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平成 6年度開講科目概要説明(講義概要)
[ 1 J一般教育科目等

1 )人文

河
」

史 A 
こう やま し ろう

神 山四郎

4 単位

1-4年

通年

ヨーロッパの近代社会に固有の思想問題を中心に講義する。講義の概要は次のとおり。

(1) 諸ルネサンスの問題

(2) 宗教改革の与えた社会的影響

(3) 絶対王政下の 『ユートピア』

仏) 啓蒙とは何か

(5) 社会契約説から功利主義へ

(6) 科学革命 ・産業革命・環境破綾

(7) 世界大戦時の全体主義と実存主義

(8) I近代の終り」論

(9) ベレストロイカ以後

試 験:成績は年 l回か 2回の定期試験で評価する。 リポートを課すこともある。出席重視。

歴 史 B C 
伊ま り ょ う け ん じ

山領健

一一一一一
今日の諸問題の起点として20世紀初頭の日本の歴史を考える現代史の講義である。政治、社会、経済、思

想、文化など、さまざまな角度から、現代の問題を考えたい。テキストはレポートの素材および参考書とし

て利用する。

試 験:前期にレポートを謀し、後期には試験をする。前期 レポートのために 7月ごろテキストを購入

する必要あり。

テキス ト名:金原左門編 『大正デモクラシー.!I(吉川弘文館 1994年 7月刊行予定)

~ 史 D 桂
よし き

芳樹

4 単位

1-4年

通年

講義テーマ 15世紀イタリア ・ルネサンスの思想と文化

イタリア ・ルネサンス発祥の地であるフィレンツェを中心に、初期人文主義から後期人文主義(プラト

ン ・アカデミー)に至る思想の発展を、社会、文化とのかかわりで考究する。この時代は古代、東方、異教

の思想、が流入し、政治 ・社会・思想・神話 ・文学 ・美術 ・建築 ・風俗などの多角的な現象が海然、一体と

なって万華鏡のような燈きを放った時代だった。

テクストは特に使用しないが、授業の際に要点をまとめたプリントを配布する。また必要な参考文献も教

室で指示する。スライド・ビデオも使用。

試 験 :ルネサンスに関係の参考文献を各自読んで、レポートを提出。
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歴 史 E 

講義テーマ :ルネサンスの建築と美術

キ主
よし き

芳 樹

4 単位

1-4年

通年

ルネサンスの建築は、主として個人住宅や別荘(ヴィッラ)はフィレンツェで、公共建築はローマで発展

した。フツレネッレスキの花のサンタ ・マリアの壮大、メディチ家ヴィッラの閑暇、ミケランジェロのボボリ

の秘園の静謡、薄命の美女インベリアのファノレネジーナの瀦;1酒、カンピドッリオの 「プロスベ ッテーヴァ」

の豪華子。この時代、建築や庭園は宇宙的世界観を反映し、思怨を語った。文学、美術とあわせて、ノレネサン

ス人の夢のあとをエピソード風に諮る。

ビデオ、スライドを多用。教科書はとくに使用しない。授業の際にプリントを配布する。参考文献も教室

で指示。

試 験:授業で取り上げた事項や参考文献のなかから各自テーマを選んで、レポートにまとめて提出

してもらう ロ

~ 史 F G 粛 藤
とおる

融

4単位

1-4年

通年

東アジア世界における日本について、古代(紀元前後から十世紀頃まで)を中心に講義する。歴史を学ぶ

ことの意味をともに考えたいと思う。

なお、日本史 ・東洋史に関して、高校水準の基礎知識の独習を希望する。

試 験 :夏季のレポート及び学年末の試験により評価する。

L竺
，>.!.L， 

T A 
令、るた

古田
- > 4単位 |

|暁 | 1-4年 |

| 通年 |

日常生活は深遠な哲学的問題に私たちが接する場である。ネーケソレは読者をそこに導き、ともに聞い、と

もに考え、読者が自ら回答を見出すように働きかける。グ レゴワールは通時的にそれらの問題を整理してい

る。私たちも今年度は両書を通して哲学に参加してみたい。

試 験:未定

テキス卜名:Thomas Nagel， What does it all mean? (Oxford 1987 NY) 

フランソワ、ゲレゴワール「哲学入門J(白水社)
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哲 学 B C 
ひ かさかっ し

樋笠勝士

4単位

1-4年

通年

《哲学とは何か》

一体何が問題なのだろうか。我々を取り巻く日常生活の中には、多くの「問題」が起っている。それは進

路や人間関係や日 4の生活などについてであることが多いが、なぜ「問題」として我々に迫ってくるのであ

ろうか。或は、なぜ我々はそれらの事を「問うj のであろうか。それらは「問うJに価する事なのだろう

か。もしも 「問題」が 「置かれたものJではなく 、我々が「恒いたもの」であるならば、我4 は改めて「問

題Jや 「問うJという事を考え直さねばならないであろう。この様な事を考えてみたいと思う。

哲 品Lι
マー D 

ひ かさかっ し

樋笠勝士

4 単位

1-4年

通年

《意識について》

昨年はベルクソンを通じて 「生命」を考えたが、今年は「意識」を考えてみることにしたい。関連する概

念は、共感、直観、感情、感覚、自由、時間などである。日常、我々が省みることのない意識の様々なあり

方を知ることを通じて、ベルクソンの思想を捉え、更にこのことを通じて、「哲学する」 という営みに少 し

でも理解の手を仲ばしたいと思う。

テキス卜名 :ベルクソン『時間と自由』白水社

哲 学 E 
ひ かさかっ し

樋笠勝士

4単位

1-4年

通年

《哲学における言語の諸問題》

「言語jは哲学において様々の角度から論じられてきた主要な課題である。本講座においてはその中で特

にメタファー論を中心に考えたいと思う。目次は以下の通りである。

l、ロゴスとミュートス

2、文字通りの解釈と比喰的解釈

3、メタファ一理論各論

(ヤコブソン、ブラック、レヴィン等)
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哲
μ4  
ザー F 

ひ かさかっ し

樋笠勝士

4単位

1-4年

通年

《古代ギリシャ哲学》

ソクラテス以前の哲学からヘレニズム期の哲学までを概説する。ただし主題を logos(言論・理性・論理〕

とし、その局面から「哲学すること」を理解してゆきたいと思う。

参考書:シュヴェーゲラー西洋哲学史(上)岩波文庫

J. P.デュモン ギリシャ哲学 クセジュ文庫白水社

倫 理
且 4

マー A.B <1" た こう めい

窪 田 高 明

4単位

1-4年

通年

倫理学は人間の生き方を考える学問である。その発生は古いが、扱う問題は常に現在の問題である。身近

な問題を取り上げ、それを倫理学の立場で考える。予定しているテーマは、「米は輸入すべきか一一近代産

業社会と生活Jr占いと人生相談一一倫理学と有効性Jr自分のことを知っているのは自分かJr貧乏はどこ

へ行ったJなど。なお、 AとBの授業内容は同一。 下記以外のテキスト、参考書も用いるが、それについて

は教室で指示する。

試 験 :前期 ・後期にそれぞれレポートか記述式の試験を行う。

テキス卜名 r空想から科学へJ(エンゲルス、岩波文庫)

由
一
小 教 学 A.B.C ゃ うち よし あき

矢 内義願

4単位

1-4年

通年

本年度は次のような順序で宗教学級論を行なう。前期は、宗教学の学問的位置、成立、諸分野について述

べたのち、宗教一般の本質、諸特性および文化、社会、人間の生活内部におけるその機能について考える。

後期は、ユダヤ教、キ リスト教、イ スラームを取りあげ、人類の歴史における個別的宗教のあり方を考え

る。

試 験:未定

テキス卜名:教室で指示する。
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白
木 教

品Lι
ザー D . E 

ゃ うち よし あき

矢内 義 頼

4単位

1-4年

通年

本年度はつぎの順序でキリスト教概論を行なう。前期は、旧・新約聖書、イエスと神の国、パウロ 、キリ

スト教の基本教説等、キリスト教の基礎的知識を取り扱う。後期は、カトリック、プロテスタント、ギリシ

ア(ロシア)正教等、歴史におけるキリスト教の展開を扱う。

試 験:未定

テキス卜名 :新共同訳 『新訳聖書』

文
μ4  

+ A B 
いけ だ こう いち

池田弘

4単位

1-4年

通年

同一素材を扱った古典と現代作品とを比較しつつ読み味わい、文芸の特質を考える。

具体的に言えば、近松のか俊寛ゅと倉田百三 ・菊池寛 ・芥川竜之介 ・吉川英治のそれと読みくらべ、さら

に謡曲の砂俊寛秒、平家物語のか俊寛砂へとさかのぼるの類が学習の中心をなす。

個々の作品の朗読、輪誘を求め、出欠席を重く見て、欠席10回を数える者には単位を認めない。また、遅

刻、受講姿勢についても厳しい態度でのぞむ。

本年度のテーマは、比較研究砂俊寛かで通すこととする。

試 験:評価は 2回の提出作品に出席点等を加味しておこなう。 1月提出の論文砂俊寛砂では30枚程度

の論述を求める。

テキス卜名 :日本文学古典 と近代 桜 楓 社

[竺 品拾

すー C D 
うち だ しゅん レち

内田俊

4単位

1-4年

通年

20世紀の精神世界を規定した人物としてマルクス、フロイト 、アインシュタインという 3人のドイツ系ユ

ダ、ヤ人を挙げるのは今日では常套句と言ってよい。ユダヤ的知性がドイツ精神史に及ぼした影響は20世紀

初頭のワイ マール時代に頂点に達する (ただしその直後に地獄に突き落とされることになる)が、振り返っ

てみればレッシングやゲーテによって創り出されたドイツの近代文化そのものが、当初からユダヤ的知性

との関わり の中で、またそれを摂取することによ って形作られていったという一面を持っている。以上のよ

うなテーマをめ ぐって講義する。

試 験:定期試験 (年 l回、前期)及びレポートの結果で評価する。

テキスト名:なし。参考文献については随時指示する。

Fh
u
 

A
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ト竺 学 E 
いの うえ まさ あっ

井 上正篤

4単位

1-4年

通年

小説における“死"の形態

“死"は“生"の延長であり、 “先"の形態はまさに、人間の生の究極的顕現である。 ドイツ 、フラン

ス、 ロシア、日本から、 下記 4X誌の “死"の問題作をとりあげ、世界文学の視点、から、鑑賞 ・考察する。

〈ドイツ> w変身~ (1916、カフカ)

〈フランス> w異邦人~ (1942、カミュ)

〈ロシア> wイワン ・ イリッチの死~ (1886、 トルストイ)

<11 本> w こころ~ (1914、反日激石)

試 験:レポートを課す。タ イトノレ・テーマ等はその折りに指示する。

テキス卜名 上記の作品を所持していない学生は、岩波文庫で用意されたい。 しかし、『異邦人』は新潮文

庫しかありません。

~ 
ザー F 

いの うえ まさ あっ

井 上正篤

| 4単位|

| 1-4年 |

| 通年 |

小説における“愛"の形態

“愛"は人間情念、の主主であり、 “愛"の形態はまさに、人Il-flの生の雀り様そのものともいえる。 ドイツ、

フランス、ロシア、日本から、下記 4f，，'iの“愛"の名作をとりあげ、世界文学の視点、から、鑑賞 ・考察す

る。

〈ドイツ> w若きウェルテルの悩み~ (1774、ゲーテ)

〈フランス> w狭き門~ (1909、ジイド)

〈ロシア> w初恋~ (1860、ツルゲーネフ)

〈日 本> wそれから~ (1909、反日激石)

試 験:レポートを課す。タイ トル ・テーマ等はその折りに指示する。

テキス卜名:上記の作品を所持していない学生は、なるべ く岩波文庫で用意されたい。

国 学 G 中村
かなめ

要

4 単位

1-4年

通年

フランス文学を中心に、文学の基本問題を考えてみたい。フランス文学の流れを概観した後、各文学作t引

の検討、お よび文学が扱って米た重要テーマを考察する。学生諸.{¥の口答発表を要求する。

試 験.レポートまたは 11答発表

テキス卜名 1)'フランス文学史~ (白水社)
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文
μ4  
ザー H 

なが せ

長瀬
H
J台

お句

，

一位
一年
一年一

7
1
一一

凋
斗

一

一

単
一リ
二

一色
一一

~
一

一

7
4
7一通
一

『古事記』は、神話 ・伝説 ・隆史等、現存する H本絞凸ーの古典であり、日本文学の源泉である。国際化の

波が|時代の潮流となっているH寺なればこそかえって、己れの民族、文化の淵源を尋ねて、足下を凝視するこ

との緊要性がl叫ばれるのは、自然当然である。文学だけの面で考えても、未分化時代の、文学の総合的な母

体なのである。

重要な説話を、/1隠に講読しながら、この国の文学の発生、展開、その本質等を、具体的に考えながら理解

を深めたい。

試 験:前期末レポート、後期末記述テスト 、平常点の 3者を併せて評価する。詳細はその折有 の講義

時に説明する。

テキス卜名新訂古事記武田祐吉訳注角川書庖

美 軒
川 A B 

はせがわ とし

長谷川稔子

4 単位

1-4年

通年

日本絵画史

日本絵画の流れを講義する。古代より近|止に至る各l時代、各ジャンルの代表的絵画作品をとりあげて解説

する。スライド使用。

なおテキストの予習を要する。

試 験:前期、後期に定期試験。適宜レポート提出を記長する。

テキスト名:Akiyama Terukazu， Jαpαnese Pαinting. Rizzoli International Publications， Inc 

美 術 C D E 
はせがわ とし

長谷川稔子

4 単位

1-4年

通年

日本美術史概説

日本美術の通史を概説する。古代より近代に至る各時代の美術工芸等の文化財を鑑賞しつつ講義をすす

める。スライド使用。

テキストは特に定めないが、参考書を指示する。

試 験:前期、後期に定期試験。適宜レポート提出を謀する。

参考書 :辻惟雄監修 n力ラー版〕日本美術史』美術出版社
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Eヨ
圭五
回ロ 学 入 門 A 

ふじ た とも

藤田知子

| 4 単位 |

| 1-4年 |

| 通年 |

日本語を素材として言語一般の問題を考える。私たちの母語である日本語は他の言語と比較してどのよ

うな特徴を備えているのだろうか。日本語をそうした角度から槻観してみることは、外国語を学ぶ者にとっ

て、良い反省と刺激になるはずである。「入門Jの授業なので、聴講は 1~ 2年次位の早い時期にし、その後

の興味に応じてより 専門的な授業に臨んでほじい。言語を言語学的に観察し分析するための基本的な方法

や発想を学びたい。

試 験:前後期末に各 1回ずつ試験を行なう。

E司
王五
回口

μ4  

マー 入 門 B 
っち ゃ じゅん レち

土屋順

4単位

1-4年

通年

身近な言語現象を例にとりながら、言語学のあっかう様々な問題について、かんがえる。

学生諸君は、ただ講義をきくのではなく 、いろいろな課題にとりくんだり、意見を発表したり 、積極的に

参加することが要求される。

試 験:学年末 レポー ト

テキスト名Ir言語学とは何か』田中克彦箸 岩波新書

Eコ
三五
回向

品以

ザ m 入 門 C 
っち ゃ じゅんいち

土屋 )1慎

4 単位

1-4年

通年

前期に現代トルコ語の基本文法を学習し、後期には、日常会話の練習や簡単な文章の読解をおこなう。

日本語や各自の専攻語とトルコ語の似ている点、異なる点をかんがえながら、ことばに対する理解をふか

めてもらいたい。

3、4年次の学生を優先する。

試 験 :学年末試験

テキス卜名 Irトルコ語文法入門』勝田茂著 大学書林 ￥5，150 
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Eヨ
圭五
日ロ

~ 
f 入 門 D 

チョン キ ソJ

鄭基成

4単位

1-4年

通年

言語一般の様々な側面と言語を研究する学問である言語学の様々な研究領域、さらに言語と人聞に関す

る幾つかの重要な学説といったものを、以下のような幾つかのトピックスに分けてわか りやすく解説する。

①言語とは、 言語学とは?②言語学小史③言語の起源④文字の歴史⑤言語記号の特性⑥言語音の構造

⑦語形成と形態論③文と文法⑨意味の問題⑬言外の意味⑪談話の構造⑫非言語コミュニケーション⑬

言語と心(脳)⑬言語の学習⑬言語と思考 ・文化⑬言語の思考的側面と感情的側面⑫言語の変化と歴史

⑬言語の創造性と美的機能(メタアーをめぐって)

試 験:定期試験 (年 1回)及びレポートの結果で評価する。

ー」
史

品ム

寸ー
、~

J員 習
こう やま し ろう

神 山 四 郎

4 単位

1-4年
通年

この科目は教師が講義をして学生はただ聴いているのではなく 、学生が自発的に勉強するのが本旨であ

る。学生がテキスト(未定)を読み、教師がそれを手助けしながら深く読み解くのも一つの方法だが、履修

者が少なければ、学生が各自テーマを選んで自分で調べてきたものを教師が論評指導してまとめあげると

いう方法もある。履修者の数、学科の違いに応、じて方法はいろいろあるが、学生主体の勉強という本旨に変

りはない。

試 験:成績は毎時間の学習ぶりか完成リポートによ って評価する。出席厳守。

哲
品Lι
ザー 演 習

ひ かさかっ し

樋笠勝士

4単位

1-4年

通年

プラトン 『国家』を読む。そこにおいて、知を愛求すること(=哲学)の営みについて理解することをめ

ざす。

この講座の受講者については以下の条件を設ける。

1. I哲学」の講義を聴講したことのある者又は関係書を読んだことのある者。

2.毎回必ず出席し、発表し、積極的にディスカ ッションに参加する者。

3.テキストを尊重し、その教示を受けたいと思う者。

尚、「演習」という授業形態をとる関係で、面接や小テストで受講者数を限る場合がある。

テキス卜名 プラトン 『国家』岩波文庫 (英訳も使用する予定)
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r::， 
フ'l' 教

