcher and Contributor ID）)
https://www.facebook.com/komeie.taisaku(講師のフェイスブック)

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

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小方　登

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地理情報・衛星画像の処理・分析の基礎

 [授業の概要・目的]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化についてその原理を講じる。地理情報処
理の実例として地形データ（数値標高モデル：DEM）および衛星画像の処理・分析を主に取り上げ
る。地形図が利用できない地域でも利用できるDEMや衛星画像は，グローバルなスケールで有効な
地理情報ソースとして位置づけることができる。コンピュータを利用した実習も含む。

 [到達目標]
地理情報をコンピュータで処理・表示するためのモデル化についての理解の増進，そしてDEM・衛
星画像の処理・分析方法についての技術の習得を目標とする。

 [授業計画と内容]
１）地理情報のモデル化‥‥地表の現実ないし地図の内容をコンピュータで扱うためのモデルとし
て，ベクトルモデルとラスターモデルの２つを取り上げ，それぞれの特質について説明する。 （1, 
2回）
２）地理情報システム‥‥実際に運用されているGIS（地理情報システム）がどのようなものか，
QGISを利用して，ベクトル・ラスターそれぞれの形式について実際に取り込んで実習する。適切
な地理情報運用と地図表現には，正しい投影法と座標系の理解が必須なので，経緯度，UTM（ユニ
バーサル横メルカトル）座標などについて講ずる。#160地理情報処理で扱われるデータフォーマッ
トについて，Shape, GMS, GeoTIFFなどを取り上げる。（3, 4, 5回）
３）地形データの処理・分析‥‥ラスターモデルに基づく格子DEMを紹介し，QGISなどを利用し
て計量地形学に基づく分析を実習する。（6, 7回）
４）リモートセンシングの原理と応用‥‥衛星画像の利用はリモートセンシングに含まれるが，そ
の原理について，それが電磁波の観測に基づくことなどを説明する。また大気・地表・海洋の観測
など，応用分野ごとの特徴について考察する。（8, 9回）
５）衛星による地球観測 ‥‥地球観測衛星の運用方法について説明する。地球観測衛星の光学セン
サー，合成開口レーダーについて解説し，さらに近年利用可能になった高解像度衛星の性能につい
て紹介する。 さらにデータの入手方法について説明する。（10, 11回）
６）衛星画像の分析と表示‥‥コンピュータを利用した衛星画像の応用は，地表の土地被覆につい
ての処理・分析が中心だが，それらについて紹介する。衛星画像の複数バンドを用いた合成色表示，
植生分布の指標化，最尤法に基づく土地被覆分類の原理を説明した上で，コンピュータを用いた実
習を行う。QGISなどを利用する。（12, 13, 14回）
※）フィードバックについて‥‥フィードバック期間あるいはそれ以外でも，授業内容に関する質
問等があれば，随時受け付ける。以下に記したオフィスアワー以外の面談は，事前にメール等で日
時を決めることが望ましいが，気軽に相談してほしい。

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]
レポート試験による。それ以外に随時小テストを行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/ogata/(小方研究室ホームページ)

 [授業外学修（予習・復習）等]
GISソフトウェアQGIS，地形データSRTM/AW3D30，LANDSAT衛星画像は，インターネット上で
無料で利用できるので，各自のパソコンにダウンロードすること。必要に応じ，メディアセンター
の端末や自宅のパソコンにおいて，授業で扱う内容を実行することができる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：月曜11:00～12:30

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

授業科目名
　<英訳>

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

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国農村の生活空間

 [授業の概要・目的]
中国農村における空間と社会が、どのような関係を形成してきたのかをめぐって、地理学の視圏に
軸足をおいて講義を進める。江蘇、河南、四川などで行ってきたフィールド調査に基づいて、中国
農村の生活空間とその多様性を実態的に考えてゆく。

 [到達目標]
地理学における生活空間論に関する基本的事項を理解する。
中国農村について理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマをめぐって授業を行う。
１つのテーマあたり２－３週の授業（全15回）を行う。

１．村落・行政村
２．定期市・市場町
３．市場圏・郷
４．通婚圏
５．広域の生活空間
６．中国農村の基層空間
７．生活空間論

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
主に期末のレポートにより評価を行い、授業への参加度を加味する。授業への参加度は授業時のデ
ィスカッションによって測る。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業の内容について、授業中に紹介した文献や論文を参考としながら、自らの興味関心に応じて発
展的な学習を展開する。期末レポートにその成果を反映することになる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 地球環境学舎 山村　亜希