品 4
ザー ;寅 習

ゃ うち よし あき

矢 内義頼

4単位

1-4年

通年

キリシタン文献を読むことをとおし、 11木におけるキリスト教受容のあり方を考えてみたいと思う。テキ

ストその他参考文献については教宅で桁不する。

試 験:レポート

文
且 4
ザー ;寅 習

しがなみ ゅう 」

志賀浪優子

4単位

1-4年

通年

文学を異文化交流の観点から考えることを大きなテーマにする。異文化と接触することで生じた文学と

いえば、亡命者の文学、帰化人の文学、外国語で冷かれた文学、海外の体験に基づく作品、模倣文学、等が

すぐ挙げられようし、翻訳物も当然、この中に人るはずである。毎年視点を変えながら調べることにするが、

第一回目の今年は森鴎外と夏目激石。二人とも 11本近代文学を代表する文豪で、ともにヨーロッパに留学を

している。一体どのような留学生活を送ったか、その体験は何らかの影響をその後の個人、作品に与えられ

たのか、与えたとしたら何か。

試 験:小レポートを定期的に発ぷし、 A立後に一年分の研究成果を論文にまとめて提出。

テキスト名 参考文献は授業中に指示する。

比較ス ポーツ文化論演 習
とみ まっ きょう レち

冨 柏京

4単位

1-4年

通年

1993年は円本のスポーツ界において記念すべき年であった。それは Jリーグの閉幕であった。その主旨は

新しいスポーツ文化の創造のモデ、ル化で、あることをチェアマンは強制した。サッカーというスポーツが国

家、社会、地域をまき込んで動きはじめたのである。サッカーという文化を背負ったスポークスマンが出現

したのである。スポーツは今日 、文化 ・社会指標として重安なキーワードであることはまちがし、ない。本科

目は演習である。学生諸君とともに、各国、地成、社会のスポーツのあり万を労力をもって比較検討し考察

したいと思う。

試 験:課題に対しての処理能)Jとそのできばえで評価したい。

テキス卜名 援業時に指示

nu 
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h
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2 )社会

社 A zヨE
μ4  

マー A.B 加藤譲治

4単位

1-4年

通年

この授業は社会学入門、社会学概論を意図するものである。社会学的なモノの見方、考え方を学習し、理

解することで、現代社会に対する洞察力 ・分析かを深めることを H的とする。「社会学的」考察には方法論

的集合主義と方法論的個人主義の 2つの立場があるが、両者を統合する視点を追求する。「相互行為JI集

団 ・組織JI生活構造 ・社会構造JI集合行動JI社会変動」の項円を按う。

社会学を学ぶことの楽しさ、面白さを学生諸君に伝えたいと思う。

試 験:前期 ・後期とも試験を行う。

テキスト名 rr社会学の展開~ (佐藤慶幸・船津衛編著、北樹出版)

社 必』
:zx- ~‘ 

寸ー C . D 
か と う 仁aうじ

加藤譲治

4 単位

1-4年

通年

社会学の立場から現代の H本企業社会の分析・検討を行う。産業社会学、労働社会学、経営社会学の分野

に該当する授業を意図している。「円本的経営とはJI円本的経営の長所 ・短所JI日本企業の間際化JI労使

関係の変容」などの項目を学生諸君と共に考えていく方向で、授業をすすめる。

試 験:前期・後期とも試験を行う。

テキス卜名・『経営社会学~ (間宏著、有斐閣)

E
U
 



社 A 
Z玄

井比
寸ー E 

たか はし かず お

高橋一男

4単位

1-4年

前期

この講義の目的は、現代の社会学を身近に理解する手がかりを提供することにある。たんに欧米での学説

史を紹介したり、はやりの理論を解説することは避け、ごく身近なところに問題(事象)をみつけ、社会学

の限でこれを分析 し受講者とともに考えることを主力としたい。

そこで問題の発掘にあたっては、国内で入手可能な映画やドキュメンタリー映像などの市販ソフトを素

材として用いることにする。授業ではそれらをもとに学生諸君の活発な議論が行なわれることを期待する。

試 験:学期途中に一回のレポートと期末(定期)試験で評価する。

テキス卜名・『ビデオで社会学しませんか』山中速人編、有斐閣

三
且 4
ザー A 

もり した し ろう

森 下史郎

4 単位

1-4年

通年

この講義は、判例に見られる具体的事件を中心に展開される法的問題の解決の仕方、法解釈のあり方を検

討する。そこでは当然に他の諸法律の知識が必要となり、場合によ っては、民法、刑法の問題が憲法問題と

なって展開し、複雑な法的問題を示すこともある。このような問題解決のあり方を検討することによって、

法とは何か、法とはどうあるべきかといった根本問題をも考察の対象にしたい。

試 験:年 2回の定期試験による評価、レポートは謀さない

テキスト名 w法学入門』

法 学 B C 
あお やま はる き

青 山治城

4 単位

1-4年

後期

法学には、法哲学や法社会学等の基礎法学から諸実定法毎の法解釈学、国際法学まで広い範囲の学問領域

が含まれ、現在では各々が独立し細分化している。そうした状況のなかで法学一般を講義するというのは至

難の業となっている。したがって、本講義では法学全般についての網羅的傾説ではなく、個々の現実問題に

即して、その法的解決を志向する際に考慮すべき基本的論点がどのような所にあるかを適切に把握するこ

とを主眼としたい。と同時に法的思考の意義と限界を理解できるよう配慮していきたい。主体的参加を期待

する。

試 験:受講人数によ って、試験、 レポート 、演習形式の報告等、柔軟に対処していきたい。

テキスト名 「判例法学J西村・西井・初宿編(有斐閣)

円
ノ
“cu 



政 ごム
Jロ

品Lι
ザー A.B 

アリ ヲ ィン ペ イ

ARIFIN BEY 

4 単位

1-4年

前期

This course seeks to arouse the interest of students in political science and to impart an awareness 

of their role， not only as eye witness but also participant in history. The first part of the semester 

deals with ]apanese domestic politics. while the second semester is devoted to international politics. In 

explaining japanese domestic politics， the re1lltionship between the “iron triangle"， namely political 

parties， zaikai and the bureaucracy is explained. The influence of Confucianist traditions in politics is 

also discussed. The historical background and orientations of japanese political parties are taken up 

The second part of the semester analyzes the historical background of important international 

events， their vicissitudes and impacts on ]apan. The meaning of nationalism is explained and the role 

of religions on the world's stage is analyzed. The positive and negative aspects of 'foreign aid' are 

pointed out 

At least one textbook is must reading and the lectures take the form of elaborations on， 

explanations about the text and comments as well as critiques thereon. Students must prepare for 

active participation in class 

@ calss is conducted in ]apanese and @ class in English. 

試験:Tests will be given twice during the semester. An examination will be held at the end of 

the semester 

テキス卜名 :First part of the semester: Kishimoto Koichi，“Politics in Modern Japan. 

Development and Organization"， Japan Echo， Tokyo. 

Second part of the semester: Nakajima Mineo，“Kokusai kankeiron: Dojidaishi e 円O

rashimban." 

Chuo Koron， Tokyo 
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経 済 ~ 

マー A 
なが お てる や

長 尾昭裁 一一日
世界的に有名なP.A.サムエルソンのテキスト(第 8版)のミクロ経済学の部分を、丁寧に解説する。英

語の読解力を必要とする。数学の知識は必要としない。

試 験 . 年間 5~6 回の中間テストを行う 。

テキス卜名 :教材コピー

[竺 済
凶4
でF B 

なが お てる や

長 尾昭哉

4 単位

1-4年

通年

現代日本社会論から入る経済学

試 験.年間 5~6 回の中間テストを行う 。

テキスト名 飯田経夫「豊かさのあとに」、 広岡守穂「豊かさのパラド ックス」何れも講談社現代新書

経 済
みLι
マー C . D 

むら た

村田 J索

4 単位

1-4年

通年

ミクロ経済学、マクロ経済学、経営学、経営情報論の分野から題材を姶い、そこにおける理論と現実との

関係を検討することを通じて、こうした学問領域での基本的考え方を学ぶ。

講義は毎回、一話完結型で lつのテーマについて連続性なしに行われる。一年間の講義を通して経済学の

全体像がおぼろげに見え、日本経済新聞が読める程度の知識が得られればこの講義の目的は達せられたこ

とになる。

試 験:前期末と後期末に試験を行う。

テキス卜名 .プリン ト配布
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、
tし、 理 学 A.B.C や ペ ふみえ

矢部富美枝

4単位

1-4年

通年

人聞を一種の情報処理システムと見なす認知l心理学の観点から、主として環境から受け取った情報の処

理、既ち環境の認知の過程について概観する。

試 験:前後期とも筆記試験の予定。

テキス卜名 .大山正 (編)r実験心理学J(東京大学出版会)

JL' 理
品凶

マー 0 ・ E
や ペ ゐみえ

矢部富美枝

4単位

1-4年

通年

社会心理学の入門であるが、個人間の関係や相互作用、及び集団現象に関する領域を中心に概観する。

試 験:前後期とも筆記試験の予定。

テキス卜名:大橋正夫・佐々木薫(編)r社会心理学を学ぶJ(有斐閣)

J心 理
且 4
ザー F 

た はらし.ん じ

田原俊司

4 単位

1-4年

前期

本講義は、臨床心理学の講義である。ロール ・プレイ(役割演銭)およびカウンセリング概論を中心に講

義する。カウンセリング概論では、理論と実習の二つの部分を行う予定である。具体的な講義内容として

は、 1)カウンセリングテストの実施、 2)来談者中心療法、ゲシュタルト療法、論理情動療法などカウンセリ

ングの紹介、3)マイクロカウンセリングを中心とする技法の紹介と習得、4)深層面接、5)テープ等によるカ

ウンセリング場面の検討などを行う予定である。

試 験:レポート試験を実施する。

テキスト名 :いじめ相談室 ベテラン教師からのメッセージ一一田原俊司 (編著)1991 (八千代出版)

E
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教 τ~ 
同

品Lι
ザー A.B 

あずま

東
とし のり

敏徳

2単位

1-4年

前期・後期

教育ほど、人の一生の中で大事なことは数少ない。その意味で私たちは教育を学校教育はもとより、さま

ざまな角度から考え、位置づけなくてはならない。本講義ではまず、幼児期からの成長の中で教育の果たす

役割を考える。それはとりもなおさず、「教育とは何か」という聞いにつながる。この聞いは歴史上多くの

人々により答えられてきた。その足跡を辿る中で教育に関わる基礎的知識を獲得していくことが本講義の

主要な目的である。

なお、教職課程の履修を予定している学生は、この科目を受講しておくことが望ましい。

試 験:評価は授業中のレポート、テスト、および平常の授業の出欠席の状況などを勘案して行なう。

B 
たか 〈わ ...み

高 桑 史子

4単位

1-4年

通年

他人を知ること、理解することとはどういうことなのだろうか。これは様々な文化や社会の存在を知るこ

とで自己自身つまり自己の属す文化=社会を相対化し客体化する作業である。講義では家族や婚姻を中心

とする社会構造、信仰や世界観などの基礎知識を学びながら文化の意味を考察し、さらに文化人類学がどの

ように応用されるべきかも考えていきたい。異なる価値体系を知ることで我々自身をみつめ、そして様4な

文化の意味をさぐりながら知の世界へ入っていってほしい。参考図書を随時紹介するのでどんどん読んで

いってもらいたい。

試 験:前期・後期 l回ずつ授業内容について

テキス卜名 :特になし

文化人類学 C D 
みたむら しげ たか

三田村成孝

4 単位

1-4年

通年

文化人類学は人間の社会 ・文化を実証的に研究する学問であり 、その方法として現地調査と比較文化法

を用いている。現地調査による詳細な資料収集の上に比較法が行われるわけである。講義ではこうして得ら

れた文化人類学の理論とその基本的概念の説明を学史に沿って行っていく。

特に文化人類学の一部門として民俗学という学問があり、日本の社会・文化についての蓄積が豊富にな

されている。その成果も積極的に取り入れて講義を進めていく 。

参考書については、その都度に紹介してゆく 。

試 験:講義内容について筆記試験をおこなう。

テキス 卜名 :なし
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呈主主
兄吉見 法 A 

だ みのる

飯 田 稔

4 単位

1-4年

通年

憲法は、一国の基本構造を定める法であり 、国家機関とその相互関係、国家と国民との関係について規律

している。一般に、近代憲法の要素として基本的人権の保障と権力分立に基づく統治機構をあげることがで

きるが、日本国憲法もまた例外ではない。この講義では、とりわけ前者を中心に取り上げる。わが憲法がい

かなる権利を保障しているのか、またそれはどのように運用されているのかを、判例の展開をも視野に入れ

つつ明らかにしたい。

試 験:前期 ・後期それぞれ一度ずつ試験を行なう。

テキス卜名 .芦部信喜「憲法J(岩波書庖)

ポケット六法(有斐閣)

i
jL
 

法 B 
いい だ みのる

飯 田稔

4 単位

1-4年

通年

憲法は、一国の基本構造を定める法であり 、国家機関とその相互関係、国家と国民との関係について規律

している。一般に、近代憲法の要素として基本的人権の保障と権力分立に基づく統治機構をあげることがで

きるが、日本国憲法もまた例外ではない。この講義では、とりわけ後者を中心に取り上げる。わが国の国家

機関がし、かなる原理に基づいて組織され、どのような権限を行使しているのか、その問題点をも含めて検討

したい

試 験:前期 ・後期それぞれ一度ずつ試験を行なう。

テキスト名 :芦部信喜 「憲法J(岩波書庖)

ポケッ卜六法 (有斐閣)

呈包
冗~ 法 C 森下史郎

4 単位

1-4年

通年

この講義は、憲法の人権論を中心テーマとして進める予定。そこで、まず人権論の諸前提となる窓法の基

本原理、人権の燈史の考察から、「法の下の平等J、「幸福追求権Jといった基本理念、 「取材の自由Jr知る権

利j、「プライヴァシーの権利j といった論争的問題まで広く視野に入れ、重要判例を紹介しながら、そこに

見られる人権問題の解決の仕方、憲法解釈のあり方を批判的に検討する。

試 験 :年 2回の定期試験によって評価、 レポートは課さない。

テキス卜名 w法学 ・憲法』
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一一
一

法 D 
もり した し ろう

森下史郎

4単位

1-4年

通年

近代立憲主義の下で確立した憲法の諸原則が具体的な現実的政治状況の中でどのような現象として表出

し、そこでは、どのような憲法問題が提起きれ、そしていかに解決されるべきかということを念頭に置き、

憲法の原理、その意義、限界、といった問題を現代人権論の展開過程の中で考察し、人権の意義とその限界

を重要判例を通して検討してみたい。

試 験・年 2回の定期テストによる評価。 レポートは課さない。

テキス卜名 Ii'法学、憲法』

室
思 法 E 

あお やま はる き

青 山治城

4単位

1-4年

後期

近年、政治 ・行政改革をはじめ改憲論議のかけ声がしばしば聞かれるようになったが、その具体策の提言

はあまりないように恩われる。基本的な政治、行政機構を定めているのが憲法であるから、これらの問題は

憲法と密接な関連をもつものである。本講義では、日本国滋法とその解釈 ・運用のどの辺に問題があるの

か、を考えていきたい。その際、日本の園内問題だけでなく 、広く世界(史)的観点、に立って、日本国憲法

のおかれている状況を把握しなければならないであろう。自分達の身近なものと して問題を捉え、考える主

体性を期待している。

試 験本年は後期完結授業となるので、本試験は l回だけになるが、授業中の小テストも考えてい

る。

テキス卜名 i世界の憲法 ・日本の憲法J 中嶋一麿 (オーエス出版)，六法
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3 )自然

物 学 A こ
子

な
奈

み
美

だ
回

目
+
守

| 4単位 |

| 1-4年 |

| 通年 |

我4は地球とし、う宇宙の中でも稀にみる程の生命の存在条件にめぐまれた環境に生まれてきた。 しかし

近年この地球環境のバランスが人間活動によってくずれてきているこ とが明らかになってきた。生物学A

は、生物と環境とのかかわりあいをテーマに、講義を中心にビデオテープ、スライドを補助教材として話を

すすめる。とりあげる主な項目は、

・環境条件と生物の生活との闘係

・地球の自然環境との様々な生物の生活

.生態系の概念 ・その構造と機能

・地球環境問題(大気汚染 ・水質汚染 ・酸性雨 ・熱帯林破嬢)

試 験:前期 ・後期jにそれぞれ l回試験を行う。

生 物 尚子 B -』子
な
奈

み美
だ
回

目
土
寸

4 単位

1-4年

通年

現在人類は地球上で空前の繁栄をほこ っている生物といえるであろうが、これは生命誕生以来35億年の

生物進化の過程でヒトが言語というコミュニケーション手段を獲得したことに多くを負っていることと無

関係では無いであろう。本講は動物の進化の過程をコミュニケーションという観点からながめ、講義を中心

に動物の行動に関するビデオテープを見ることによって話をすすめる。本年度は比較的高等な脊椎動物か

ら話ーをはじめ近年研究の進んだ霊長類(サノレの仲間)からヒトへの進化過程について紹介し、考察する。

試 験 :前Jtfjはレポート 。後期に全体についての試験を行う。

生 物
品Lι
ザー C . D . E -」

子
な奈み美

だ
回

目
止
寸

4 単位

1-4年

通年

本訴は生物と環境とのかかわりあいをテーマに、観察や小さな実験を中心に授業をすすめる(通年)。前

期は主にキャンパスのまわりの生物(植物が中心〕を教材にして基本的機造、分類、分布のしかた等につい

て観察実習を行う。後期は身近な環境について小規模な実験をとおして認識を深める。 (70名限定)

主な項目は、

l 植物の構造(葉・茎・花 ・果実)

2 縞物の分類実習

3 キャ ンパスの植物の分布

4 葛西臨海水族園見学(夏休み前後)

5.簡単な統計実習

6.樹木による大気汚染調査

7.キャンパス周辺の水質調査

8.酸性雨は|繰っているか?