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  戦国・近世都市を読む・歩く

 [授業の概要・目的]
　現在の景観は、長きにわたる自然と人間との相互作用の結果である。歴史的建造物や遺跡が眼前
になくても、景観にはその地域固有の歴史と地理が刻印されている。このような歴史地理学の視角
を前提として、本授業では、現在の都市景観の中に歴史地理の痕跡を見出し、その特性を考える。
　この授業は、現代の地域の「前史」を知識として知ることをゴールとするものではない。現代の
諸地域がどのような特性を持っているのか、その地域性の形成要因・メカニズムとは何かといった、
地域を探求する視点・方法を身につけることを目的とする。
　授業では、①戦国～近世初期の都市景観を復原し（景観復原図の作成）、②その後の（主に近代
以降の）景観変化を地図上で見出し（新旧地形図の読図）、③現地を歩いて、現在を規定する過去
の空間構造と地域性を考察する（巡検・景観観察）。いずれも歴史地理学のオーソドックスな方法
である。
　以上より、本授業では、畿内・その近国の戦国～近世初期（16～17世紀）の都市（城下町・港町）
を事例として、①景観復原図の作成、②読図、③巡検の方法で、その後身である現代の都市景観に
アプローチする。①については、文献史料や絵図等の歴史資料を提示しその史料批判を講義するの
で、それをふまえて受講生自身が景観復原図を作成する。その復原図を元に、戦国～近世初期の歴
史的意義や地域的特性について講義を行う。②については、明治から大正、昭和、平成の地形図を
もとに、受講生が読図を行い（人数に応じてグループで）知見を発表する。それを総括しつつ、空
間構造の変遷と立地環境の変化について講義を行う。これらをふまえて、休日を使って、実際に現
地に赴いて③の巡検を行う。
　このように本授業は、実習的要素が多い。地図を作り、読み、歩くという人文地理学の基礎的な
３つの実践を通じて、歴史地理学の醍醐味と地域の多様性を実地で学んで欲しい。

 [到達目標]
歴史地理学の視角を理解し、①文献・絵図・発掘調査等の多様な資料を適切に活用した実証的な景
観復原と、②地形図の読図と比較地誌的な考察、③巡検といった地理学の実践ができるようになる。
それとともに、人文地理学の発想力・想像力を身につける。

 [授業計画と内容]
各地の調査成果や巡検先の博物館の特別展・企画展、授業の進捗状況に応じて、順番の変更や対象
地の変更の可能性もある。巡検の日程は初回で受講生の都合を聞き、2回目の授業で決める。

第1回：授業の概要説明、歴史地理学の視角と方法
第2～3回：城下町を歴史地理学から考える
第4～6回：琵琶湖岸の城下町と港町（膳所・堅田）
第8～13回：明智光秀と丹波の城下町（福知山など）
第14回：まとめ・巡検知見の討論
第15回：フィードバック
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 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート（40%）
平常点：コメントペーパー、景観復原図作成、読図、巡検レポート（60%）　

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で指示する景観復原図の作成、新旧地形図の読図は、授業時間内に終えられなかった場合、翌
週までの宿題となる。巡検の感想を撮影した写真を含めてまとめてレポートとして提出することが、
復習となる。巡検までに、指示した参考文献等を読んでくると理解が深まり予習となる。

（その他（オフィスアワー等））
巡検は授業の一環なので、複数回提示する巡検日程のうちの少なくとも1回は、予定を事前に確保
し、できるだけ参加すること。巡検に係る交通費・入館料等は自己負担である。現地では、交通安
全に十分気をつけることはもちろんだが、生協の学生総合共済等の自分が加入している保険の情報
を確認しておくこと。 
授業では、毎回A3サイズの大判の地図を複数枚配布し、指示に従って着色・記入しながら講義を進
める。赤・青・黄色・緑の最低4色以上の色鉛筆（消しゴムで消せるものがベター、色鉛筆のセッ
トが便利）と、文字を書き込むことのできる色ペンを複数本準備し、毎回持参する。中学・高校で
使用した地図帳を持参するのがベター。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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

2020・
  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．
9月8日（火）森林斜面での野外実習（京都近郊丘陵地）
9月9日（水）実験室での土質試験（宇治キャンパス）
9月10日（木）データ解析およびゼミ（宇治キャンパス）

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
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の採集を行う． 

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

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

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]
平常点(50%)およびレポート(50%)の評価による．

 [教科書]
使用しない
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 [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．

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

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

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 福岡大学人文学部　准教授 伊藤　千尋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  都市と農村の地理学

 [授業の概要・目的]
都市と農村は、それぞれに暮らす人々にとっての「生活の場」であるだけでなく、双方にとって相
互補完的な機能を有している。そのため、一方の繁栄が他方を詐取したり、衰退させたりするよう
な関係を是正し、バランスの取れた関係を模索することは、持続可能な社会を築いていくために重
要な課題となる。
本講義では、日本における都市－農村関係の変遷や現代的課題について考えることを目的とする。
また、自然・社会環境の異なるアジア・アフリカ諸国における都市－農村関係の現状を知ることに
より、日本の特徴について客観的に考える。これらを通じて、これからの時代に求められる都市－
農村関係について議論する。
集中講義3日間のうち、2日目には滋賀県高島市朽木による現地調査を実施する。