試 験:授業時に毎回レポートを提出してもらう。出席を重視する。
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化
μ4  
ザー

やま もと

山本 修

4単位

1-4年

通年

衣食住は勿論のこと、我々を取り閤む全ての環境において、また月ロケットからコンピュータの開発まで

多くの新素材が使用されているが、これらはすべて化学の世界であり 、化学の発達に伴って我 4 の環境も

刻々と変化している。本講では特に生活に密着した素材と化学現象を取り上げ、今後我々が現代社会に生活

していく上で必要な化学知識を、原理的な観点から身につけてゆくようにしたい。

試 験:前期・後期に定期試験実施。

自然科学概論 A B 
とく もと こと よ

徳 元琴代

4単位

1-4年

通年

人類の歩みは最初から自然とともにあり 、我々の多くは無限の字宙に神秘さを感じ、また地球上の物質や

生命にも魅せられてきたはずである。と ころが残念なことに自然科学や技術となると、とかく計算や暗記ば

かりの難しいものと敬遠されがちではないだろうか。 21世紀目前の現在、自然科学や技術の発展は、便利な

製品を生み出して、人間の心や日常生活にもますます深くかかわるだけでなく 、深刻な戦争や環境問題の元

凶となって、国際関係や地球の存亡さえ左右する存在になっている。もはや、我々は科学技術と無関係には

生きられないのである。この講義では自然科学や技術とは何かを社会発展の中でとらえなおすことによっ

て、新たな視点を提示したい。

試 験:数回のレポート提出によって評価。

テキス 卜名 w科学技術史概論』 山崎正勝その他著 ムイスリ出版

自然科学概論 C D 
なか ね みちょ

中根美知代

4単位

1-4年

通年

今日、科学校術の成果は、私たちの生活に欠かせないものとして取り入れられている。目を見張るばかり

の速さで進歩していく先端の科学技術にとてもついていけないと感じる一方で、科学に対してなんらかの

理解を得たいとの希望も多いだろう。

この講義の目的は、古代からの科学の歴史をふりかえることにより 、「科学とは何かJを考え、現代科学

を捉えるなんらかの指標を探っていくことである。自然科学は、当時の哲学や思想、社会状況と密接に関わ

りながら発達していったことに注意を払いつつ、論じていきたい。

試 験:前 ・後期の学期末に、論述形式の試験をおこなう。

テキス 卜名 『科学その歩み』東京教学社
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'情 報 処 理 A.B 
やま もと

山本

一小 | 4 単位 | 
一語 | 1~4 年 | 

|通年 |

現在は情報の時代といわれ、そのツールとして好むと好まざるとにかかわらずコンピュータが我々の日

常生活の中に入り込んでいる。しかし多くの人々にとってコンピュータはいわゆるブラックボックスでし

かない場合が多い。本講では BASIC文法を修得しつつ情報処理一般についての基礎を概説し、コンピュー

タの世界のアーキテクチャについて包括的に理解できるようにしたい。

試 験 :前期・後期に定期試験実施。

'情 報 処 理 C 
やま もと

山本

~_H_ I 4単位|
語 |1~4年|

|通年|

現在は情報の時代といわれ、そのツールとして好むと好まざるとにかかわらずコンピュータが我々の日

常生活の中に入り込んでいる。 しかし多くの人々にとってコンピュータはいわゆるブラックボックスでし

かない場合が多い。本講では BASIC文法を修得しつつ情報処理一般についての基礎を概説し、コンピュー

タの世界のアーキテクチャについて包括的に理解した後に、アプリケーション ・ソフト を利用して、身近か

な問題にコンピュータを活用する方法を修得する。

試 験:前期 ・後期に定期試験実施。

i」 報 処 理 D 
よこ かわ

横川ひさえ

4 単位

1~4 年

通年

現代社会では、コンピュータを基盤とする情報処理は不可欠の要素である。このような情勢下では、コン

ピュータを道具として利用できる基礎技能を持っていることが常識の一部として要請されるであろう。本

講義では、簡単なプログラムを作成しパソコンを動かす実習を通じて、情報処理の基礎を概説する。

情報処理Dは、コンピュータの使用に積極的な学生を対象とし、実習は、書面で与えられた課題を作成提

出する方式をとる。意欲的な学生またはマニュアルや解説を読む力がある学生を想定している。使用言語

は:BASIC。

試 験:各学期末に試験を行ない、成績評価では、試験成績に加えて、謀題提出の内容を考慮する。

テキス卜名 iBASICによる情報処理入門J大西菊太郎 ナカニシヤ出版

po 



'情 報 処 理 E 
ょこ かわ

横川ひさえ

| 4 単位 |

| 1-4年|

| 通年 |

視代社会では、コンピュータを基盤とする情報処理は不可欠の要素である。このような情勢下では、コン

ピュータを道具として利用できる基礎技能を持っていることが常識の一部として必要とされるであろう。

本講義では、簡単なプログラムを作成しパソコンを動かす実習を通じて、情報処理の基慌を慨説する。

情報処理Eは、これまでほとんどコンピュータに接したことのない学生を対象とし、実習は「起動方法に

ついて」から説明し、 U:I席を重視する。使ハ]言語は BASIC。

試 験:各学期末に試験を行ない、成績評価では、試験成航に加えて、出席と提出諜題を考慮する。

テキス卜名 iBASICによる情報処理入門」大西菊太郎 ナ力ニシヤ出版

'情 報 処 理 F 
やま もと

山本

…ト | 4 単位 1

4修 | 1-4年 |
| 通年 |

情報処理技術はこれから社会においては文科系の学生といえども身につけておいた方が好ましいとされ

ている。しかし一応プログラミング技法を修得した学生で‘も、それを実際にどう生かすかに当惑している人

が多いように思われる。本講においてはこのような人々を対象に実際のデータ処理等に関する易しい問題

を取り tげ、コンピュータと実社会とのつながりについての理解を深めるようにしたいロ

従って本講を受講する学'1=.は BASIC文法、またはその他の何等かのコンピュータ言語について一応の理

解をも っていることを条件とする。その上でC言語を履修しつつ、上記の問題に取組みたい。

試 験:未定

報 処 理 G . H 
ひ おきさき お

日置咲夫

| 4単位 | 
| 1-4年 |

|通年 |

現在では、パソコンを備え付けていないオフィスはないと 言っても過言ではない。このため実社会に出た

場合、多かれ少なかれパソコンとの係り合いを持つことになるであろう。パソコンを備え付けている目的は

情報の処理である。パソコンを使って情報を処理するためには、情報をどのように処理するのかその目 的に

合ったプログラムが必要となる。

本講では、パソコンの取扱いに慣れるとともにプログラム作成の基本的事項を修得することを目標とす

る。このためプログ、ラミング‘言語として BASICをJih、プログラムの作成と実習とを行う 。

試 験 前期、後期に定期試験実施

テキス卜名 WBASIC活用テキス卜』オーム社
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4 )外国語

[竺 き五
回口 H 

一一一一一First and Second Year English for non-English majors (第二外国語〕

Non-English majors， i. e. those students majoring in Chinese， Korean， or Spanish， must take English 

during their first and second years at Kanda University of International Studies. The students have two 

90-minute classes of English per week. One of these classes focuses on reading/writing while the 

other emphasizes speaking/listening 

At KUIS the emphasis in our language classes is on communication. Therefore， in the 

reading/writing classes we discourage the "read-and-translate approach" to language teaching. The 

students will be given as many opportunities as possible to use English in the classroom， for example 

by summarizing and discussing the topics in the textbook. Similarly， in the speaking/listening section 

the emphasis is on using the spoken language for communication in the classroom 

中 国 圭五
回同

ら
斗
吋
d

む
+
寸

わ
け
川

-
B
呈

か
P
J
ル
同
出

お
夫
U

敏

μ
嘉

川
勝山

4 単位

2 年

通年

生きた教材を通じて、中国語を 「耳Jで聞いてわかり 、「口」から正しい汗を発せられるように、できるだ

け発音の習得につとめ、このうえに基縫的な語集、文法、表現などを学習してゆきたい。

試 験:前期と後期の末のほか'1"問に適時小テストを行う。

テキス卜名 相原茂『中国語へのパスポー卜』朝白出版社 (川村)

開講時に指示する。(r.I)

中 国 三五
回目 H 

‘J
 ァ

nztv
 

ド ウsイ

威

4 単位

3 年

通年

初年度の学習を基縫に、講説、会話、テレビ ・スキットを通して、巾国の文化、風俗、 習t1'tの理解を深め

るとともに、中国語の か聴"、砂説砂、秒読"、か写かの能力をいっそう高めてゆきたい。

試 験・前期と後期の末のほか中聞に適時小テストを行う。

テキス卜名 榎本英雄『中国に遊びましょう一波中国』朝日出版社。
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ス
a 

A、 イ ノ
王五
回ロ

4 単位

2 年

通年

初級用の文法と訳読を兼ねた教科書を使用して、スベイン語の初歩から指導する。発音を重視し、単独で

辞書をヲ[¥，、てスペイン文を理解できるぐらいの基礎知識を授けることを目的とする。なお出席は特に重要

なので、欠かさないこと。

試 験:前期・後期二回実施する。

ス ぺ イ
、
ノ

三五
回ロ E 

1 4単位 |

| 3 年 |

| 通年 |

初級で得た基礎知識を応用し、練習を重ねることに重点を置き、ある程度実践的に役立つ語学力を身につ

けることを目標にする。

試 験:前期 ・後期の二回実施する。

韓 国 王五
回同

と さまさき

土佐昌樹
ナ ソ〆スク

羅 聖淑

4 単位

2 年

通年

韓国語と日本語は良く似ていると言われます。確かに、皆さんが英語で苦しんだ語順には、もう苦しまな

いでしょう。そして韓国で使われる漢字語が日本と同様なので、うれしくなる時もあるでしょう。このよう

な類似点も多いのですが、相違する点、も少なくありません。おそらく、当初、韓国語の発音や文法などに、

とまどうでしょう。しかし、韓国語を学ぶうちに、発音の美しさや文法体系の見事さに感動するにちがL、あ

りません。斡国語の面白さを知ることで、隣国である韓国に対する理解が深まることを期待します。

なお、韓国の風土 ・自然、のみならず歴史や文化などにも関心を向けて下されば、も っと韓国語を面白く学

べるでしょう。

テキス卜名 ・菅野裕臣監修『朝鮮語を学ぼう』三修社、その他
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4 単位

3 年

通年

叩昇

き樹

帥中

さ佐

時
漬
と
土

日
自
国

E 三五
回ロ国韓

一年目の綬業の続きとして発音と文法の仕上げを行ない、更に主として読解力の向上をめざす。

験:期末試験を行なう。

テキスト名 .未定

試

4 単位

2 年

通年

ふじたとも こ 位んぽじゅんこ

藤田知子・仙波純子
なかむら かなめ たなぺやすこ

中村要・田辺保子

三五
回口スノフフ

2人の教師が同ーの教科書を用いて授業をし、 一年目でひと通りフランス語の発音と文法を学びます。未

習の外国語ですから毎回出席し、しばらくの聞はコツコツと知識をインプットすることに力を注ぐことに

なるでしょう。一年目終了時にはフランス語検定(仏検) 4級を目指せる力をつけたいものです。

験数課終わるごとに試験をします。

テキスト名 :藤田他 「東京・ パリ初飛行J駿河台出版社

試

4単位

3 年

通年

4

子

こ子

川純

叶
保

仙
波

ド
辺

品
仙

た
回

こ子
一一
要

ω
知

治

と
口は

ら
4
1

y
E
L
む
+キ

H
藤

跡
中

H 五回ス
、
ノフフ

一年目の授業の続きとして、発音と文法の仕上げ、および、読解力・表現力の向上を目指します。フラン

ス語 2年間の成果として、フランス語検定(仏検)の 4級そして 3級合格を目標にしてみましょう。

ph
u
 

no 

験:未定試



ド イ 、y 三五
ロロ

しがなみ ゅう

志賀浪 優子

4単位

2 年

通年

~， Iiの使い方指導を '1 '心に文法、作文、ヒアリング、発音と刀辺地l~ く必礎を築きたい。 同時に英米語学科

学生の第二外国語であることから、英語との比較、さらに日本語との比較を通して、ドイツ訴の思考構成が

税戚関係にある英語よりもむしろ H本語に似ている事を一緒に与えてみたい。英語に接触することで新し

い世界が聞けたように、 ドイツ訟に接触することでもう一つ別の他界、別の視点が聞けることを期待する。

試 験:定期試験 (年 2同)の他に必裂に応じて実施。夏休みの題題として毎年レポート用紙 2枚以上

の独作文もあり。

テキス卜名未定

ド イ 、y

赤沢元務

き五
日ロ H 

あか ぎわ もと む

赤 沢元務
にしむら スザンネ

西村 SUSANNE

4 単位

3 年

通年

さまざまなジャ、ノノレの文章にできるだけ多く接することによって、ドイツ言語の表現にさらに慣れ、文法の

知識も深めてもらいたいと与えている。主眼は読解)Jの福袋にあるが、読み以外のドイツ語運用能よlの養成

にも日I能なかぎり時聞を割きたい。

試 験・前・後期の 2阿。具体的実施方法は未定。

西村SUSANNE

二年次で修得したドイツ語文法を活用し、基本的な日常会話を実践する新鮮な授業をしたい。積極的な会

話の機会を増やすとともに、 |刻き取り(ヒアリング)の練習、簡「れな作文も行う。あわせて各文化の相互理

解を深めるようにする。

試 験:積極的な侵業への参加、独訴のJ![解進度を確認する試験、作文を行う。

テキス卜名 .ドイ ツ語テキスト 11(11 TEXTE ZUM LESEN)三修社し800円

口 ン' ア 舌五
日ロ

くろ だ り・うのすIt

黒田龍之助

4 単位

2 年

通年

初級文法の習得を目標とします。ロシア語はまずその独特な文字:をおぼえることが大切ですから、プリン

トなどをもEってこれを身につけていきます。初めの 2カ月ぐらいは特にがんばってください。

試 験 :前 ・後期末に乍記試験。その他授業中に小テスト。

テキス卜名 「はじめてのロ シア語」桑野隆 (白水社)
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口 ユ/ ア 三五
ロロ E 

くろ だ りゅ う のすけ

黒田龍之助

4 単位

3 年

通年

入門用のテキストを読本とし、まとまった文章を読む練習をします。また文法川の問題集を使って、納lか

い知識を整理します。

試 験:原則として前 ・後期末に試験。そのうちの一回は面接形式の朗読テスト 。

テキス卜名:① 「ロシア語教程JA・アキーシナ/狩野亨 (ナウカ)

② 「自習ロシア語問題集J中村健之介 (白水社)

イ タ ア 圭五
回目

し
田山

崎文

よ余
川
和

町
山

だ
目

前
秋

凶
吉
岡

4 単位

2 年

通年

秋山余思

イタリア語を話し、聞き、読み、 )t}くための能力を養うために妓少限度必要な基礎文法を修得する。伊j文

を読み、カセットやビデオも使用する。

試 験:年に二度筆記試験を行う。

テキス卜名 .パッソ・ア ・パッソ (白水社)

高田和文

ごく簡単な日常会話を題材にして、イタリ ア語文法の初歩と基縫表現を学ぶ。必要に応じてビデオ教材を

使用し、実際のイタリア語に触れる畿会を作る。

試 験:定期試験(年 2匝1)の結果により評価する。

テキスト名 :チャオ! (日伊協会編)

イ タ ア 三五
回目 H 

し思

品文

よ余
川
和

町
山

だ
田

制秋
笠
間

4 単位

3 年

通年

秋山余思

初級 ・中級のイタリア語のいろいろえ;，;，文章を読みながら、読解力を養成する。同時に前年度に学び残した

文法も説明する。 各自辞3をヲ I~ 、て予習して来ることが望ましい。

試 験:年に三度筆記試験を行う。

テキス卜名 .イタリア語読本 (大学書林)

高田和文

基礎的な文法事項を確認しながら、日常会話の習得と簡単な読み物の講読を並行して進める。必要に応じ

てビデオ教材を使用し、実際のイタリア語に触れる機会を作る。

試 験・ 定期試験(年 2回)の結果により評価する。

テキス卜名 .イタリアーノ・イン ・イタリアーノ (日伊協会編)
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5 )保健体育

イ呆 健 理
るC晶

画岡

ょこ ぜき とし

横関利子

1単位

2 年

前期・後期

現代社会における労働の省力化、貨かになった食生活により 、若者の体格は大きくなり、健康レベルは向

上しています。しかし、その反面、運動不足やエネルギーの過剰娯取による肥満が、循環器系疾患などの成

人病との関わりを強 くしています。成人病を予防し健康を噌進するためには、適切な生活習慣を持つことが

大切です。そこで、保健理論では①健康を成立させる要因は何か、②食事、喫煙、飲酒、運動などの生活習

慣が健康に及ぼす影響、③健康づくりのための運動の実際、④肥満および成人病と運動との関わりについて

講義をします。

試 験 :定期試験の結果、出席状況により総合的に評価する。

テキス卜名 .なし (授業中に資料を配布)

体 育 理
る。除
員同

とみ lI'っき&ういち

冨柏京

1単位

2 年

前期・後期

今日、誰もが体育やスポーツの活動に参加することは可能である。しかし、今日の状況が構築されるまで

には長い経過がある。ましてや今日的状況の成立はごく近年のことといってよい。体育やスポーツの身体運

動の歴史は特権的、階級的、儀礼的、土着的といった普遍性をもたない特殊な存在であったといえる。本講

義は体育やスポーツの身体運動が特殊的な存在から今日の大衆化されたスポーツの状況 (Sportfor all)ま

でを歴史的に概観し、さらに、イギリス B.B.C制作のドキュメンタリーを参考に今日的課題を考察する。

試 験:講義内容に応じた試験とレポートで評価する。

体 育 実 技
| 2単位 |

| 1-4年 |

1978年、ユネスコは 「体育やスポーツの実践はすべての人々の基本的権利であるj という宣言をした。以

来、体育やスポーツの社会的役割と認識は重要なテーマとなっている。本講義は実技科目ではあるが生涯学

習の対象として体育・スポーツのあり方を考えるものとする。体育実技は開設されたスポー ツ種目より 年

間で 2種目、卒業までに 4種目の選択履修である。開設種目は下記のとおりである。

《野外活動種目》オリエ ンテーリング、サイクリング、カヌー、登山&キャンプ、スキー

《一般スポー ツ種目》バレーボール、バスケットボール、フットボール、卓球、テニス、バドミントン、ソ

フトボール、フィットネス&トレーニング

試 験・出席状況、実技の内容、 レポート等によって評価する。

no 
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C 2 J専門教育科目

1 )基礎教育科目(各科共通)

日本近代思想史 A.B
やlI' りみ う けん じ

山領健

4 単位

2~ 4 年

通年

近代日本の思想家の何人かを選び出し、それぞれが発見した問題を考えることによ って、日本の近代思想

の輪郭を全体としてつかめるようにしたい。全員がテキストを持ち下読みをして授業にのぞむことを希望

する。

試 験:前期には試験をせずレポートを課し、後期には試験をする。レポート ・試験の両方について合

格する必要がある。

テキス卜名:鈴木正・山領健二編『日本思想、の可能性.!I(五月書房刊)

日本倫理思想史 A.B
くlま た こう めい

窪田高明

4 単位

1~4 年

通年

日本倫理思想史とは、「日本人は生きることをどのように考えてきたか」を問う研究である。日本では思

想は儒学、仏教、神道の用語によ って表現されてきたが、そのような各領域の学説史は倫理思想史とはし、え

ない。その背後にある日本人の自己の生を捉える態度を解説し、その特徴を考えることが重要である。Aと

Bの授業内容は同一である。

試 験 :前期末、後期末に一度ずつ試験を行う。

テキス卜名 .日本思想史入門 (ぺ りかん社)

日本倫理思想史 C ・D.E
とお やま

遠山
あっし

敦

本講は近世を中心としつつ日本倫理思想史を幅広い視点から概観することを目的とする。

4 単位

1~4 年

通年

具体的には山本常朝 ・鈴木正三 ・伊藤仁斎 ・荻生但練 ・本居宣長を中心に扱うが、それらと関連づけな

がら、文芸や武士の思想、儒教 ・仏教 ・神道 (国学〕それぞれの思想的伝統に関する基本的な知識について

も触れていきたい。

試 験:前期末 ・後期末に各一回の定期試験の実施を予定している。

テキスト名 w日本思想史入門』相良 亨編 ぺりかん社
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日 本 の 白
木 教 A B 