 [到達目標]
・都市・農村それぞれの場所の特性を理解できる
・都市・農村それぞれが抱える現代的課題について理解できる
・都市・農村それぞれが直面する課題に対し、地理学はどのように向き合うべきなのかについて、
主体的に考え、発想することができる

 [授業計画と内容]
[第1回]イントロダクション
（講義）授業のねらいや進め方について概説する

[第2-5回]日本における都市－農村関係の変遷と現在
（演習）都市と農村のそれぞれの場所の特性を確認する
新聞記事や参考文献から、日本の都市－農村関係の変遷や、現在の都市と農村が抱える課題につい
て考える

[第6-10回]山間部集落の実態
(学外実習)滋賀県高島市朽木において実習を行う。

[第11-12回]実習の振り返り
（演習）現地で得られた情報から、日本の都市－農村関係の現状を改めて考える

[第13-14回]途上国における都市と農村
（講義）日本とは環境が異なるアジア・アフリカ諸国における都市－農村関係の現状を知ることに
より、日本の都市－農村関係の特徴について考える。

[第15回]都市と農村の共生とは？
授業のまとめとして、これからの時代の都市－農村関係の在り方を考える
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※上記の計画は、学生の興味・関心や実習の内容により変更する可能性がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（毎回のコメント、ディスカッションへの参加、実習に関する小レポート等）により総合的
に評価する

 [教科書]
使用しない
参考資料は配布、またはウェブ上にて共有する予定である

 [参考書等]
  （参考書）
水野一晴・藤岡悠一郎 編 『朽木谷の自然と社会の変容』（海青社）ISBN:9784860993320
島田周平・上田 元 編 『アフリカ (世界地誌シリーズ) 』（朝倉書店）ISBN:978-4254169287

 [授業外学修（予習・復習）等]
集中講義であるため各回の情報を各自で復習し、翌日の授業に応用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。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 立命館大学文学部  准教授 加藤　政洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代京都の都市構造と景観復原

 [授業の概要・目的]
この授業は、都市空間の形成史に関する基礎的な知識、適切な調査手法、そして分野横断的な都市
研究における最新の視角をふまえて、近代京都の空間変容を〈場所／景観〉に着目して明らかにす
ることを目的としています。
平安建都以来、都市としての歴史を有する京都は、いくつかの画期を有しながらも、近代化の過程
でその形姿を大きく変えてきました。明治・大正・昭和戦前期を通じて、さまざまな規模における
空間の生産ないし改変によって、既成市街地とその周辺には新しい〈場所／景観〉が生み出され、
それらは強度を異にすれども文化・社会に多大な影響を及ぼし、都市的経験や場所感覚の空間的基
体となっています。
歴史的・文化的な場所ないし景観への関心が高まるなか、景観の変化を土地の履歴とともに知るこ
とは人文学にとどまらず重要な課題のひとつとなるでしょう。語りや言説を含むテクストの断片、
あるいは絵図（名所図会など）や古写真のフレームの内部に切り出された歴史的景観を素材にして、
その他の資料（地形図、絵画、空中写真、古写真、新聞記事、文学作品……）を複合的に組み合わ
せながら、近代京都に生み出された〈場所／景観〉を復原し、その意味を読み解いてみたいと思い
ます。なお、必要な講義にくわえて、臨地型の授業も実施する予定です。

 [到達目標]
1）近代都市／京都の空間構造を理解すること。 
2）歴史的な地誌（資料）を的確に読解できるようになること。 
3）歴史地理学的な景観復原の方法を身につけること。 
4）隣地型授業や授業外学習（フィールドワーク）の成果を最終レポートの内容に反映できること。

 [授業計画と内容]
（ 1）都市とは何か
　　topics：都市の中枢性、ロラン・バルト、エロティシズム
（ 2）近代都市の空間構造（1）
　　topics：空間構造、シカゴ学派、同心円モデル
（ 3）近代都市の空間構造（2）
　　topics：エンゲルス、空間構造、石川栄耀
（ 4）近代都市の空間構造（3）
　　topics：中心-周縁、空間の読解、ルフェーブル、ヘテロトピア
（ 5）都市図を読む
　　topics：地形図と都市図、読図、遊廓・花街、周縁性、土地開発、区画整理
（ 6）近代京都の商業をめぐる地図資料
　　topics：京都市明細図、火災保険地図、住宅地図、商店街調査 
（ 7）主要商店街の店舗復原 ①　錦市場
　　topics：錦市場、京都市明細図、新聞記事、商工人名録
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（ 8）主要商店街の店舗復原 ②　祇園町
　　topics：祇園町、京都市三大事業、京都市明細図、電話帳
（ 9）主要商店街の店舗復原 ②　祇園町
　　topics：祇園町、カフエー、遊歩者、景観変容
（10）強制疎開と景観変容
　　topics：建物（強制）疎開、語り、景観変容
（11）主要商店街の店舗復原 ③　堀川京極と三条商店会
　　topics：強制疎開と景観復原、堀川京極と三条商店会の比較
（12）鴨川納涼の景観／空間
　　topics：四条磧、夕涼み、祭礼、空間文化、失われた景観
（13）祭礼と街路景観
　　topics：祇園祭、街路景観、ねりもの、伝統
（14）主要商店街の店舗復原 ④　新京極
　　topics：新京極、京都市明細図、商店街調査、劇場・寄席・映画館、仏閣
（15）主要商店街の店舗復原 ④　新京極
　　topics：新京極、飲食店、遊歩者の足どりと語り

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点40％（小レポートなど）
期末レポート60％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で紹介する地図類を必ず確認してください。

学術的な文献のみならず、文学作品・映画・小説などを紹介しますので、興味のある範囲で結構で
すから、目を通しておいてください。

授業で取り上げた場所をフィールドウォークすることも推奨します。

（その他（オフィスアワー等））
なにかあれば、メールでお知らせください。

地理学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(3)

※オ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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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 立命館大学文学部  准教授 加藤　政洋

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代京都の都市構造と景観復原

 [授業の概要・目的]
ドイツ人思想家であり、稀代の都市論者としても知られたヴァルター・ベンヤミンは、その断片的
な書物『パサージュ論』のなかで、次のような文章を書き残しました。

かつてパリがその教会や市場によって規定されたのとまったく同様に、いまや地誌的（トポグラフ
ィッシュ）な観点を10倍も100倍も強調して、このパリをそのパサージュや門や墓地や売春宿や駅
……などといったものから組み立ててみること。さらには、殺人と暴動、道路網の血塗られた交差
点、ラブホテル、大火事といったこの都市のもっと人目につかない深く隠された相貌から組み立て
てみること。（『パサージュ論III』）

ベンヤミンはここで、さまざまな都市施設に代表される物的な環境や日常生活世界、そして時に日
常性に亀裂を入れる祝祭的な場や集合的記憶を喚起する場などを、地理歴史的な想像力
geohistorical imaginationによって布置するという、空間論的な都市誌の方法を提示しています。
今期の地理学（特殊講義）では、前期の講義内容をふまえつつ、このベンヤミンの一文を導きにし
て、近現代の都市域urban areaを単なる市街地の広がりとしてではなく、たとえ幾何学的に連接する
「場所」であっても、諸種の関係が交差することによって相互に差異化され、また同時に重層して
いるような、多様な「場所」間の連環を獲得する空間として捉え返すことで、ひとつの都市誌を実
践してみたいと思います。
前期に取り上げた都市の空間構造に関する考え方をふまえながら、諸種の資料（文学作品、地図、
絵図、古写真、空中写真など）を組み合わせた実践的な都市誌を展開してゆく予定です。
はたして、そこに京都はいかなる像――「都市の肖像」――を結ぶのか……。授業のなかでぜひそ
の形姿をたしかめてみてください。

 [到達目標]
1）近代都市／京都の空間構造を理解すること。 
2）歴史的な地誌（資料）を的確に読解できるようになること。 
3）歴史地理学的な景観復原の方法を身につけること。 
4）隣地型授業や授業外学習（フィールドワーク）の成果を最終レポートの内容に反映できること。

 [授業計画と内容]
（ 1）京都文学の風景
　　topics：文学作品、絵図・地図、叙景の方法
（ 2）絵図を読む ①
　　topics：紙屋川、平野神社、紀行文・日記、名所図会
（ 3）絵図を読む ②
　　topics：円山、遊楽空間、料理屋、神社仏閣、境内、コスモロジー
（ 4）文学と地理空間 ①

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

　　topics：五番町、水上勉、場所イメージ、法の空間性
（ 5）文学と地理空間 ②
　　topics：安井金毘羅宮、愛と絶縁の空間、周縁性、京都市明細図
（ 6）文学と地理空間 ③
　　topics：裏寺町、ぼんや、明と暗、場所イメージ、三高生の酒場
（ 7）文学と地理空間 ④
　　topics：宿の立地と景観、東三本木、席貸、文学、京都法政学校
（ 8）文学と地理空間 ⑤
　　topics：宿の立地と景観、岡崎・南禅寺、川端康成、料理旅館
（ 9）京大をめぐる〈食〉環境
　　topics：第三の場所、下宿文化、飲食店
（10）文学の〈食〉をめぐる歴史地理
　　topics：いもぼう、松本清張、円山
（11）近代京都における〈食〉文化の変容 ①
　　topics：とり料理、食文化、店舗立地、移動する文化、立地適応
（12）近代京都における〈食〉文化の変容 ②
　　topics：寿司、食文化、店舗立地、移動する文化、立地適応
（13）近代京都における〈食〉文化の変容 ③
　　topics：洋食、食文化、店舗立地、立地適応
（14）場所の力
　　topics：立地選好、立地戦略、立地適応、花街
（15）景観復原の可能性と課題