うす い あっ

薄井篤子

4単位

1-4年

通年

近代に出現した一群の宗教で‘ある新宗教は、すでに l世紀半以上にわたる歴史を持つ。それは日本の近代

化と深い係わりを持ちながら、 今日なお多様な活動を展開している現象である。

本講義では新宗教を近現代日本の産物として捉え、社会の変動を通してその教えや活動の理解を試みる。

また既存の宗教伝統との連続点や相奥を考察する。新宗教が日本社会で果たしてきた機能を検討すること

を通して、日本の社会的文化的特性の認識を深める。

参考書 ・文献は適宜教室で指示する。

試 験:講義の内容の中から提示したテーマについてのレポート (年 2回)で評価する。

日本芸能史 A B 
いIt だ こう いち

池田弘

4 単位

1-4年

通年

か仮名手本忠臣蔵砂を素材として、浄耶璃・歌舞伎を中心に、日本の伝統芸能の特質を考察する。テキス

トによる文字面からの学習にとどまることなく 、実際の舞台を見、演奏を聞き、さらには実技の一面にも触

れるような体験的学習を求める。テキスト本文の書写の提出を求めるほか、指定した舞台の観劇jも義務づけ

る。したがって時間と労力を必要とする講座であることを十分理解のうえで選択してほしい。多くのことを

知ってほしいという願L、から欠席 ・遅刻に厳しく、欠席10回を数える者には単位を認めないし、受講姿勢に

ついても厳しい。

試 験:観劇報告 ・本文書写 ・論文に出欠席点を加味して評価する。論文については30枚程度の論述

を求める。

テキスト名，校註仮名手本忠臣蔵笠間書院

日 本 王五
回ロ 尚子 基 礎 A 

おお し.. レち ろう

大島 一 郎

4 単位

1-4年

通年

現代日本語の実態の中から日本語の歴史的変遷を探りつつ、 言語の木質 ・機能を考える。日本語の特質を

科学的に究明するために、 自らの言語意識を高め、これを内省することが先ず求められる。自らの言語生活

の内省から、 言語に関する様々な問題点を発見し、これを深求してみよう。

試 験:学年末に筆記試験を行い、その結果で評価する。

テキス卜名 日本の方言 (講談社現代新書、平山輝男著)
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日 本 吾五
回ロ 尚子 基礎 B 

いの うえ

井 上
まさる

優

4単位

1-4年

通年

日本語とはどうし、う 言語か?ということについて、文法研究者の視点から話題を提供する。

受講希望者は、必ず①第 l巨lの講義に出席し、かつ②その時に 「受講禁」を提出すること。この二つの条

件を満たさない場合は受講を認めない。

試 験.レポート(年 2回)

日 本 三五
回同 学 基礎 C 

いの うえ

井上 優

| 4単位 |

| 1-4年 |

| 通年 |

日本語の文法 ・意味について 「自分の頭で考え、それを形にする」ための基礎的な訓練をおこなう。将来

日本語研究〔他言語との対照を含む)や日本語教育に撹わりたし、と(何となく)考えている人、また「こと

ばJについて自分の頭で考えてみたい人の受講を希望する。(予備知識は不要〕

受講希望者は、必ず①第 l回の講義に出席し、かつ②その時に 「受講票Jを提出すること。この三つの条

件を満たさない場合は受講を認めない。

試 験.随時試験をおこなう。学期末にレポート提出。

テキス卜名 ・『基礎日本語文法 改訂版~ (益岡隆志、田窪行則)く ろしお出版

日 本 壬五
ロロ 学 基 礎 D 

刷
出
憶

え
凍
一

此本
州
岩

4単位

1-4年

通年

日本語の文法における主語 ・目的語と L、う概念について、世界の他の言語と比較対照しながら級説する。

特に、オーストラリアや東南アジア、コーカサスの言語が持つ、一般にはあまり知られていない主諾 ・目的

語の特徴に言及して、日本語型の言語の特質を明かにしてし、く 。

受講者は、各国語学概論を既修していることが望ましい。

試 験・前期と後期の終わりに l度ずつ試験を行なう。
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日 本 文 レ
L，aE' 

るゐ除
白岡

とり お とし ゃ

席 尾俊哉

4 単位

1-4年

通年

日本文化の特質を理解するためには、先ずその形成発展のあとを、特に東アジアの文化の流れの中に位置

づけて、歴史的に考察することが必要である。所謂日本文化論として世に行われているものの中には、この

歴史的考察に欠けるものが少なくない。

そこで本識では、日本文化史の流れを把握することに重点を置き、その中から自ずと日本文化の特質につ

いての理解を身につけることを目指す。

試 験 :前期末にノート(手書き〕提出、学年末にベーパーテスト実施。

テキス卜名 . 尾藤正英 『日本文化論~ (放送大学教材)(日本放送出版協会)

T. TORAO & D. BROWN，“Chronology of Japan" (ビー・アイ・アイ /丸善)

日本倫理思想史演習
<1"ま た ζ う めい

窪田高明

4 単位

2-4年

通年

歌や物語の研究をとおして蓄積された日本の古典研究の伝統は、本居宣長において日本国有の文化とそ

の本質への関心として開花した。国学の大成者本居宣長の著作から古道論に関するものを取り上げ、読解を

すすめる。演習であるので、レポートを発表し、討論を重ねる形で授業を行う。ただ坐って聞いているだけ

というわけにはいかないので、それなりの覚悟は必要。

試 験:レポートと平常点。

テキス卜名 宣長選集 (筑摩書房)

日本近代思想史演習
や" りaう けん じ

山領健

4単位

3-4年

通年

大正期の思想雑誌 『我等』について共同で研究する。はじめに導入のための講義を 5回ほど行なう聞に各

人のレポートを準備してもらい、以後ほぼ毎回報告を求める。学習のつもりでなく、共同研究のつもりで参

加することを求めたい。参加希望者が多数の場合は人数を制限する。

試 験:平常点をレポートによる。

テキスト名 ・田中 浩 『近代日本と自由主義~ (岩波書庖)

円
ノ
U

弓
，
a



コミュニケーション論 A.B
おる た

吉田
ぎaう

暁

4 単位

1-4年

通年

人間のコミュニケーション現象の根元にあるものは何なのかを考える。人間であるということを土台と

して、環境との対応、人聞にとってオープンな選択とその危険、意識とその構造、解釈された「世界jの体

験と受容、記号と意味、コンテキスト 、コミュニケーション ・モデ、ルなどのテーマをとりあげる。 (受講者

は二年生以上)

試 験 :未定

コミュ ケーション論 C
〈 め てるゆき

久米昭元

4 単位

1-4年

通年

コミュニケーションとは一体何か。私達の社会生活に不可欠と思われるコミュニケーションという現象

について考え、さらにその意義と役割、機能についてミクロ(対人)からマクロ(マス ・メディア)レベル

までI1民を追って講義する。後期には小集団による実践的課題にも取り組んでもらう。クラスで積極的に発言

できることを前提条件としたい。

試 験 :定期試験(年 2回)、その他 レポート及びグループ ・プレゼンテーション

テキスト名:石井 敏、橋本満弘編著『コミコニケーション論入門』柄原書庖

W.S目ハウエJレ、久米昭元『感性のコ ミュ ニケーション』大修館書庖
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異文化コ ミュニケーション論A
〈 め てるゆき

久米昭元

4 単位

2-4年

通年

最初に文化とコミュニケー ションの基本概念と相互関係について与察し、その後コ ミュニ ケーションに

影響を及ぼしている嫌々な文化的要閃について考察する。後三刷工事例研究や学生による特定テーマのプレ

ゼンテーションなどを通して異文化を.Ell解するということについて共体的に与えてゆきたい。

試 験.定期試験 (年 21nJ)、のその他 レポート及びプレゼンテーション

テキスト名 :古田 暁監修 『異文化コミュニケーション』有斐閣

古田 暁~修『異文化コミコニケーション ・ キーワード』有斐閣

異文化コミュニケーション論 B'C
よこ かわ まり

横川真理子

4単位

2-4年

通年

Successful Intercultural Communication begins with self-awareness-questioning our own values， 

assumptions， and customs. This course will study how cultural patterns affect both our own behavior 

and our perception of others， both within and across national boundaries. It will examine issues such as 

cultural values， cognitive style， cultural adjustment-and maladjustmentー inthe forms of culture shock 

and re-entry shock. We will also study observational field methods and concepts such as cultural 

relativism. Exercises will be used to show how culture affects communication patterns， both verbal and 

non verbal. 

Although the lectures will primarily be in English， there will be some explanation in ]apanese 

Comments， questions， and exams will also be accepted in ]apanese 

試験:Observational project， participation， and short exams 

テキスト名 :Condon， John and Fathi Yousef. An Introduction to Intercultural Communication 

Indianapolis， IN: Bobbs-Merrill， 1975. plus reference books 

異文化コミュニケーション論 D.E
」 ばやし としお

小林登志生

4 単位

2-4年

通年

コミュニケーションが社会科学の一分野として確立されたのは、比較的近年であるがその扱う基本的問

題は、有史以来人間の歴史と共に存在してきたものである。本講義では先ず基本的な講義を通して 「コミュ

ニケーションとは何かJを理解した上で、われわれの住む日本、特に激変する国際潮流の中の日本に焦点を

当て、広く世界を見る目を養うことを目標として、機々な異文化のまたがるコミュニケーションの問題点に

ついて Role-Playなどを行い分かりやすく講義を進めてL、く 。受講生の積極的な参加を期待する。

試 験 ・1.授業、特にクラス討論への積極的参加と貢献度

2. レポート室長の提出および定期試験の成績

テキス 卜名 r国際理解のキーワー ドJハンドアウト、ビデオ教材を用いる。
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異文化コミュニケーション論 F.G
ひら い かづひろ

平井一弘

4 単位

2-4年

通年

巽文化コミュニケーションとは、文化的背景を異にする復数の人聞がコミュニケーションにたずさわる

時に何がおこるかを研究し、またどのようにしたらそのようなコミュニケーションを上手に行なえるかを

研究する分野である。

研究の方向は文化に重点を置く考え方と、コミュニケーションのプロセスに重点を置く考え方の二つに

大別されよう。授業では双方を取り扱うが、今年は後者の考え方を中心とする。

試 験:前、後期にそれぞれ論文をt!?く。内容は講義内容を反映させるもの。

テキス卜名 r異文化コミュニケーシ ョン」吉田 暁監修石井敏他著有斐閣

「異文化コミュニケーシ ョン・キーワードJ吉田 暁監修平井一弘他著有斐閣

組織コミュニケーション論A
なが お てる や

長尾昭哉

4単位

2-4年

通年

この講義では、言語分析の基礎手法としての命題論理、述語論理を先ず解説し、言語活動と組織生活のつ

ながりを理論の立場から検討する。

試 験:年間 5"'6回の中間テストを行う。

テキス卜名 オールウ ッド 日常言語の論理学

組織コミュニケーション論 B
なが お てる 苧

長尾昭哉

4 単位

2-4年

通年

この講義では、組織理論の古典を、コミュニケーション論の視点から講読する。

最初は英文のテキストを使う。英語の読解力があることが望ましい。

試 験・年間 5"'6回のテストを行う。

テキス卜名教材コピー

F
h
d
 

勾
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組織コ ミュニケーション論C
〈 め てる ゆき

久米昭元

4 単位

2-4年

通年

「組織があって人がし、るjのではなく 、「人が集って組織ができる」とし、う立場で、人と集団、人と組織、

人と社会とのかかわりを考える。主なテーマは 「情報はいかに得られ、浸透するのか」、「ものごとはどのよ

うにして決まるのか」、「ものごとはどのように実行されるのか」の 3つである。これらについて、クラスで

の討論と実際の組織へのフィールド ・ワークを通して考察を深めたい。時間のかかる調査をねばり 強 く行

う意欲のある学生を歓迎する。

試 験 :定期試験 (年 2回)、その他フィールド ・レポート及びプレゼンテーション

テキス卜名 :原岡一馬・若林 満編著 『組織コミコ ニケーシ ョン』 福村出版

メディア・コミュニケーション論A.B
たけ いち ひで お

武市英雄

4単位

1-4年

通年

人は目で見える外在的な世界と文字や記号などをもとに頭の中で組み立てられた内在的な世界の二つの

世界の中に生きている。とくに後者はメディアを通して伝えられる疑似的な環境である。人は情報の入手

に、メディアを通したコミュ ニケーションに依存している場合が多いが、人はメディアに対して受け身でな

く主体的な姿勢で接することが大切。そのためにはまず私たちはメディアによるコミュニケーションの特

徴を理解する必要があろう。そこで本講ではニュース、ジャーナリズム、新聞などの特性を考察する。と同

時に日本と外国(とくにアメリカ)の報道を比較、分析してみる。

試 験:試験は論述式で最終授業に行う予定。試験以外に書評ほかの提出物が課せられ、これらを総合

評価する。

メディア・コミュニケーション論C
み どうおか

御堂岡 潔

4 単位

1-4年

集中講義

国際化の進展が著しい今、日本・日本人が諸外国からどのように見られているか、そして日本人は諸外国

をどのように見ているかは、重要な問題である。そこには、しばしば偏見やステレオタイプが生じていて、

滑らかな相互関係を阻害している。講義前半では、国家 ・国民間の相互イメージの実態とその研究法を紹介

する。後半は、その主な形成因としてマスメディアと教育を取りあげ、直綾接触とも比較しながら論じる。

参考文献リストは開講時にプリントで示す。随時、プリント配布、ビデオ視聴をおこなう。

試 験 .講義の最終日に試験をおこなう。この試験の結果と、講義時の小課題の提出状況とで、成績評

価をおこなう。
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4 単位

1-4年

通年

ホ ー リ ~ーパー ト

HOLL Y SIEBERT 
カワカ

KAWAKAMI 

国際ビジネス・

コミュニケーション論A.B 

This course will be offered twice. Students wishing to use English as much as possible should 

register for the earlier class while students wishing to communicate in both ]apanese and English 

should try to register for the second class. However， in either class the emphasis will be on content 

rather than language. Written materials will be mostly in English and any tests will also be in English 

After a review of major principles of intercultural communication， we will look at how cultural 

background affects the workplace and doing business. There will be sections on leadership and 

management styles， negotiating， motivation， presentations and persuasion， company and individual 

expectations， multi-cultural management. Students will be expected to do projects and presentations 

Participation and regular attendance are very important 

験:Evaluation will be based on projects， attendance and participation. Short tests may be 試

glven. 

4 単位

3-4年

通 年

開
元

てる

昭
め

米久

テキスト名 未定

異文化コミュニケーション演習

異文化コミュニケーション研究にかかわる領減について日英両語の文献(研究史、言語 ・非言語メッセー

ジ、パーセプション、 レトリック、価値観、伝達スタイル、異文化適応、文化摩擦、異文化交渉等)を読

み、その中から自分自身の研究テーマを模索する。後半にはテーマに関する発表と討論を通 して、リサーチ

ベーパーの完成をめざす。

〈基礎教育科目のコミュニケーション科目のうち 「異文化コミュニケーション論」を含め 8単位を取得した

者に限る〉

験:リサーチペーパー

テキス卜名:ジョ ン・ コンドン 『異文化問コミュニケーション』サイマル出版会

エドワード ・スチコワー卜『アメリ 力人の思考法』 倉IJ元社

試

4 単位

1-4年

通年

自H四
やま

山神
る企.
白岡明文較比

冷戦が終り二大国の戦争もイデオロギーの対立もなくなったので、局地的紛争はあるが、大きく見れば地

球にはあと穏やかな文明の対立があるだけである。文明は大きな高気圧のようにいろいろな地域と民族の

上にさまざまな文化を包んで広くゆっくり動いている。講義はまず文明の意味、文化と文明の関係、歴史の

通時性と共時性、など基礎的な問題を論じてから具体的に文明の形態 ・変動 ・比較の事例を話す。ふつう 言

われているグローバリズムということばを文明に置きかえてしっかり学んでほしい。

リポートを課すこともある。 出席重視。験 .成績は年 l回か 2回の定期試験で評価する。
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東 西 の 田
Il午、

ホ目，巳，、
こう やま し ろう

神 山四郎

4 単位

1-4年

通年

いろいろな対象をいろいろな角度から級ってみたいが、まず本年度はI:V'J治から昭和にかけて日本の思想

家の西洋思想受容の仕方の違いを見てみたい。福沢諭方と西j司あたりから始めるが、激石([i'激石文明論集』

より)ぐらいまでl隔を広げるつもり 。この問題は日本人の主体性確立のためには依然として現代の課題でも

ある。

参考書はそのつど教える。

試 験:成績は年 l回か 2回の定期試験によ って評価する。 リポートを課すこともある。出席重視。

東南アジアの宗教と文化A.B.C
アり 7，ン ベイ

ARIFIN BEY 

This course tries to impress upon and seeks the understanding of the students about the following 

three realities and necessities 

1. The world， thanks to science and technology， is moving rapidly towards globalism. At the same 

time humankind is entering an era of multi culturalism. Religion is the bedrock of culture 

2. An understanding of the way-of-life of the peoples of Southeast Asia requires an insight into 

the basic thoughts of major religions and their impacts on the social， political and economic 

systems. Southeast Asia is a meeting point of at least five of the seven major religions: Buddhism， 

Christianity， Confucianism， l-Iinduism and Islam 

3. To decrease the so called ‘bunka masatsu" ]apan is called for to explain her 'identity'， culturally 

speaking， and to develop a competence to address oneself within the context of the various 

cultures of Southeast Asia 

@ class is given in ]apanese and ⑧ class in English 

@ class will be given in the from of‘shQchQ kogi' from August 22 to September 17， 1994 

The language is English 

試験 :Tests will be given twice in addition to an examination at the end of the semester 

Textbook: Must reading for students: Yano Tohru，“Tonan Ajia Sekai円oKozu"， NHK Books， Tokyo 