 [履修要件]
前期開講の地理学(特殊講義)を受講しておくことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点40％（小レポートなど）
期末レポート60％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で紹介する地図類を必ず確認してください。

学術的な文献のみならず、文学作品・映画・小説などを紹介しますので、興味のある範囲で結構で
すから、目を通しておいてください。

授業で取り上げた場所をフィールドウォークすることも推奨します。
地理学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(3)

（その他（オフィスアワー等））
なにかあれば、メールでお知らせください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 南山大学総合政策学部　教授 藤本　潔

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2020・
  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  地形・生態系と人間活動

 [授業の概要・目的]
活発な人間活動の場となってきた丘陵地（里山環境）や平野、さらにはマングローブ生態系の成り
立ちを地形学的・生態学的に理解すると共に、人間活動がこれらの環境を改変・破壊してきた経緯
と影響を知り、人は生態系の中でいかに振舞うべきかを考える。

 [到達目標]
１．生態系の基礎的概念および生物多様性の重要性を理解する。
２．持続的な生態系利用の在り方を理解する。
３．身近な地形環境を分析し、自然災害の危険性を察知することができる。

 [授業計画と内容]
第１回　生態系と里山環境
第２回　森林生態系の役割と世界の森林の現状　
第３回　日本の森林の現状と課題
第４回　丘陵地（里山）の自然環境
第５回　沖積低地の環境変化と人間活動（１）日本の事例
第６回　沖積低地の環境変化と人間活動（２）ラインデルタの事例
第７回　日本の海岸環境の特徴と現状
第８回　陸と海の境界に成立する生態系、マングローブ生態系とその役割
第９回　マングローブ生態系を構成する生物の特徴と役割
第10回　マングローブ生態系を構成する立地環境と植生配列
第11回　マングローブ立地の形成・維持機構
第12回　マングローブ生態系と地球環境
第13回　マングローブ生態系の現状と修復への試み（１）
第14回　マングローブ生態系の現状と修復への試み（２）
《期末試験》
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]
平常点30%、試験70%
※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
KULASISに事前に授業ファイルをアップロードする。

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）
日本林業技術協会 『里山を考える１０１のヒント』（東京書籍）ISBN:9784487795277
宮城豊彦・安食和宏・藤本潔 『「マングローブ－なりたち・人びと・みらい』（古今書院）ISBN:
9784772214629
藤本潔・宮城豊彦・西城潔・竹内裕希子 『微地形学－人と自然をつなぐ鍵』（古今書院）ISBN:
9784772271417
授業で用いた資料やテータ等は、授業ファイルにその出典を明記してあるので必要に応じて参照す
ること。

 [授業外学修（予習・復習）等]
KULASISに事前に授業ファイルをアップロードするので、必ず授業前にダウンロードして予習する
と共に、そこに記載されている資料や参考図書等も活用して復習および発展的学習を行うこと。

（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。 
kfuji@nanzan-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 甲南大学文学部　教授 中辻　享

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東南アジア焼畑社会の政治生態学

 [授業の概要・目的]
東南アジア大陸部（中国雲南省、ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマー、カンボジア）の山地には
多様な民族が暮らしており、彼らは伝統的に山地斜面での焼畑稲作に従事してきた。しかし、彼ら
山地民の生計と土地利用は、国家や国際社会の政治経済の強い影響を受けるなかで、近年大きく変
容している。この講義では、特にラオスの山村に焦点を当てつつ、こうした状況において彼らがど
のような生計戦略を取っているかを特に土地利用の面から明らかにすることを主眼とする。

 [到達目標]
第三世界の政治生態学的研究の一事例として、東南アジアの山地民の生計と土地利用の近年の変化
について理解し、自身の研究のための素地とすること。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション　東南アジアの山地民と焼畑
２．焼畑とはどのような農業か１　日本と東南アジアの焼畑
３．焼畑とはどのような農業か２　焼畑の作業過程
４．焼畑とはどのような農業か３　休閑期間の役割
５．焼畑の土地利用にせまる　私の調査方法
６．山地民と国家との関わり１　東南アジアの多様な民族
７．山地民と国家との関わり２　集落移転事業について
８．山地民と国家との関わり３　土地利用政策について
９．山地民と国家との関わり４　村境の画定に関して
10．山地民の暮らしと土地利用の変化１　換金作物の導入
11．山地民の暮らしと土地利用の変化２　世帯の生計活動の多様性と貧富の差の拡大
12．山地民の暮らしと土地利用の変化３　ウシ・水牛の飼養
13．山地民の暮らしと土地利用の変化４　ブタ・家禽の飼養
14．山地民の土地利用戦略
15．まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業内の積極性やコメントペーパーの内容といった平常点（50点）および期末レポート（50点）で
評価する。

 [教科書]
使用しない

地理学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



地理学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で紹介した参考文献等に目を通す、授業内で討論を行うための事前準備など