Lectures cover materials entirely different from those in the textbook 

。。
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東南アジアの宗教と文化 D
そめ 輪 よしみち

染 谷 臣道

4 単位

1-4年

通年

東南ア ジアの文化や文明は、1片米のアニミズムの上にヒンドゥ一教や道教といった民族宗教そして儒教、

仏教、イスラム教、キリスト教といった世界宗教がいくえにも重なり 、海然と融合し合う ことによって成立

してきた。本講義ではその様相についてインドネシアのジャワ社会などの例を挙げて槻観する。また、点南

アジアに住む円本人の異文化理解の仕)Jを例にとり 、現代日本との文化的判l違を精神相(モラノレ・オー

ダー)と技術相 (テクニカル・オーダー〕とし、う概念を使って明らかにし、相互理解の道を探る。

試 験:いくつかの小レポートと、前 ・後期の期末に個均のテーマにしたがって記述したレポートを

挺出させる。

テキス卜名 :マルパンゲン ・ハルジ ョウィロゴ 『ジャワ人の思考様式』東京:めこん、1992

石川栄吉監修 『オセアニア②伝統に生きる』東京 東京大学出版会、1993

国際経済概論 A B 
うち だ しげ お

内 田茂男

4 単位

2-4年

通年

冷戦体制の終結で、世界経済は歴史的な転換点、を迎えている。旧ソ連・東欧諸国は苦しみながらも市場経

済圏への仲間入りを目指し、中国も 「社会主義市場経済化Jの道を着-実に歩み始めている。先進各国はとい

うと、スーパーパワ ー、アメリカの哀退で、地域ブロック化への傾斜を強め、自由貿易主義は危機に瀕して

いる。こうした大きな流れの変化に 11本はどう対応するのか。日本経済とのかかわりを軸にして、いま |止界

になにが起こっているか、を新聞記おの視点、で整理してみたい。教えるというより 、一緒に考えるというこ

とになろう。

試 験:IIIJ、後期 l回ずつ。小論文形式。

テキスト名 .適宜授業でいいます。

国際機構概論 A . B 
おお いずみ けレ

大 泉敬子

4単位

3-4年

通年

国際関係のドラマは、いまや「ポスト冷戦時代jの巻。安定した秩序がもたらされる代わりに、解決困難

な民族紛争や地域紛争が次4 と起こり 、それらが「国際連合(国連)Jの場に持ち込まれている。国連は、冷

戦終結後、世界の平和と安全の維持 ・回復 ・創造のためになにがで、きるのか。そして、加盟国のひとつであ

る日本は、どのように国連の活動に加わったらよいのか。今年度の講義では、国際関係を映す鋭であり縮図

だといわれる国連という国際組織(機構)に焦点、をあてて、国際社会の組織化について考えてみる。

試 験:授業中に行う時事問題小テスト 、レポート 、期末試験。

テキス卜名 ・適宜指示をする。
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国際機構概論 C D 
たか はし

高橋
し

-
-

官
民

4 単位

3-4年

通年

講義で‘は国際機関(InternationalOrganisations)の語を使う(国際組織とか、internationalInstitutionsと

いう用法もある)。まず internationalという形容調の由来から始めて、前半部では国際連合 CUnited

Nations， UN)を扱う。後半部で国連の専門機関の一つの国際労働機関(ILO)の活動(人権、労使関係、社

会保障など)を勉強したい。いわゆるノンガノく CNGO非政府団体)が制度的に組込まれていて、ケースス

タディーとして最適である。多国籍企業も含めて、これらの縫闘で働く人々はinternationalsC国際人)でも

ある。OECD、EUC欧州連合〉、ア ジア太平洋の地域協力も採上げる。結びは、とかく内向き志向の日本に

ついて考えたい。

試 験:ペーパーを出させる。

(参考書) 横田洋三編著『国際機構論~ 1992 

桜井雅夫著『国際機構論~ 1993 

国 際 法概
吾，6.

a岡 A B 篠原
あづさ

梓

4 単位

2-4年

通年

本講義は国際社会の法的規律、そして秩序維持の実態について理解することを目的とする。前期には国際

法の性質 ・法源 ・主体(国家)等の基本的事項に加えて、海洋法 ・字宙法 ・外交関係法等の分野も扱いた

い。後期には人権法 ・環境法、そして国際裁判と平和維持の問題に特に焦点をあて、最後に日本が国際社会

において今後どのような貢献が可能なのか考察する。

試 験:後期にまとめて、論述式の問題を 1~ 2題出題して試験を行なう。

テキス卜名.横川 新・佐藤文夫編「国際法講義J(北樹出版)

民 族と文化 I A . B 内藤
みさお

操

4 単位

1-4年

通年

前期は民族と文化について現在学界がどのような理解了解に達しているかを討究する。用語の「解Jが中

心となり、それに伴う文献が紹介される。このとき中心となるのは 「日本人の文化とは何であるかJという

ことである。従って 「日本民族はどのような文化に規制されているか」と いう観点、が通底音となる。

後期は民族文化の表現である 「コスモロジーjを追究する。そのための拠りどころとして『色彩のシンボ

リズム』を民族に固有な文化表徴として捉えようと試みる。

試 験:レポート とし、400字原稿用紙10枚程度。場合によっては前期・後期各別に則ち通年で 2回の

提出を求める。

nu 
口む



民族と文化 H A B 
なか むら きみ のり

中 村 公 則

4 単位

1~4 年

通年

イスラーム圏の諸民族と文化を総合的に論じる。Aでは歴史を中軸にして、今日のイスラ ーム圏がどの様

にして形成されて来たかを考察しつつ、構成諸民族の文化を考える。Bでは、文学のみならず広義の人文学

的遺産を紹介しつつ、構成諸民族の文化の在り方を出来る限り総合的に把握して貰う。採点は厳正に行うの

で、最初からイス ラームに関心のない人は受講しない方が得策である。

試 験:定期試験(年 2回)及びレポートの結果で評価する。

テキス卜名 :A rアラ7"の歴史J(ヒッティ著)講談社

B rアラビア人文学J(ギ、7'著)講談社
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2)英米語学科専門教育科目

|英語総
よ~
口 講 座

12単位|

1 年 |

通年 |

The First Year English Proficiency Course consists of twelve 45 minute meetings per week and it is 

subdivided into four major components， i. e. Sogo(ELI)， Reading， Writing， and Language Lab sections 

Each c1ass will consist of approximately thirty students. AII c1asses will be conducted in English 

First Year Sogo (E.L・1)(8) 

First Year English Proficiency Sogo Classes are taught by members of the English Language 

Institute (E.L.I.). Classes meet four times a week for 90 minutes. Classes emphasize the development 

of spoken English skills using information derived from aural and printed sources. Intensive practice 

leads to greater fluency and confidence in speaking and more effective communication strategies 

First Year Reading (2) 

The purpose of the First Year Reading course is to give students practice with various reading 

strategies， paraphrasing and intensive work on vocabulary development and the use of English-English 

dictionaries. This class meets once a week for 90 minutes each 

First Year Writing (1) 

In the writing c1asses the students learn how to express their thoughts in written English paragraphs 

and essays. Model paragraphs are presented for analysis. Emphasis is placed on the study of typical 

paragraph organization patterns and the ways pieces of information in them are related. This c1ass 

meets once a week [or 45 minutes 

Text From Paragraphs to Essays by S. Kathleen Kitao and Kenji Kitao (Eichosha， 1993) 

First Year Language Lab (1) 

The purpose of the language laboratory course is to give the students practice with listening and 

speaking skills， including pronunciation. Through the use of BBC video material. students practice 

these skills. More specifically， students will do the following activities in the lab: 

(1) checking comprehension with the help of visual information; 

(2) checking comprehension with subtitles on the video; 

(3) communication practice using mini-dialogs; 

(4) structural practice; 

(5) pronunciation practice; 

(6) dictation 

This class meets once a week for 45 minutes 

Text : Video English for You (Book 1) : Come and Join U s at Gostwycke Hall (Seibido， 1994) 

円
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圭五
回同

主公
，叫〉

必~
口 講 座 H 

112単位

| 2 年

|通年

The Second Year English Proficiency Course consists of twelve 45-minute meetings per week and it 

is subdivided to four major components， i. e. Sogo A. Sogo B， lntensive Reading and Extensive 

Reading sections 

Second Year Sogo A (4) 

The Sogo A component of the curriculum is an integrated course (Iistening， speaking， reading， 

writing) which emphasizes newspaper reading. ln this class the students learn strategies for reading 

newspapers. They also prepare spoken and written reports on current events. Emphasis is especially 

placed on the development of writing skills， such as summanzmg， comparison and cotrast 

compositions， and the expression of personal opinion on issues in the news. 

Second Year Sogo B (4) 

The Sogo B component of the curriculum， while integrating the four skills of reading， writing， 

speaking， and listening， particularly uses aural sources of information to which the students react and 

interact. While much of the class time is taken up with Iistening and speaking activities， writing 

should also be included as a regular feature of the course， perhaps in the form of a regular written 

assignment， essay， journal， or written summary of what was discussed in group or paired activities. 

Second Year lntensive Reading (2) 

The focus is on the analysis of short English texts word study， and vocabulary development 

Students are asked to summarize the main points of each paragraph in English (paraphrasing)。

Second Year Extensive Reading (2) 

AII sections of this course use the textbook Changing Times by Levine and Hughey (Prentice-Hall) 

The book contains several magazine-type readings on a wide range of subjects with various kinds of 

exercises， including topics for discussion. Evaluation will be based on class assignments， book reports 

(based on out-of-class reading)， tests， interviews， and oral presentations 

内ぺ
U

口
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英語総合講座 ill(illE-l)

Native Americans 

ゾニア イ ー ゲ ル

SONIA EAGLE 

2単位

3 年

前期

A survey of Native American cultures including an overview of lndian race， origins， migration and 

pre-historic cultures. Emphasis will be placed on lndian tribal groups from various culture areas such 

as the arctic， sub-arctic， plains， west coast， woodland and southwest areas. A consideration of Native 

American technology， social organization， religion， art and the current status of reservation and urban 

lndians will be included. A vailable films will be used to illustrate the cultures studied 

試験 1.Class Participation: 20% 

2. Work book: 20% 

3. Final Exam: 30% 

4. Final Presentation 30% 

テキス卜名:Garbarino， Merwyn S. Native American Heritαge. Little， Brown & Co.， Boston 

英語総合講座 ill(illE-2) 松井佳子

An Introduction to America 円 Feminism

2単位

3 年

前期

The purpose of this course is to introduce students， female and male， to feminist thinking about 

changes in sexual roles and images， discrimination， oppression， and the liberation of women， men， and 

children. The text， in English with extensive notes in ]apanese， covers feminist theory and ideology， 

literature and other arts， and the body and sexuality. Students are expected to discuss such topics as 

myths of femininity and masculinity， varieties of sexual experience， pornography， abortion， and Black 

feminism， and such popular slogans as “Sisterhood is powerful" and “The personal is political." 

Students will consult social， psychological， cultural， and historical sources in the library. Later， after 

reading literary works of their choice in English or ]apanese， each student will apply feminist insights 

in written and oral presentations 

試験:The grade for the course will be based on the following four elements 

1. quizzes in each class meeting 20% 

2. discussions of reading 30% 

3. oral presentations based on written reports 50% 

Students who have unexcused absences for more than 1/3 of the class meetings will fail 

the course 

テキスト名目 MiokoFujieda， Kiyoko Matsu 円0，et.al 

Reαding Americαn Feminism (創元社). Ir英語で読むアメリカのフェミニズム』

英語総合講座 ill(illE-3)
ブ ル ー ス ホ ー ト J

BRUCE HORTON 

Research Tools and Academic Writing 

2単位

3 年

前期

This course will develop the students' abilities to perform academic research and to present their 

findings in research papers. We will spend considerable time investigating available research tools， in 

going step-by-step through the stages of the writing process， and in producing a properly-documented 

research paper 

試験:Evaluation is primarily based on the library and research assignments and on the research 

paper itself. There is a final exam and attendance is graded 

テキスト名:To be selected 
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英語総合講座 lli(lliE-4)
せき や

関 屋
やすし

康

一一一一一English in the Med旧

This course will give students an overview of the English found in the media: television， radio， 

newspapers， magazines， films， etc. The aim is to develop students' listening and reading 

comprehension， critical thinking skills and self-expression 

All of the listening selections are taken from authentic English language television and radio 

programs. These include: news reports， documentaries， talk shows， interviews， commercials， game 

shows， and dramas. 

The reading selections are from popular English newspapers and magazines. We will make a list of 

topics according to the interests of the students in the class. Students will read the articles at home， 

analyze them， and be prepared to express their OpInlOnS in class. They will also be required to write 

weekly reports of newspaper articles of their choice. 

試験:The grade for the course will be determined based on the following three elements: 

1. Class Participation: 20% 

2. Media Journal: 30% 

3. Mid-term and Final Exams: 50% 

英語総合講座 lli(lliE-5)
かわ しま こう へい

川島浩平

2単位

3 年

前期

The Growth and Oecline of Urban America 

This course traces and carefully examines the processes and historical contexts in which American 

cities were formed， developed， matured， and then declined 

The topics to be covered include immigration， the boss-reformer political rivalry， the development of 

the means of transportation， suburbanization， and the deterioration of downtowns. The methodology 

and perspectives employed in this course are mostly historical 

Writtings in urban sociology will be also read in order to cover contemporary issues concerning urban 

America 

試験:Classroom Participation and Written Assignments 

テキスト名:Howard P. Chudacoff & Judith E. Smith The Evolution of Americαn Urban Society 

(Prentice Hall， Englewood Cliffs: third edition， 1988) 

英語総合講座 III(皿 E- 6 ) 
わた なべ

渡辺
あきら

明

2単位

3 年

前期

Technology of Language 

Use of language plays a central role in our intellectual life. This course considers the devices that 

have been developed to take advantage of our precious instrument. We will look at how inventions in 

the past help us accumulate knowledge and convey it from one generation to another. Specifically， we 

study how this has been systematized in history in the forms of dictionaries， school education， etc. We 

hope to trace the development from the ancient period up to the Renaissance 

試験:Evaluation will be based on class presentations， participation， and written assignments 

テキス卜名:Tom McArthur， Worlds of Reference: Lexicogrαphy， Leαrningαnd Lαnguαge from 

the Clay Tαblet to the Computer， Cambridge University Press， 1986 
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英語総合講座 III(IIIE-7)
レジナルド カ ー =

REGINALD KEARNEY 

2単位

3 年

前期

The Historical Representation of African Americans in Hollywood Films 

This course will survey the historical representation of African Americans in Hollywood films. The 

course will introduce some of the major “black films" and try to provide a basis for critical assessments 

of the images that they project 

Student performance in the class will be evaluated on the basis of oral presentations， group projects， 

and written assignments 

テキスト名 :Tom Cripps， Slow Fade to Blαck 

英語総合講座皿 (IIIE-8)
カレン シコライパ-

KAREN SHRIVER 

2単位

3 年

前期

19th Century Wester円 Art

This course will trace the development of 19th century painting， sculpture and architecture in 

Europe. The ideas， philosophy and history which helped to form modern art will be discussed. The 

course will start with the Neo-classical period and end with the Post-Impressionists Cezanne and Van 

Gogh 

The class will consist of lectures with slides of major works of art. There will also be some class 

discussion and a trip to a museum will be required 

試験 :Grades for this class will be based on 

1. Mid-term and Final: 60% 

2. Paper: 30% 

3. Class attendence and participation: 10% 

テキスト名 There is no text required for this class but copies of articles in English will be provided 

at the students expense 

英語総合講座 III(IIIE-9) ゆ
岩円

黒
ゆたか

裕

2単位

3 年

前期

Reading and Discussion on Business 

In this course， we will discuss some of the distinctive features of the ]apanese company to see how 

]apanese business organizations are fanctioning. We will also try to have a better understanding of the 

people working for the ]apanese company through the analysis of accounts given by foreign observers 

A moderate amount of reading and active participation in discussion will be required. Course 

requirements include oral presentation and a final paper in English 

テキスト名 :T 0 be selected 

po 口。



英語総合講座 illCillE-l0)
ジ ェムス ヴ 4 〆セ〆卜

JAMES VINCENT 

一一一
一
一

Documents of Western Civilization 

This course will investigate some of the fundamental political. legal. philosophical， and religious texts 

of Western Civilization. Through a series of short but crucial readings stretching from Homer through 

Plato and up to Machiavelli and Nietzsche， students will be afforded a concise panorama of the main 

intellectual and cultural currents of the West. 

The readings will be treated in short lectures and then discussed by students themselves. 

試験:Class participation: 20% 

Essays: 40% 

Exams: 40% 

テキス卜名:No textbook. Copies of materials provided. Printing fee required 

英語総合講座 illCillE-ll)
ペティ リアドン

BETTY REARDON 

2単位

3 年

前期

Human Rights ; A F oundation F or Pease 

This course will explore various forms of violence that prevent world society from achieving a just 

and lasting peace. The international HUMAN RIGHTS Standards will be studied as the indicators of 

violence and peace. Each standard will be illustrated by a feature film and explored in readings 

Students will research and present in more detail than the assigned readings， one of the standards 

Grades will be based on contracts for reading， research and presentation. Oral skills will be 

developed in presentations and discussion， and writing skills in research papers and reviews. English 

language newspapers will be read regularly 

テキス卜名:Twenty Four Human Rights Documents 

Breakthrough on卜iumanRights 

Social Education on genocide and on human rights 

英語総合講座 illCillE-12)
ベティ リア ドン

BETTY REARDON 

2単位

3 年

前期

Human Rights ; A Foundation For Pease 

This course will explore various forms of violence that prevent world society from achieving a just 

and lasting peace. The international HUMAN RIGHTS Standards will be studied as the indicators of 

violence and peace. Each standard will be illustrated by a feature film and explored in readings 

Students will research and present in more detail than the assigned readings， one of the standards 

Grades will be based on contracts for reading， research and presentation. Oral skills will be 

developed in presentations and discussion， and writing skills in research papers and reviews. English 

language newspapers will be read regularly 

テキス卜名 TwentyFour Human Rights Documents 

Breakthrough on Human Rights 

Social Education on genocide and on human rights 
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2単位

3 年

前期
英語総合講座 III(IIIE-13)

たま き たかとし

玉木隆敏

Speech Production Skills 

The purposes of the course are twofold 

(1) to teach fundamental strategies for English pronunciation， and 

(2) to develop skills in producing English speech with rhythm and intonation acceptable to native 

speakers of English 

The variety of English accent as the basic fT!odel is the accent of British English known as Received 

Pronunciation or General British. It is important to be aware that this accent is used simply because 

the teacher is quite familiar with it. This course does not attempt to train members of the group to 

speak with this accent. 

This course does not touch on the methods of teaching pronunciation 

The teaching is done in the form of lectures and practical classes 

テキス卜名 ・Mortimer，C. (1975). Sound Right. Longman. 

Xeroxes of written materials and parts of books provided in classes. 

英語総合講座皿 ClliE-14) だ
田

ち
千 岡IJ

2単位

3 年

前期

英文でE普かれた文化トピックスの readingとdiscussionを行う。

試 験:英文レポートの提出

テキス卜名 1. Donald Keene，“Appreciation of Japαnese culture"， Kodansha International， 

1990第 3版

2 最新の英字新聞文は雑誌記事・論文 (atrandorm) 

※英文で書かれた詳しい Coursedescriptionは別冊を参照のこと。

英語総合講座皿 ClliE-15)
エドワード タ ルポ ヮ ト

EDWARD TALBOT 

2単位

3 年

前期

The Cultures of English 

This course considers the treatment by different authors， (British， Irish and American) of the common 

themes of literature (family， childhood， love， nature， work， war) and relates their work to its cultural. 

social and political background. The course will use video and authentic recordings to stimulate 

discussion， as well as literary texts. Emphasis will be placed on reading literature for enjoyment 

試験 Assessment will be by oral presentations， group projects and written assignments 

throughout the course 

no
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英語総合講座 III(IIIE-21)
ひさいずみ つる お

久泉鶴雄

一一一一
一

Listening to Broadcast English 

You will be listening to various materials including FEN news and announcements， Paul Harve/s 

News， NHK Broadcasting Satellite news， etc. for listening comprehension in class. Let's find out what 

prevents us from comprehending broadcast English with preclslon. I'm sure there are several kinds of 

difficult aspects in understanding spoken English. Let's try to establish a certain number of strategies 

for overcoming the difficulties in listening comprehension as a speaker of ]apanese. 1 expect you to 

acquire the special knowledge and skills required for comprehending broadcast English in this course 

試験 Examinationswill be given every week about what the students have learned in the 

previous week 

テキス 卜名 Handouts and cassette tapes 

英語総合講座皿(皿 E-22) 松 井佳 子

2単 位

3 年

後 期

What Can Philosophers Tell Us? 

Learning to communicate effectively in English involves new ways of thinking clearly， rationally， and 

critically. Such thinking is stimulated by philosophical questioning， inquiry， criticism， and 

argumentation. Philosophy is a means of searching for and expressing the truth， as well as being 

“love of wisdom" for its own sake. Students will learn about the lives and basic ideas of 24 

philosophers， from Socrates to Sartre， as introduced in the textbook. Then， after reading works in 

]apanese or English from the library by and about various philosophers， students will present oral 

reports to the class in English， based on written reports. What are the Good， True， and the Beautiful. 

]ustice， Freedom， Being， God， Nature， Knowledge， Reality， Becoming， Dialectics， the Mind， 

Nothingness， the meaning and purpose of life? 

試験:The grade for the course will be based on the following four elements: 

1. discussions of readings and ideas 

2. oral reports 

3. term paper 

20% 

40% 

50% 

Students who have unexcused absences for more than 1/3 of the class meetings will fail 

the course 

テキス 卜名 :Paul McLean， Great Western Thinkers (Macmillan Language House). 

英語総合講座 III(III E -23) 
ブ ル ー ス ホート J

BRUCE HORTON 

2 単位

3 年

後期

Research Tools and Academic Writing 

This course will develop the students' abilities to perform academic research and to present their 

findings in research papers. We will spend considerable time investigating available research tools， in 

going step-by-step through the stages of the writing process， and in producing a properly-documented 

research paper 

試験:Evaluation is primarily based on the library and research assignments and on the research 

paper itself. There is a final exam and attendance is graded 

テキス卜名目 Tobe selected 

Q
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英語総合講座 illCillE-24)
tきき

関屋
やす し

康

2単位

3 年

後期

Social Issues Through The Media 

This course will focus on various social problems in contemporary society both in ]apan and abroad 

Topics will include human rights， refugees， world hunger， AIDS， the environment， feminism， and others 

depending on the interests of the students in the class. Students will read news reports and watch TV 

documentaries on these problems， and then analyze them critically and express their OpInlOnS 

Furthermore， students will do research on a topic of their choice and make a group presentation 

試験 :The grade for the course will be determined based on the following four elements 

1. Class Participation: 20% 

2. Media ]ournal: 20% 

3. Project: 30% 

4 . Final Exam: 30% 

英語総合講座 ill(illE-25)
かわ しま こう ヘレ

川島浩平

一一一一一
The Consumer Culture in Modern America 

The theme of this course is consumerism in American society during the twentieth century 

Historians have argued that one of the most important developments for twentieth-century America is 

the rise of consumer culture. The impact and significance of this development are， however， not 

sufficiently appreciated in the ]apanese academic world 

This course is expected to serve as an introduction to the culture of consumption by answering the 

following two questions: 1. What is consumer cu1ture? 2. What influences has it had over other 

aspects of American life? 

試験:Classroom Participation and Written Assignments 

テキス卜名目 RichardW. Fox & T.J. Jackson Lears， Editors， The Culture of Consumption: Critical 

Essαys in Americαn H istory， J 880-J 980 (New York: Pantheon Books， 1983) 

英語総合講座皿 CillE-26)
わた なぺ

渡辺
あき b

明

2単位

3 年

後期

Philosophy of Language 

This course deals with the phi10sophical background of generative grammar. Research conducted 

within the framework of generative grammar has produced important results over the past 35 years or 

so， but we tend to forget the basic goal when engaged in highly technical work. In this class， we look 

at larger philosophical issues that lie behind ongoing research， and consider what re剖lycharacterizes 

generatlve grammar 

試験 Evaluationwill be based on class presentations， participation， and written assignments 

テキスト名 :Copies of necessary materials will be provided. Printing fee required 

ハU
円日



英語総合講座 ill(illE-27)
レジナルド カーニ-

REGINALD KEARNEY 

2単位

3 年

後期

African Americans and Other Minority Groups in Hollywood Films 

This course will look at the historical depiction of African Americans and other minority groups in 

Hollywood films. Emphasis will be put on evaluating and writing critiques of some of the major“black 

films" that have been produced 

Student performance in the class will be evaluated on the basis of oral presentations， group projects， 

and written assignments 

テキスト名:Tom Cripps， Slow Fαde to Black 

英語総合講座 ill(illE-28)
カレン シコラ イ パ ー

KAREN SHRIVER 

2単位

3 年

後期

20th Century Western Art 

This course will cover development in western art from 1900 to the present. Slide lectures will 

discuss the ideas and philosophies behind modern art and attempt to show the step by step 

development of European and American painting， sculpture and architecture 

All lectures for this class will be in English. A trip to a museum will be required 

試験:Grades for this class will be based on 

1. Mid-term and Final: 60% 

2. Paper: 30% 

3. Class attendence and participation: 10% 

テキス卜名・ Thereis no text required for this class but copies of articles in English will be provided 

at the students expense 

英語総合講座 ill(皿 E-29) 同岩
何
黒

ゆたか

裕

一一一
一

Japan's Trade with the United States and Europe 

In this course， we will focus on the issue of trade friction among ]apan， the United States and 

Europe. We will analyze the arguments of these countries to see what economic， social， and cultural 

factors are responsible for the trade frictions since the 1960s. Students will be required to read about 

ten pages for each class. Course requirements include oral presentation and a final paper in English. 

テキス卜名:To be selected 
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英語総合講座 illCillE-30)
ジ xー ムス ヴ ィ J セント

JAMES VINCENT 

2単位

3 年

後期

The History and Art of Film 

The motion picture. invented at the beginnings of our century. developed into the contemporary 

era's most influential mass medium. Its unique technical potential has lead to an entirely new art 

form. with its own“language" constructed out of image. color. sound. and action 

This course will present a survey of the development of the film from the silent motion picture to 

post-WW  II neo-realism. Students will actively participate in discussions based on the films and 

textbook and engage in several creative projects 

試験:Class participation: 20% 

Homework and Projects: 40% 

Exams: 40% 

テキス卜名 :The Liveliest Art: A Pαnorαmic History of the Movies by Arthur Knight. Mentor 

Books (New American Library) 

英語総合講座 ill(illE-31)
ペテ 4 りアド ン

BETTY REARDON 

2単位

3 年

後 期

Human Rights A Foundation For Peace 

This course will explore various forms of violence that prevent world society from achieving a just 

and lasting peace. The international HUMAN RIGHTS Standards will be studied as the indicators of 

violence and peace. Each standard will be illustrated by a feature film and explored in readings. 

Students will research and present in more detail than the assigned readings. one of the standards 

Grades will be based on contracts for reading. research and presentation. Oral skills will be 

developed in presentations and discussion. and writing skills in research papers and reviews. English 

language newspapers will be read regularly 

テキス卜名・ TwentyFour Human Rights Documents 

Breakthrough on Human Rights 

Social Education on genocide and on human rights 

英語総合講座皿(皿 E-32) 
たま 倉 たか とし

玉木隆 敏

2単 位

3 年

後 期

Speech Perception Skills 

The primary objective of the course is to build up a foundation for improving skills in listening to 

natural English speech. Speech with many varieties of accents of English will be analysed. although it 

confines itself to those of stadard English 

It is extremely essential that students taking this course have already acquired a good command of 

basic speech production skills 

The teaching is done in the form of lectures and practical classes 

テキスト名:Brown. G. (1990). Listening to Spoken English. 2nd edn. Longman 

McDowell. J. and S. Stevens (1982). Bαsic Listening. Edward Arnold 
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英語総合講座皿(IllE-33)
ペテ 4 リ アドン

BETTY REARDON 

2単位

3 年

後期

Human Rights A Foundation For Peace 

This course will explore various forms of violence that prevent world society from achieving a just 

and lasting peace. The international HUMAN悶GHTSstandards will be studied as the indicators of 

violence and peace. Each standard will be illustrated by a feature film and explored in readings 

Students will research and present in more detail than the assigned readings， one of the standards 

Grades will be based on contracts for reading， research and presentation. Oral skills will be 

developed in presentations and discussion， and writing skills in research papers and reviews. English 

language newspapers will be read regularly 

テキス卜名:Twenty Four Human Rights Documents 

Breakthrough on Human Rights 

Social Education on genocide and on human rights 

英語総合講座 III(Ill E -34) 
ちだ

千回
つよし

岡IJ

2単位

3 年

後期

英文で、書かれた文化 トピックスの readingとdiscussionを行う。

試 験:英文レポート の提出

テキスト名 1 . Donald keene，“Appreciation of Jαpanese culture"， Kodansha International， 

1990，第 3版

2.最新の英字新聞又は雑誌記事・論文 (atrandom) 

※英文で書かれた詳しい Coursedescriptionは別冊を参照のこと。

英語総合講座 III(Ill E -35) 
エ ド ワ ー ド タルポ マ ト

EDWARD TALBOT 

2単位

3 年

後期

People and Places 

This course is designed to familiarise students with different parts of Britain and with their historical 

and cultural backgrounds. 1n particular， it introduces students to a range of different accents from 

different regions of Britain. To do so， it uses video of real people talking about their lives， at home， at 

work and at play. Students will also have language practice designed to develop fluency and 

confidence 

試験 AssessmentwiU be by assignments and tests throughout the course. 
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英語総合講座 N(NE-1) 

Theme Writing 

ばやしみ き

小林美樹

2単位

4 年

前期

The goal of this course is to study some basic techniques to write persuasive essays. For this 

purpose， students will read various kinds of essays and analyze them to learn effective ways of 

developing ideas. After studying the basic methods of theme development， students will write essays 

which have a particular purpose， e.g.， evaluation， argumentation， etc 

Evaluation will be based on writing assignments and tests 

テキス卜名未定

英 語総合講座 N(NE-2)
かわ しま こう へい

川 島浩平

The Cradle of American Feminism， 1 880~ 1920 

2単位

4 年

前期

The purpose of this course is， by locating the origin of American feminist movements in the period 

between 1880 and 1920， to examine the political， economic， and social processes by which American 

women's feminist consciousness and sentiments were aroused and fermented. These women began to 

rebel against the patriarchal structure of traditional society， and engaged themselves in the struggles to 

win their rights and freedom. 80th female and male students are welcome to take this course 

試 験 ClassroomParticipation and Writt巴nAssignments 

テキス卜名 Copiesof written materials. A printing fee is required 

英語総合講座 N(NE-3)

Philosophy of Mind ( I ) 

わた なべ

渡辺
あきり

明

2単位

4 年

前期

The working of the human mind has attracted people's attention since antiq山ty. This course 

introduces students to some issues in the philosophy of mind by reading and discussing historically 

important classical materials 

This class also aims at improving skills to express ideas in English in a clear way. Emphasis is 

placed on analyzing other people's views critically 

No background in philosophy is required 

試験 Evaluationwill be based on class presentations， participation， and written assignments 

テキス卜名 Brian Beakley & Peter Ludlow， eds.， The Philosophy of Mind: Classical Problems/ 

Contemporary Issues， MIT Press， 1992. Necessary parts will be xeroxed. Printing fee 

required. 
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英語総合講座 N(NE-4)
~L ームス ヴ 4 ンセント

JAMES VINCENT 

一一一
一

Ecology And Ideology 

Two years ago a committee of over 100 Noble Prize winners warned world leaders that if present 

patterns o[ industrial production and consumption continue then the world can expect an ecological 

collapse within 50 years. How did we arrive at such a crisis? Will it be possible to extricate ourselves 

from it? 

In this course we will read and discuss various philosophical， scienti[ic， and religious texts 

representative o[ ecological attitudes from the Old Stone Age" to Modern Industrial Civilization. It is 

precisely these ideologies that have determined human relations with Nature. By making these 

sometimes implicit ideologies explicit， we will perhaps see better what must be done to alter human 

behavior in the near future 

試験 ClassParticipation: 20% 

Essays: 30% 

Exams: 50% 

テキス卜名 Notextbook. Copies of materials provided Printing fee required. 

英語総合講座 N(NE-5)
レンナルド 力一二一

REGINALD KEARNEY 

2単位

4 年

前期

A History of African Americans 

Role of Black Americans from their origin in sub Saharan Af rica to the end of Reconstruction 

Emphasis placed on the nature of American slavery; the abolitionist movement， and post emancipation 

expenences 

Student performance will be evaluated on the basis of class discussions and quizzes (30%)， a 

mid term (25%)， and a final examination (45%) 

テキス卜名 JohnHope Franklin， From Slαvery to Freedom.' A J-/istory of Negro Americαns 6th 

ed.， (New York:Alfred A.Knopf， 1988) 

英語総合講座 N(NE-6)
た なか まき

田中真紀子

一一一一
一

Readings on Social Life in U. S. A 

This course will provide students with an opportunity to look at a wide variety of aspects of 

contemporary American life through reading a selected textbook， America 1 N CLOSE-U P. Topics to 

be dealt with include American beliefs and values， law， crime， and justice and education 

Students are encouraged to actively participate in class discussion. Evaluation will be based on oral 

presentation， a term paper and tests (mid term and final) 

試験:The grade for the course will be determined based on the [ollowing six elements 

1. attendance 10% 

2. class participation 10% 

3. oral presentation 20% 

4. mid term exam 20% 

5. final exam 20% 

6. term paper 20% 

テキス卜名 AmericαIN CLOSE-UP by Eckhard Fiedler， Reimer Jansen， and Mil Norman-Risch， 

Longman (1990) 
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英語総合講座 N(NE-7)
ア】 レ〆 シ 2 ライ パ-

KAREN SHRIVER 

2単位

4 年

前期

The Renaissance 

This course will explore the art， philosophy and history of the 13th to 17th centuries in Europe 

This period is often considered the beginning of modern Europe. Figures from this period include the 

Medicis， Da Vinci， Michelangelo， Martin Luther and Albrecht Durer. Works of art discussed will 

include the Mona Lisa and the Sistine Chapel 

AII lectures for this class will be in English. Reading materials in English will also be required 

試験:Grades for this class will be based on 

1 . Mid-term and Final: 60% 

2. Paper: 60% 

3. Class attendence and participation: 10% 

テキス卜名 Thereis no text required for this class but copies of articles in English will be provided 

at the students expense. 

英語総 合講座 N(NE-8)
〈わ lまり かす ぎ

桑 原和生

2単位

4 年

前期

Readings on Language and Mind 

This course will focus attention on the question: what contribution can the study of language make 

to our understanding of human nature? We will examine different disciplines and views on the nature 

of psychological and linguistic explanation 

The main topics are: the linguistics and the science of man， language and the study of mind， 

concepts of language， Plato's problems， the claim that linguistics is a branch of cognitive psychology， 

modularity of mind 

試 験 :Evaluation will be based on oral presentation， assignments and tests 

テキスト名 ・NoamChomsky， Language and The Study of Mind， Sanshyusya， 1966. 

英語総 合講座 N(NE-9)
さか た やす よ

阪田恭代

2単位

4 年

前期

u. S. Diplomatic Policy toward Asia 

In this course， we will examine the historical and contemporary aspects of America's relationship 

with the Asian region， including China， Japan， Korea and Southeast Asia. An overview covering the 

period from the 1890's will be given， but the main focus will be on America's policy in the post-World 

War U period 

Students will be req uired to read the materials related to the topic， participate in class， and write 

two papers (1 mid-term， 1 final). Assignments are to be written in English. Details will be provided 

at the first meeting 

試験 :Evaluation will be based mainly on the two papers mentioned above 

テキス卜名 :Copies of books and articles will be provided throughout the course. Printing fees will 

be requested 
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英語総合講座 N(NE-l0)

World Englishes 

ロ パ ート デシルパ

ROBERT DE SILVA 

2単位

4 年

前期

The English language has spread throughout the world to become an international language. It is 

used in the core-countries. such as the United States. Great Britain. Canada. and Australia. 1t is also 

widely used as a second or official language in a number of countries which were formerly British or 

American colonies. such as Singapore. 1ndia. West Africa. and the Philippines. 1n these countries 

English is used for a variety of social purposes. including government business. education. and 

literature. 1ncreasingly. individual standards of English are arising in each of these countries. 1n this 

course we will look at some of the linguistic features of these “new" Englishes. as well as the social 

contexts in which they are used 

試験:Evaluation will be based on attendance. homework on assigned readings. and one report 

英語総合講座 N(NE-l1)

Conversation Analysis 

〈まと りたに てつ お

熊取谷哲夫

2単位

4 年

前期

Course Objective: to acq uire basic knowledge on conversational analysis. a rapidly growing area of 

language study; to acquire basic skills to carry out actual conversational analyses 

試験 1.Classroom participation 

2. Research projects 

テキスト名 :Geis. Michael. 1989. The Lαnguαge of Conv哩rsαtion.Eichosha Sinsha. 

英語総合講座 N(NE-12)
ベティ リ アドン

BETTY REARDON 

Seeking Peace Possibilities for Global Security 

2単位

4 年

前期

This seminar will examine various proposals for world peace and security. and the values. goals and 

modes of thinking which underlie the proposals. 1n cooperative learning groops students will assess 

these proposals. research and present alternatives and formulate their own proposals. Grades will be by 

contract based on class participation. written assessments of the proposals and reading reviews. and 

the quality of their own proposals. Oral and writing skills will be stressed in class presentations and 

discussion. and composition 

テキス卜名 :The Conquest of War. Societies at Peace. Building a Global Civic Culture. Real Security 

and Women and Peace 

-97-



英語総合講座 N(NE-13) 玉木 隆敏

2単位

4 年

前期

Varieties of English 

The main aim of the course is to investigate the following 

(1) how standard varieties of a language come into existence 

(2) what the similarities and differences are between varieties of standard English are， and 

(3) how 'standard English' can be identified in the huge present day international aggregate of 

speakers of English 

Every student taking the course should see "84 Charing Cross Road' (Columbia Pictures. 1986) before 

the course begins 

テキスト名 Marckwardt.A. H. and R. Quirk. A Common Language: British and Americαn English. 