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 甲南大学文学部　教授 中辻　享

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東南アジアへの歴史地理学的アプローチ

 [授業の概要・目的]
本講義では、東南アジアの歴史に地理学的な側面からアプローチすることを試みる。授業の前半で
は東南アジアの歴史を特に地理的な側面に焦点を当てつつ、概説する。また、現在は自然環境と人
との関わりについて長期的な観点から考察することが重要となっている。そこで、後半では、地図、
航空写真、衛星画像といった地理資料を用いて、東南アジア農村の土地利用・森林被覆について、
たどれる限界までさかのぼり、長期的な変化を明らかにすることを試みる。その方法論と研究例に
ついて、ラオスの山村を事例に説明する。

 [到達目標]
東南アジアの歴史を地理的な側面から考察できるようになること。また、土地利用・森林被覆の近
年の変化のみにとらわれず、それを長期的に考察することの重要性を理解すること。また、そこに
航空写真などの地理資料が大きな役割を果たすことを理解すること。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション
２．海上交易と都市の形成
３．東南アジアの多様な森林産物
４．東南アジアの植民地化と地図作成
５．冷戦期の東南アジア１　ベトナム戦争
６．冷戦期の東南アジア２　ラオスでの戦争
７．冷戦期の東南アジア３　社会主義化と市場開放
８．長期的な土地利用・森林被覆の変化の解明１　東南アジアの地理資料
９．長期的な土地利用・森林被覆の変化の解明２　地理資料の収集
10．長期的な土地利用・森林被覆の変化の解明３　GISを使った地理資料の重ね合わせと分析
11．ベトナム戦争が土地利用・森林被覆に与えた影響１
12．ベトナム戦争が土地利用・森林被覆に与えた影響２
13．ラオス山村の70年間の土地利用・森林被覆の変化１
14．ラオス山村の70年間の土地利用・森林被覆の変化２
15．まとめ

 [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]
授業での積極性やコメントペーパーの内容といった平常点（50点）および期末レポート（50点）で
評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業内で紹介した参考文献等に目を通す、授業内で討論を行うための事前準備など

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 埴淵　知哉

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3,4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地図表現の探求

 [授業の概要・目的]
本講義では、地域や場所の特徴を明らかにする地理学の表現方法として、地図を取り上げる。道案
内のための地図は身の回りにあふれているものの、地図にはそれ以外の機能や役割がある。例えば、
統計地図は地理的に広がる諸現象をデータの視覚化によって表現することができ、近年は膨大な位
置情報によって従来見えなかった現象を可視化することができるようになった。他方で、認知地図
とよばれる地図は頭の中にある空間的なイメージを表すもので、私たちが世界や地域をどうとらえ
ているのかを知る手がかりを与えてくれる。デジタル化・標準化が進む一方で、場所の経験を五感
を活用して表現したり、あえて手描きの地図を作ることに意義を見出すような地図も近年注目を集
めている。本講義では、普段見慣れている標準的な地図や地図帳ではなく、自由な表現技法として
の地図の見方・使い方・作り方を実践的に探っていく。

 [到達目標]
様々な地図表現の長所と短所を説明できるようになる。
地図表現に必要な情報収集やデータ処理の基礎的スキルを習得する。
視覚的表現を用いて地域の特徴を伝える方法を身に付ける。

 [授業計画と内容]
※本講義は土曜日を含む不定期の開講となります。日程は初回講義時にお伝えします。初日と最終
日は各2回、それ以外の日は3-4回分の授業を一日で進める形式を予定しています。合計5日間で15
回の授業となり、日ごとにまとまったトピックを扱います。ただし実習を含むため、進捗状況によ
って授業計画を調整することがあります。

第1-2回：講義概要の説明および地図表現の基礎
第3-6回：想像力で描く地図―認知・空想
第7-10回：五感で描く地図―視覚・聴覚・嗅覚
第11-13回：知識で描く地図―歴史・統計
第14-15回：「地域らしさ」を描く地図のまとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点：授業中に実施する作業課題の提出（100%）

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）
デービッド・バニス, ハンター・ショービー 『ポートランド地図帖―地域の「らしさ」の描きかた』
（鹿島出版会）ISBN:4306046699

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義形式での解説と実際の作図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なかで、適
宜、必要な反復作業（復習）やデータ等の準備（予習）を指示する。

（その他（オフィスアワー等））
質問は授業時間中もしくは授業後におこなってください。

※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。
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科目ナンバリング 　G-LET31 67431 LJ39　

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 アジア・アフリカ地域研究研究科 大山　修一

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アフリカの自然と文化、社会に関する地理学

 [授業の概要・目的]
近年、アフリカで調査をしていると、さまざまな変化に目を奪われることが多くなりました。物流
や外資系企業の活動などの経済の動き、自然資源の利用や生態系への影響、選挙や法律の改変など、
その変化は多岐にわたります。この授業では、アフリカの現代的な諸相を深く理解し、フィールド
ワークの素養を習得することができることをめざし、講義や実習、文献講読を通じて、アフリカの
自然、生態、文化、生業に関するフィールドワークの実際とそのフロンティアをみなさんと考えて
いきます。 

 [到達目標]
サハラ以南アフリカにおける自然や社会、文化に関する理解をふかめるとともに、基礎的なフィー
ルドワークの技法を身につけることを目標とします。

 [授業計画と内容]
講義は以下の通りです。
１．はじめに：授業の概要
２．アフリカの自然　その１
３．アフリカの自然　その２
４．アフリカの急速な人口増加
５．アフリカの土地制度
６．アフリカのチーフと慣習地
７．グローバリゼーションと貧困問題
８．自給農業は貧困なのか。
９．呪いはなぜ起きるのか。
10．気候変動と砂漠化
11．都市と農村の物質循環
12．農耕民と牧畜民の武力衝突
13．テロはなぜ起きるのか。
14．地域研究と社会貢献
15．まとめ

授業内容は、受講者の人数や興味によって変化することもあります。フィールドワークにおける基
本的な技法（データの取得、まとめ方）について、実習を取り入れることも予定しています。

 [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]
評価は、授業への理解（30%）と実習に対する期末レポート(70%)で評価します。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
フィールドワークにおける基本技法（データの取得、および分析方法）を学ぶ実習も予定していま
す。この実習では、ノートパソコンを使い、マイクロソフトのエクセルとフリーのソフトウェアを
使います。時間外に作業をしていただくこともあります。

（その他（オフィスアワー等））
平日（月曜から金曜日）までの午後をオフィスアワーとしていますが、出張などもあるので、空振
りを避けるため、事前にメール連絡してください。
メールアドレスはoyama.shuichi.3r[@]kyoto-u.ac.jp 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95

科目ナンバリング 　G-LET31 77441 SJ39　

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 地球環境学舎 山村　亜希

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  金3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  信長の地理を読む

 [授業の概要・目的]
歴史地理学は過去を扱う地理学である。その方法の一つに、歴史資料（文献史料・地図資料・考古
資料・伝承等）を地図化するというものがある。歴史資料を地理情報に変換して地図化することは、
資料の解釈や評価の可能性を大きく広げることに役立つ。さらに、歴史資料を地図の中に位置づけ
ると、資料に描かれた地域が、単なる舞台としての役割以上を持っていたことに気づくだろう。 
　歴史地理学では、①地域環境や景観を叙述した歴史資料（テキスト）を歴史的文脈の中で正確に
読み（講読）、②その中の地理情報を地図化し（復原図の作成）、③その後の地域構造の展開を把
握した上で（新旧地形図の読図）、④現地を詳細に歩き、景観を観察して（巡検）、歴史資料と現
在の地域構造の関連を考える。本演習は、このうち①～③の視点と方法を身につけることを目的と
する。 
　講読対象とするテキストは、織田信長の同時代の伝記である『信長公記』である。『信長公記』
には、信長の出身地である尾張はもちろん、信長の転戦した畿内、越前、美濃、近江、播磨等につ
いての戦国末期の景観が描出されている。このテキストに叙述された情報を、地図に照らして「見
える」化すれば、織田信長の軍事行動、戦略、家臣団の構造、戦国末期の合戦の展開、村落や都市
と戦国大名との関連、城下町建設・経営の具体像、戦国末期の自然環境などについて、新たな発見
ができる。『信長公記』は比較的読みやすく、現代語訳本もあり、講読の参考になる。本授業の焦
点は、講読よりも地図の活用にあるので、歴史資料にこれまで触れた経験がない人でも、臆せず受
講してほしい。 
　本授業では、受講生がテキストを分担して、①講読、②復原図の作成、③読図し、その成果をレ
ジュメとしてまとめて発表する。それについて、全員で討論を行う。オプションで、戦国期から近
世初頭にかけての歴史空間について、休日に半日程度の④巡検を行うので、希望者の参加を歓迎す
る。

 [到達目標]
歴史地理学の視角を理解し、①文献講読、②景観復原図の作成、③地形図の読図といった、基本的
な方法を実践できるようになる。また、これらの実践を通じて、地理学的想像力・発想力を身につ
ける。

 [授業計画と内容]
第1回　概要説明、発表の担当分け
第2回　『信長公記』11巻　信長の近江支配について発表、討論
第3回　『信長公記』11巻　信長の播磨攻略について発表、討論
第4回　『信長公記』11巻　信長の播磨攻略について発表、討論
第5回　『信長公記』11巻　信長の摂津攻略について発表、討論
第6回　『信長公記』11巻　信長の摂津攻略について発表、討論
第7回　『信長公記』11巻　信長の丹波攻略について発表、討論
第8回　『信長公記』12巻　安土城普請とその構造について発表、討論
第9回　『信長公記』12巻　信長の摂津攻略について発表、討論