Kenkyusha 

Trudgill， P. and J. Hannah (1982). Internationαl English. Edward Arnold 

英語総合講座 N(NE-14)
ぽ
刀
口

u
:〆

柚
青 智

一一一一一
Argument and Critical Practice 

Prerequisite Argument and Critical Thinking 

The aim of this course is to introduce various perspectives and issues in contemporary argument 

scholarship. Our assumption is that arguing is a universal (culturally-invariant) human activity， and the 

course is designed to provide students with an opportunity to explore its potential as a method of 

social critique. Students will be famillarized with the concepts that are crucial to understand the sociaIj 

public nature of argument， and trained to apply them for various forms of communication such as 

essays. oral presentations， and formal debates. 

Students who wish to enroll must have at least minimally sufficient competencies of English and 

willingness to actively participate in class. Previous experience in public speaking and academic debate 

is desirable but not prereq uisite 

試験:The grade for the course will be determined based on the following 

1 . Class participation : 20Qo 

2. Mini tests : 20% 

3. lndiridual presentations 30% 

4. Team Debates : 30% 

Text Copies of written materials provide with fee 

英語総合講座 N(NE-15)
しま づ のぶ

島津信 子

一一一一一Course descriptionは別冊参照のこと
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英語総合講座 N(NE-21)
ばやしみ き

小林美樹

2単位

4 年

後期

Theme Writing 

The goal of this course is to study some basic techniques to write persuasive essays. For this 

purpose， students will read various kinds of essays and analyze them to learn effective ways of 

developing ideas. After studying the basic methods of theme development， students wiU write essays 

which have a particular purpose， e.g.， evaluation， argumentation， etc 

Evaluation will be based on writing assignments and tests 

テキス卜名未定

英語総合講座 N(NE-22)
かわ しま こう へい

川島浩平

2単位

4 年

後期

Violence， Crimes， and Gun Control in American Society 

The 1992 murder of a japanese high school student in Baton Rouge， Louisiana， has reconfirmed our 

long held beliefs that America is a dangerous place， and that the best way to make this nation a little 

safer for its people and foreigners must lie in establishing an effective measure to control gun 

ownership. A close examination will soon reveal， however， that reality is not that simple. In this 

course， we will examine how American people have coped with the dangerous and deteriorating 

conditions of their urban environment， and why， despite reformers' and civil leaders' serious concerns， 

their proposed measures-一一includingthe control of guns一一一havebeen often frustrated by opposing 

forces 

試験:Classroom Participation and Written Assignments 

テキスト名 Copiesof written materials. A printing fee is required 

英語総合講座 N(NE-23)
わた なべ

渡辺
あきら

明

2単位

4 年

後期

Philosophy of Mind (" ) 

The working of the human mind has attracted people's attention since antiquity. In this course， we 

will venture into recent writings in the philosophy of mind. Topics include the mind/body problem， 

modularity of mind， and innateness 

This class also aims at improving skills to express ideas in English in a clear way. Emphasis is 

placed on analyzing other people's views critically 

The first term of this course is recommended but not required 

試験 Evaluationwill be based on class presentations， participation， and written assignments 

テキスト名 8rian 8eakley & Peter Ludlow， eds.， The Philosophy of Mind: Classical 

Problems/Contemporαry Jssues， MIT Press， 1992. Necessary parts will be xeroxed. 

Printing fee required 
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英語総合講座 N(NE-24)
ジ墨ー ムス ヴ， ~セ〆 ト

JAMES VINCENT 

2単位

4 年

後期

Telling It Like It Is : Culture Through Idioms 

Since language and culture are interdependent， we can analyze the way a society thinks by 

examining its language. This class wishes to provide some insights into contemporary American 

society by focussing on the idioms of spoken American English. The most common idioms， gathered 

both from our textbook and TV shows， will be analyzed， discussed， and actively practiced 

Active class discussion is essential. Creativity will be encouraged. 

試験:Class Participation: 30% 

Homework: 20% 

Exams: 50% 

テキス卜名:Copies of material provided. 

Printing fee required 

英語総合講座 N(NE-25)
レジ ナル ド カーエー

REGINALD KEARNEY 

一一一
一
一

A History of African Americans 

Role of 81ack Americans from their origin in sub-Saharan Africa to the end of Reconstruction 

Emphasis placed on the nature of American slavery; the abolitionist movement， and post-emancipation 

expenences 

試験 Studentperformance will be evaluated on the basis of class discussions and quizzes 

(30%)， a mid-term (25%)， and a final examination (45%) 

テキス卜名:John Hope Franklin， From Slavery to Freedom: A History of Negro Americαns 6th 

ed.， (New York: Alfred A.Knopf， 1988) 

英語総合講座町 (NE-26)
た なか まき

田中真紀子

2単位

4 年

後期

Contemporary Social Problems in U. S. A. 

In this course， students will observe some typical social problems that affect people's lives in the 

U. S. A. Topics to be dealt with include sex-related social problems， alcohol and drug abuse， violence 

and crime， poverty， discrimination， and family disorganization. Students will study these social problems 

from a sociological point of view. Reading materials will be mostly from Social Problems (7th ed. by 

William Kornblum et al. Prentice Hall， 1992) 

Students are encouraged to actively participate in class discussion. Evaluation will be based on a 

weekly homework assignment from the reading， oral presentation， and tests 

試験:The grade for the course will be determined based on the following six elements: 

1. attendance 10% 

2. class participation 10% 

3. oral presentation 20% 

4. summary of presentation 20% 

5. homework 10% 

6. final exam 30% 

テキスト名・ Copiesof books a 円darticles will be provided throughout the course. 

A printing fee will be requested 
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英語総合講座 N(NE-27)
カレン ン 2 ライパ-

KAREN SHRIVER 

一一一一一American Art 

This course will cover the development of art in America from pre-revolution days to the present 

The lectures will co'ver painting. sculpture and some architecture. In covering the art of this country 

there will also be discussion of the history and philosophy which shaped it 

AII lectures will be in English 

試験:Grades for this class will be based on: 

1. Mid-term and Final: 60% 

2. Paper: 30% 

3. Class attendence and participation: 10% 

テキス卜名 :Not yet decided 

英語総合講座 N(NE-28)
くわ !まb かす ぎ

粂 原和生

2単位

4 年

後期

Topics in Description of English 

This course is about various English constructions. and focuses particularly on those constructions 

which have resisted convincing description up to now. We will examine the syntactic. semantic. or 

pragmatic aspects of various sentence type~ In effect. students will learn how particular sentence 

patterns are used in English. Topics considered will include: the use of referential expressions. 

elliptical sentences.ωh-questions. there-constructions. inversion sentences. modal expressions etc 

試験:Evaluation will be based on homework assignments. oral presentation. and tests 

テキス卜名・ Copiesof written materials provided. Printing fee required 

英語総合講座 N(NE-29)
さか た やす よ

阪 国恭代

2単位

4 年

後期

East Asian International Relations 

In this course. we will study the evolution of international relations in the East Asia--Pacific 

region. with a focus on the period since the Pacific War period. We will also examine the traditional 

as well as new issues arising from the end of the Cold War 

Students will be required to read the materials related to the topic. participate in class. rr:ake one 

oral presentation. and write several papers. Assignments are to be written in English. Details will be 

given at the first meeting. 

試験:Evaluation will be based mainly on the presentation and papers. 

テキスト名 ・Copiesof books and articles will be provided throughout the course. Printing fees will 

be requested 
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英語総合講座 N(NE-30)
ブル ー ス ホ ー ト〆

BRUCE HORTON 

一一一一
一

Academic Writing 

The two main goals of this course are to develop the students' ability to organize ideas and to edit 

their words. The most important of the two is organization. By the end of the term. students will 

understand and be able to use the standard methods of organtzing their ideas in academic contexts 

These methods include description. narration. classification. chronological order. process. comparison and 

contrast. and cause and effect. Secondary (but still important) goals of the course are vocabulary 

development. idiomatic usage of English. and tlie free expression of thoughts and emotions 

試験 Themain component of the final grade is essay scores (approximately 70%). Other 

factors are attendance. q uizzes. and the final exam 

テキス卜名 Robert Bander. Americαn English Rhetoric， 3rd edition. 1983. Harcourt. Brace. 

Jovanovich 

英語総合講座 N(NE-31)
ベテ 4 リアド J

BETTY REARDON 

2単位

4 年

後期

Speeking peace ; Possibilities for Global Security 

This seminar will examine various proposals for world peace and security. and the values. goals and 

modes of thinking which underlie the proposals. In cooperative learning groops students will assess 

these proposals. research and present alternatives and formulate their own proposals. Grades will be by 

contract based on class participation. written assessments of the proposals and reading reviews. and 

the quality of their own proposals. Oral and writing skills will be stressed in class presentations and 

discussion. and composition. 

テキスト名 :The Conquest of War. Societies at Peace. Building a Global Civic Culture. Real Security 

and Women and Peace 

英語総合講座 N(NE-32) 玉木隆敏

2単位

4 年

後期

Varieties of Accents of English 

The course concentrates on accents of English. The questions to consider in classes are 

(1) Are the judgements which speakers make about the superiority or inferiority of certain varieties 

of accents always rationally justifiable? 

(2) What influence does accent have in society? 

(3) What variety. or varieties. of a language should a foreigner learn? 15 that the same variety 

which native speakers of the language think the foreigner ought to learn? 

All members of the group are expected to have seen 'My Fair Lady' (Warner Brothers Pictures. 

1964) before our first meeting 

テキスト名目 Ho円ey.J. (1989). Does Accent Mαtter・? Faber and Faber. 

Xeroxes of articles provided in classes 
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英語総合講座 N(NE-33)
あお 鈎ま

青沼

Argument and Critical Thinking 

智

2単位

4 年

後期

This course is designed tO.introduce contemporary theories of argument and to provide students with 

an opportunity to apply them for critical analysis of discursive communication. Our assumption is that 

argument is best understood as a mode of linguistic form， and will treat it accordingly throughout 

Students will be exposed to， and familiarized with， various methods and procedures of reasoned 

discourse through lectures， homework assignments， and in-class exercises and discussions. 

As an introductory course， our primary aim is to develop basic skills of argument and critical 

thinking. Students who wish to enroll must have at least minimally sufficient competencies of English 

and willingness to actively participate in our agenda of critical discussion. Note also that， due to the 

nature of the course，“workload" for students is relatively heavier. Likewise， this is not a course for 

those who wish to enroll just for “credits." 

試験:The grade for the course will be determined based on the following 

1. Class participation 20% 

2. Mini tests : 20% 

3. Presentations : 20% 

4. Term paper : 40% 

英語総合講座 N(NE-34)
しま づ のぶ

島津信子

Course descriptionは別冊参照のこと。

-103 -

2単位

4 年

後 期



英 至五
回ロ

叫 4
ザー 概

吾.d

自問 A 
わた なべ

渡辺
あきb

明

4単位

1-4年

前期

一般言語学の観点から、英語の音声、文構造、意味について解説する。さらに、英語の歴史的変化、生物

学的側面にも触れる。

試 験.テストを 2回行う。

テキス卜名 ・A.Akmajian， R. A. Demers， A. K. Farmer & R. M. Harnish 

Linguistics: An 1 ntroduction to Lαnguαge & Communication (MIT Press) 

英 五ロ==ロ 学 概
吾.d

白岡 B 
ロ パー ト デ y ルパ

ROBERT DE SILVA 

4単位

1-4年

前期

This course is a survey of the principles of linguistics with an emphasis on the English language. It 

will begin with an overview of the origin and properties of language in general. The major section of 

the course will deal with the phonetics， morphology， syntax， semantics， and lexicon of English. 

Further topics to be studied include a brief look at the historical development of English， varieties of 

English around the world， and social aspects of American English. The course will be conducted 

mainly in English 

テキス卜名 Victoria Fromkin and Robert Rodman. An lntroduction to Lαnguage， 5th Ed 

(Harcourt， Brace and Jovanovich， 1993) 

英 圭五
回同

品Lι
ザー 概

吾..0除

員岡 C 
lまやしみ き

小林美樹

4単位

1-4年

前期

英語を世界の言語の中の一言語としてその位置づけを考え、発音、文字、語説、文法の点からその特徴を

概説する。続いて構造的見地から、それらの特徴を分析する。さらに意味に関する諸問題、英語の地域的・

社会的変動、史的変化について述べる。

試 験・ 2回又は 3回行なう予定。毎回テストの範囲は100ペー ジ位になると思われる。

テキス卜名未定
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英 王五
回口

μ~ 

マー 概
吾.6.

白岡 D 
ひさいずみ つる お

久泉鶴雄

4 単位

1-4年

前期

英語を世界の言語の中の一言語としてその位置づけを考え、発音、文字、語索、文法の点からその特徴を

解説する。続いて構造的見地から、それらの特徴を分析する。さらに意味に関する諸問題、 英語の地域的・

社会的変動、 史的変化について述べる。

試 験 5月末、6月末、授業最終日に客観的テス ト実施。

テキス卜名 :George Yule: The Study of Language. Cambridge University Press 

英 語 品~
ヴー 概 506. 

員同 E 
プルース ホ ー トン

BRUCE HORTON 

4 単位

1-4年

前期

This course is an introduction to the study of language， especially to the study of English. We look 

at language as a type of communicative system， and we investigate how a language like English is 

organized. We see how speech sounds' are made， how these sounds are combined together in 

meaningful units (words)， how words are built up and put together to form sentences， and how these 

sentences are interpreted. The main topics we cover are (1) human & animal communication， (2) 

phonetics， (3) phonology， (4) morphology， (5) syntax， and (6) semantics & pragmatics. By the end of 

the term， students will have developed the foundations for a scientific understanding of human 

language. Although the course will be mostly taught in English and focusses mostly on the English 

language， we will often note that the same linguistic processes occur in English and ]apanese. 

試 験 :There will be four units tests during the term and a cumulative final. Attendance is also 

graded 

テキス卜名 :George Yule， The Study of Lαnguαge. 1985 

英語学概論 F G 
11併 し

林
ゆたか

裕

4 単位

1-4年

通年

英語を世界の言語の中の一言語として、その位置づけを考え、発音、語実、文法の点からその特徴を解説

する。続いて構造的見地からそれらの特徴を分析する。さらに意味と文脈にかかわる問題について述べる。

テキス卜名 :George Yule: The Study of Lαnguαge. Cambridge University Press. 1985. 
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英 五回
μ4  
ザー 概

号..0除

白岡 H 
〈わばら かす き

桑原和生

4単位

1-4年

前期

英語を世界の言語の中の一言語としてその位置づけを考え、発音、文字、語梨、文法の点からその特徴を

概説する。続いて構造的見地から、その特徴を分析する。さらに意味に関する諸問題、英語の地域的、社会

的変動、史的変化について述べる。

試 験:学期末試験、練習問題。

テキス卜名:未定

英 圭五
回目

.:a:. 
閏

z士宮

戸
品u，
マー A 

せき や

関 屋
やすし

康

4 単位

1-4年

前期

This course provides students with a basic knowledge of English phonetics. The course will deal 

with speech mechanism， consonants， vowels， consonant clusters， stress， rhythm， intonation， and various 

sound phenomena in connected speech. Further topics to be studied include differences in 

pronunciation between British English and American English and a contrastive analysis of the English 

and japanese sound systems. (This course will be conducted both in English and japanese.) 

評 価:中間、期末の 2つの試験の成航に基づいて行う。

テキス卜名 (1) 竹林滋他「初級英語音声学J大修館

(2) Judy Gilbert， Cleαr Speech. Cambridge University Press 

英 三五
回口

.:a:. 
閏

τ土r
戸

μ~ 

ザー B 
プ ルー ス ホ ートノ

BRUCE HORTON 

4 単位

1-4年

後期

This course provides students with an understanding of English phonetics. The class deals with 

speech mechanism consonants vowels， consonant clusters， stress， rhythm， intonation， and various sound 

phenomena in connected speech. We also consider the differences between British and American 

pronunciation and do contrastive analysis of the English and ]apanese sounds systems. Students will 

be trained to transcribe speech using the International Phonetic Alphabet. This course will be mostly 

conducted in English 

試験 Finalgrades are determined by lab work outside of class， attendance， exercises and 

quizzes in class， and by the mid term and final exams 

テキス卜名 :T 0 be selected 
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英 三五
回口

~ 
閏

τ士z
戸

μ4  
ザー C 

たま き たか とし

玉木隆敏

4 単位

1-4年

前期

The main objects of how English Phonetics is taught are to give a good basic factual knowledge of 

the pronunciation of English in terms of phonetics and phonology， and to teach the very elements of 

general phonetics， phonology and instrumental phonetics. The description of English pronunciation is 

based on the accent of British English called Received Pronunciation (RP for short). The accent of 

American English known as General American is also described as another basic model 

The teaching is done in the form of lectures. English phonetics practicals will be conducted when 

there are not more than 20 students enrolling on this course. 

All students taking the course are expected to have read Nihongo [Kindaichi (Iwanami Shoten)， 

1988]. Chapter 0: 'Hatsuon kara mita Nihongo' in particular， before the first meeting 

試験:The course is examined by written paper 

テキスト名 Ladefoged，P. (1993). A Course in Phonetics. 3rd edn. Harcourt Brace Jovanovich 

Roach， P. J. (1992). Introducing Phonetics. Penguin Books. 

英 圭五
回同

~ 
閏

τ土r
戸

μ4  
ザー D 

たま ぎ たかとし

玉木隆敏

4単位

1-4年

後期

The main objects of how English Phonetics is taught are to give a good basic factual knowledge of 

the pronunciation of English in terms of phonetics and phonology， and to teach the very elements of 

general phonetics， phonology and instrumental phonetics. The description of English pronunciation is 

based on the accent of British English called Received Pronunciation (RP for short). The accent of 

American English known as General American is also described as another basic model 

The teaching is done in the form of lectures. English phonetics practicals will be conducted when 

there are not more than 20 students enrolling on this course 

All students taking the course are expected to have read Nihongo [Kindaichi (lwanami Shoten)， 

1988]， Chapter 0: 'Hatsuon kara mita Nihongo' in particular， before the first meeting 

試験:The course is examined by written paper. 

テキス卜名 :Q'Connor， J.D. (1973). Phonetics. Penguin Books. 

Roach， P. J. (1992). Introducing Phonetics. Penguin Books 

英 三五
回ロ

~ 
閏 韻 ~ 

ロ岡

性き や

関屋 康

4 単位

1-4年

後期

本講座は英語の音韻構造の基礎知識を身につけることを目的とする。子音、母音、音節構造、 音素配列、

語強勢、 文強勢、イントネーショ‘ノ、歴史的音韻変化、綴り字と発音の関係などを取り上げる。授業では講

義だけでなく 、与えられた英語のデータをもとに、一般化の規則を発見させるような練習問題を数多く行う

ので、受講者の積極的な参加が望まれる。尚、音声学の基礎知識を前提として講義を行うので、「英語音声

学」 を履修していることが望ましい。

試 験:中問、期末の 2つの試験の成績に基づいて行う。

テキス卜名 :C. Kreidler. The Pronunciαtion of English: A Course Book in Phonology. Blackwell， 

1989 
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英 文 法
吾4齢

白岡 A 
くわ ばら かす き

桑 原和生

4単位

2-4年

後期

生成文法理論の基礎を身につける。データに基っさき、仮説を立てそれを検証しi統語構造を設定する方法、

統語分析を学ぶ。英語の具体的な構文分析を通して、英語の統語構造を把握する とともに、これまでの言語

研究の中で、理論面、実証面で大きな役割を果し、多くの重要な言語事実の発見をしてきた生成文法理論の

思考法を理解することにつとめる。

試 験:学期末試験、レポート 、発表、練習問題。

テキス卜名 C. L. Baker， Jntroduction to Generative Transformαtional Grammar， 1978. 