地理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)(2)

第10回　『信長公記』12巻　信長の畿内攻略について発表、討論
第11回　『信長公記』関連の戦国城郭について講義、討論
第12回　『信長公記』関連の戦国城下町について講義、討論
第13回　講読全体のまとめ
第14回　総括
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]
期末レポート40％ 
平常点（コメントペーパー、発表資料の作成、読図など）60％

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
担当分の発表を準備し、発表準備を行うことが予習となる。発表後に、授業で示された修正・補足
を行い、期末レポートとして仕上げることが復習となる。

（その他（オフィスアワー等））
授業では、毎回A3サイズの大判の地形図を配布し、着色・記入して読図・討論の素材とする。その
ため、赤・青・黄色・緑の最低4色以上の色鉛筆（消しゴムで消せるものがベター、色鉛筆のセッ
トが便利）と、文字を書き込むことのできる色ペンを複数本準備し毎回持参すること。中学・高校
で使用した地図帳を持参するのがベター。 
オプションの巡検に係る交通費・入館料等は自己負担である。現地では、交通安全に十分気をつけ
ることはもちろんだが、生協の学生総合共済等の自分が加入している保険の情報を確認しておくこ
と。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 7M372 SJ39　

授業科目名
　<英訳>

地理学(演習)
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 杉浦　和子
教授 文学研究科 水野　一晴
准教授 文学研究科 米家　泰作

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2020・
   通年 曜時限  水5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  地域の諸問題

 [授業の概要・目的]
院生それぞれが遂行する研究のプロセス（テーマ設定、既往研究のレビュー、史資料収集、調査・
分析、考察と意義付け、執筆に至る一連の段階）に沿って報告を行い、互いに議論を重ねることに
より、研究を深めることを目指す。

 [到達目標]
到達目標は以下の３点である：(1)参加する院生の関心に即したテーマについて、それぞれが研究動
向を把握し、内外の先行研究を批判的に読み込み、新しい研究課題を的確にとらえるむこと、(2)オ
リジナリティ豊かな調査研究・分析手法の力量を高めること、(3)明快で論理的な論文の論理構成や
図表作成の能力を高め、研究発表や論文執筆を行う力量を身に付けること。 

 [授業計画と内容]
年度初めに１年間の院生の発表スケジュールを決め、それに従って、院生はレジュメを用意して各
自の専門のテーマに関する発表を行う。その後、発表に関する討議を行う。なお、院生は１年間に
少なくとも２回の発表をする必要がある。各発表では、半年間の研究成果を報告する。それぞれの
発表につき院生１名が書記を務め、討議の内容を記録し、演習終了後に口頭で要約し、さらに１週
間以内にそれを印刷して、演習出席者全員に配布する。発表者は討議で指摘されたコメントを踏ま
えて研究を深めたり修正を加えたりすることによって、修士課程の院生の場合は修士論文の作成に、
博士課程の院生の場合は学会誌投稿論文のとりまとめに反映させることが求められる。
第1回　イントロダクション
第2～29回　受講生による研究発表と討議
第30回　全体のまとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
演習への参加と発表に基づく平常点で評価する

地理学(演習)(2)へ続く↓↓↓



地理学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
なし

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表者は、演習発表のレジュメを準備すること。担当者は、毎回の発表と質疑の記録をとり、参加
者に配布すること。

（その他（オフィスアワー等））
演習前後の昼休みや休憩時間を中心に、担当教員全員が、随時、対応する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET31 7M373 SJ39　

授業科目名
　<英訳>

地理学（演習） 
Geography (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名 教授 人間・環境学研究科 小島　泰雄

 

配当
学年  1回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2020・
   後期 曜時限  月2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  グローバル化における地域

 [授業の概要・目的]
地域は自然と人間の関係、社会的関係が織りなす場であり、それらを支える制度、文化が覆う場で
ある。重層する地域に人びとが暮らしてきたとする生活空間論は日本地理学の一つの到達点である。
さらに近年、地域は外部との多様な関係性の中で生成変容するものと考えられるようになっている。
本演習は、グローバル化について広く目配りして書かれた入門書であるスティーガー『グローバリ
ゼーション』等を参照しつつ、グローバル化における地域の諸相について議論してゆく。

 [到達目標]
地域および生活空間論をより深く理解し、研究において使うことができるようになる。
グローバル化について理解する。

 [授業計画と内容]
グローバル化と地域をめぐる以下の論点についてそれぞれ1～3回をあてて、討論を進める。
１．グローバル化の定義
２．歴史的展開
３．経済的関係
４．政治的連関
５．文化的影響
６．環境的危機
７．理論的背景

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
ディスカッションへの参加度、担当回の討論記録とその報告により評価する。

 [教科書]
マンフレッド・B・スティーガー 『新版 グローバリゼーション』（岩波書店）ISBN:978-
4000269049

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
テキストの指定された部分を読んで、演習に臨むこと。

（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。