Prentice-Hall 

英 文 法
吾.0骨

白岡 B 
むち き まさ たけ

村 木正武

4 単位

2-4年

通年

英語の統語構造を調べる。生成文法の標準理論の枠組で勉強するが、必要に応じて、他の可能性を考慮す

る。日本語との比較も重要な課題とする。

試 験:期末試験とリポート 。

テキス卜名 .未定

英 文 法
吾.0恥

員同 C 
わた なペ

渡辺
あきら

明

4 単位

2-4年

後期

生成文法の統語論を級う。普遍文法 (UG)理論の概念を英語の分析に即して把揮すると同時に、日本語

にも同様の分析がどこまで成り立つのか、を考える。学生は、自分で積極的に考え、授業に参加することを

要求される。特に、英語との比較の上で、日本語を実際に分析してもらう。

試 験 :宿題、ならびにテスト 。

テキス卜名 :必要に応じてコピー
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現 イそ 英 文 法 A 
ばやしみ き

小林美樹

4 単位

2-4年

後期

英語の実際の姿をできるだけ体系的に捕えてし、く 。その上で個々の単語(動詞等)がどのように使われて

いるのかを学び、正確な文法知識を身につけてL、く 。

試 験:2回又は 3回行なう。体系的な捕え方ができているかどうか、及び個々の単語のふるまいが正

確に理解できているかどうかを問う。

テキス卜名 .未定

現 イそ 英 文 法 B 
ひさいずみつる お

久泉 鶴雄

4単位

2-4年

前期

この科目は我が国における中学 ・高校の学校文法を精密化し、現代の英語の文法と語法を正しく把握す

ることを目的とする。そのために今までの知識や思い込みとのズレを重視し、英文の理解が深まり、適確な

英語表現ができるように、役に立つ英文法の勉強をする。なお、この科目で扱う文法事項は、大学院の授業

科目、 「英語学研究NJ (現代英語語法)で更に詳細に検討される。なお、希望者にテキストのまとめと、学

習のポイントを発表して貰うが、割り当てページ数は授業で指示する。

試 験最終授業日に筆記テストを行う。

テキス卜名 :Sidney GreenbaumjSir Randolph Quick， A Student' s Grαmmar of the English 

Lαnguαge. Longmar】
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現 代 英 文 法 C 
ブルー ス ホ ートン

BRUCE HORTON 

4 単位

2~4 年

前期

This course is a survey of the grammar of present-day English with an emphasis on acquiring an 

overall knowledge of English and on skills in the use of English grammar. The course reviews a wide 

range of grammar patterns， especially those that cause trouble to non-native students. It also 

introduces sophisticated grammatical patterns. Much effort is spent on helping students utilize 

advanced grammatical skills in their own writing 

試験 Theusual components in the final grade are unit tests (20%)， essays (40%)， final exam 

(30%)， and attendance 

テ キス ト名 Betty Azar. Understanding αnd Using English Grαmmar， 2nd edition. 1989 

Prentice一Hall

現 イそ 英 文 法 D 
フランンス ジョンソン

FRANCIS JOHNSON 

4 単位

2~4 年

前期

This course examines the grammatical structure of English sentence and discourse units. It is of 

particular valve to students interested in language teaching and to those interested in learning how to 

edit their written work to improve their expression of English. Those students who plan to take 

Applied Linguistics are advised to take this course either at the same time or before they take Applied 

Linguistics 

The course begins with a study of the main sectors of the English sentence. It continues with an 

examination of the units which occur in those sectors and which give English its characteristic 

structure. How sentences are linked to form sequences of sentences is also studied 

The course concludes with some applications of the knowledge acquired. Students will learn how 

teachers of English can apply their knowledge of the structure of English in language teaching. They 

will also learn how to edit their own written work using their knowledge of grammatical structure 

日 英 王五
回同 対 日百 研

げn
.7t. 

山億
え
凍一

M

本
州
岩

4 単位

2~4 年

後期

日本語と英語の統語構造を比較対照する。補文構造、関係節形成、文法関係の表示などにどのような共通

性と相違点があるのかを考えても らう。

講義はゼミ形式で行う。クラスの中で提示する文献を読みこなし、積極的に議論に参加する学生の受講を

期待する。対象は、「英文法論」既問者。

試 験 .レポートを 2回提出してもらう。
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英 三五
回悶 学 研

ザn
.71... 

ひさいずみつる お

久泉鶴雄

一一一一一学生は英語学研究の方法と論文の占き方を学んだあと幾つかの論文をモデルとして読んでみる。そのあ

と 『英語語法大事典~ (大修館書庖)記載の質問事項から興味のあるテーマを選び、今までの研究文献を整

理し、実際の英文をもとに資料を作成する。そしてその中の新しい事実や規則性を追究する。テーマを決め

た時点、今までの研究のまとめが終わった時点、研究の途中、および完了時に口頭発表を行う。級友と担当

教員のアドヴアイスを受けつつ、コースを終了。試験は無し。代りに研究レポートを提出する。英語の語学

的な研究を 「応用研究」で行う学生は準備コースとしてこの科目を履修すること。履修者の数を制限する。

試 験:試験はなく研究レポート を提出する

テキスト名Ii'MLA英語論文の手号 I ~ 北星堂書庖。 ハンドアウ卜を配布。

英 三五
岡田 史

ばやしみ 倉

小林美樹

一位
一年
一期
一

一単
一寸
一
一

E

一
~
一
一

瓦一

2
一前一

英語という 言語が統語的、音制的にどの様な変化をたどってきたのかを級説する。古期英語の文法は現代

英語に比べかなり復雑であり 、名詞 ・形容詞の屈折変化等、暗記事項も多く 、こつこつと勉強することが必

要とされる。英語音韻論、英語学概論を履修していることを前提として授業を進める。

試 験:前期中に三回行な う予定。レポートは一問。

テキスト名 ・未定

古 期 中 期 英 軍五
回ロ

ばやしみ さ

小林美樹

4単位

2-4年

後期

「英語史」を履修した学生を対象とする。古JtJl.中期英語のテキストを実際に読むことにより 、「英語史J

で学んだ知識を確実なものにしてL、く 。毎回 glossaryを使って予習してくることが必要。また、統語変化に

ついての講義も行なう。

試 験 :三回試験を行なう予定。 レポートは一因。

テキスト名:未定
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社 A 
:z;l;' E司

圭五
回ロ

品Lι
ザー A 

くまとりたに てつ お

熊取谷 哲 夫

4単 位

3-4年

後期

社会言語学は、社会 ・文化的コ ンテキス トから言語を見る言語学の領域であるが、本コ ースでは、(1)社会

言語学 とはどの ような学聞か、(2)どのよ うな言語現象を扱おうとするのかを主と してテキストの講読を通

して学んでし、く。また、 社会言語学の方法論を体験するために、データの収集および分析を試みる。

試 験:評価の方法については、受講者と相談の上第 l回目の授業で決定する。

テキス卜名 :Wardhaugh， Ronald. 1992. An Introduction To Sociolinguistics. Oxford : 81ackwell 

社 必己、
:z;l;' Eコ

圭五
回口

~ 
f B 

ソニア イー グ ル

SONIA EAGLE 

4単位

3-4年

前 期

In this course stress is placed on discovering and understanding the social or cultural component of 

language and language learning and the rule governed nature of language behavior. The course 

presents an overview of the field of sociolinguistics including language evolution， children's language， 

the Sapir-Whorf hypothesis， speech acts， pragmatics， phatic communication， Kenesics， pidgins， creoles 

and lingua franca. Dialect studies including those related to social class， gender， age and region are 

reviewed. Also considered are discourse rules， written and spoken， as well as intercultural variations. 

Field methods and field studies in sociolinguistics are examined. A consideration of bilingualism， 

multilingualism and national language planning is included 

試 験 1.Short Papers: 20% 

2. Final Book/ Article Report: 40% 

3. Final Essay Exam: 40% 

テキスト名 :Chaika， Elaine， Lαnguαge: The Social Mirror. Newbury House， 1989. 

、
Jし、 理 Eコ

三五
回目

品ム
寸ー A 

フランシス y ヨ〆ソ/

FRANCIS JOHNSON 

4 単位

3-4年

後期

Psycholinguistics begins with a survey of different relationships between language and the mental 

processes. It then proceeds to examine in detail one of these relationships-second or foreign language 

acquisition. The detailed study of how people acquire (learn) a second or foreign language begins with 

an examination of some of the important issues of second language acquisition， and continues with a 

study of factors which influence the process. The course concludes with an examination of some 

theories of second language acquisition 

The course is conducted in English. Only those students with a good command of English should 

consider enrolling 

試 験:Two multiple-Choice tests 

テキス 卜名:R. Ellis， Understαnding Second Lαnguαge Acquisition (Oxford University Press) 1986. 
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応 用 Eヨ
き五
日ロ 学 A 

いけレく お

小池生夫

4 単位

3-4年

通年

本講座は、応用言語学の基礎を広く紹介することを目的としており 、はじめて応用言語学を学ぼうとする

学生に適した内容である。基礎的な言語学の知識を持っていることが望ましい。内容としては、 言語の習得

に関する理論、 学習との関係、社会言語学の分野としてことばに繁栄する社会現象、談話の構造、外国語と

国際社会の関連、外国語教授法理論、パイリンガリズム、 言語政策などを解説し、かつ文献を読み報告をし

てもらう。本講座をとることにより 、さらに深く特定の分野を研究しても らうためのリポー ト作成も行うこ

とになるであろう。

試 験:出席を重視し、クラスで積極的な学習態度をとること。学期末試験を 2回、このほかにリ ポー

トを作成する。

テキスト名 :コピー教材を使用

同」 用 Eコ
三五
回口 学 B 

泣き ' 

関 屋
やすし

康

4 単位

3-4年

通年

本講座では応用言語学の重要な分野である第二言語習得研究に焦点をあてて授業を行 う。テキストを基

にこれまでの研究成果を理解し、問題点、今後の課題を考えてL、く 。

また、英語学習者が実際に奮いたもの、話したものをいろいろな観点から分析する練習も行う。尚、講義

は英語と日本語の両方で行う。

試 験:中問、期末の2つの試験の成績とレポートによる。

テキスト名 小池生夫他著「第二言語習得と英語教育J大修館

応、 用 Eヨ
三五
回ロ 学 C 

フ ランシ ス ジ ヨ J ソ〆

FRANCIS JOHNSON 

4 単位

3-4年

前期

Applied Linguisitics begins with a survey of some of the fields in which linguistic knowledge is 

applied to life and work. It continues with a detailed examination of one of these fields -the learning 

and teaching of English as a foreign language. Students examine the concepts of learning and 

teaching language， and English language learning and teaching. A theory of English as a foreign 

language learning and teaching is proposed and discussed. Study proceeds from theory to practice as 

methods of learning， teaching and testing English as a foreign language are examined 

試験:Two multiple-Choice tests 

テキス卜名 :Copies of articles and papers will be provided throughout the course 
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.::I!z:. 
，宮、 味

吾..0除

白岡

とく なが み さと

徳 永美暁

4 単位

3-4年

通年

lf語の意味とは何か。言話学に於ける意味論についての一般観論をこのコースの目的とし、意味論をする

にあた って必要とする忠~)J、洞察力、 そして分析刀を高める。

学生は、読解力、分析)J、そしてその表現)Jを、ディスカッション、問題解き、発表、そしてレポートと

して示すことを求められる。

試 験:問題解き、文献解釈、そしてプロジェクトの全体評価。

テキス卜名 :1¥ンドアウト

談 言百 分 析
ロ パー ト デ :;... )L.. パ

ROBERT DE SILVA 

4 単位

2-4年

後期

Discourse analysis is concerned with the study of the relationship between language and the contexts 

in which it is used. It describes and analyzes spoken language. such as conversations. classroom 

interaction. and formal speeches. In addition. it studies the way written interaction (newspaper 

articles. letters. instructions. stories. etc.) is organized. The aim of this course is to come to a better 

understanding of how natural spoken and written English discourse looks and sounds. (This course 

will be conducted entirely in English.) 

パブリック・スピーキング 松本 川茂

4 単位

1-2年

前期

大学教育におけるプレゼンテー ション(口頭発表)に焦点をあて、情報の提示、グラフや図表の説明、定

義の説明、ブックレポ一人質問や議論などを英語で行うための基礎的能力を養成する。

ベアワー ク、グループワーク、ディスカッショ、ノ、ディベートなどの要素も取り入れた授業を展開する。

なお綬業は主に英語で行なう。

(1パブリ ック ・スピーキ ングjは 1~ 2年生の選択科目であるが、平成 6年度に限り 「コミュニケー

ショ ン ・ メディア」 を副専攻としている 3~4 年生の受講も認める)

評 価・ Thegrade will be based on (1) oral presentations. (2) class participation. and (3) group 

proJects 

テキスト名 J. L. Kayfetz and R. L. Stice. Acαdemically Speaking. MA: Heinle & Heinle Publishers. 

1987 
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討
る4晶

画開 法
まつ もと

松本 茂

教育訓練ディベートの入門コース。主に日本語によるディベートの実践を通して健全なる critical

thinkingの能力と論理的に討論できる基縫的な能力を養成する。学外のディベート大会への出場または見学

など、学外での学習も行う。授業時間以外にも図書館でのリサーチやグ‘ループワークなどに多くの時聞を割

く必要がある。

評 価 :ディベート 、その他のプレゼンテーショ、ノ、レポート等。

テキス卜名 『英語ディベート実践マニュアル.!I(J '¥ベル・プレス)

討
:.d除
員岡 法 H 

まつ もと

松本 山茂

4 単位

1 年

後期

教育訓練ディベートの初級コース。英語によるディベートの実践を通して論理的に議論を展開する手法

を身につける。学外のディベート大会への出場または見学など、学外での学習も行う。図書館でのリサーチ

などに討論法 Iよりも多くの時聞を割く必要がある。授業は主に英語で行う。

Prereq uisite: I討論法 1J 

評 価・ディベート、その他のプレゼンテーション、レポート等。

商 業 英 苦
闘 A 

たけ がみ こうのすけ

武上幸之助

4 単位

2-4年

通年

本講義では、将来国際ビジネス、国際取引に携わる際に必要となるビジネスに関する英語表現と実務知識

の修得を目標とする。主に素材は英文レターを扱い、専門用語の修得、Pitman方式による定型表現演習を

中心とする。尚、前期では基本表現と実務知識を、後期では応用表現を扱う。又日商主催商業英語検定試験

についても言及する。

(内容例)①商業英文の構造。②取引先との交渉。③成約と契約文書。④船積及び通関手続。⑤海上保

険。⑥外国為替、手形金融。⑦決済条件。③国際マーケティング。⑨取引の背景となる ucc(米民商法)、

SGA (英売買法)及び日本民商法の比較。

尚、商業英語Aでは、主に基礎的ビジネス通信文の解釈、用法を、国際取引の実務に合わせて解説しま

す。

試 験 :定期テスト、又は定期レポートによる評価

テキス卜名・ BusinessEnglish -Reading & Writing Technicsー専門教育出版、武上著

商業英語マニュアル、税務経理協会、武上著
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商 業 英 三五
回ロ B 

たけ がみ こう のすけ

武上幸之助

4単位

2-4年

通年

本講義では、将来国際ビジネス、国際取引に携わる際に必要となるビジネスに関する英語表現と実務知識

の修得を目標とする。主に素材は英文レターを扱い、専門用語の修得、Pitman方式による定型表現演習を

中心とする。尚、前期では基本表現と実務知識を、後期では応用表現を扱う。又日商主催商業英語検定試験

についても言及する。

(内容例)①商業英文の構造。②取引先との交渉。③成約と契約文書。④船積及び通関手続。⑤海上保

険。⑥外国為替、手形金融。⑦決済条件。③国際マーケティング。⑨取引の背景となる ucc(米民商法)、

SGA (英売買法)及び日本民商法の比較。

尚、商業英語Bでは、主に、応用的ビジネス通信文の用法、作成を中心に、国際取引実務のプロセスに

添って解説します。

試 験:定期テスト、文は定期レポートによる評価

テキス卜名 :Study on International Trade 前野書底、武上著

Busi円essEnglish -Reading and Writing A. B classー専門教育出版、武上著

時 事 英 室町一 A 
まつ もと

松本 川茂

4 単位

1-4年

後期

時事英語を理解するための基礎的な能力を養成する。具体的には時事問題への理解を深め、時事問題に関

するボキャブラリーを増やす。新聞や雑誌の記事構成を把握し、そのうえでメインポイントを正確に、そし

て素早く摘む学習 ・練習を行う。また、新聞や雑誌などの「活字メディア」だけではなく、テレビやビデオ

などの 「映像メディア」やラジオなどの 「音声メディア」も言語材料として使う。

評 価 1.期末テスト 2.小テスト 3 プレゼンテーション 4.授業中の発言

テキスト名 :未定

時 事 英 三五
回口 B 

A
d
n
H
Hド

ろ
白
E一一一

凶
墨
田

壮本
札
士
口

4 単位

1-4年

通年

時事英語はなにか特殊なものと思われているが、実際にはそうではない。そのことをのみ込めば、英語の

上達だけでなく、流動的な国際問題への関心と理解を高める道が、努力とともに開けてし、く 。

必要なのは高二の英語の力で、英語紙のニュース記事がむつかしいと思われるのはその事柄についての

知識があるかなし、かの問題で、英語の実力の問題ではない場合が多い。

本講座では、まず新聞英語の仕組みを理解し、基礎的な例文をなるべく辞書を使わないで読みこなす力を

つけてみたい。内外の英字紙を教材にして、速読、大意をつかむ演習を重ね、そのあと邦字のニュース記事

を素材に、 「かけ出しの記者」 くらいには、英語のニュース記事が書けるようにしたい。それとともに、

VOAニュースを聞きながら、即座に和訳する力をつけてみよう。

試 験・授業時間内に実施。予告なく試験することあり。
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時 事 英 三五
回口 C 

たか すぎ ただ あき

高 杉忠明

4 単位

1-4年

後期

世界情勢が大きく変動する昨今、時事問題は英語力向上のための情報の山で、ある。また読解力に磨きをか

けることは英語力の向上に不可欠である。この授業では、履修者が自発的に興味あるテーマを選択し、読

み、考え、議論をすることが要求される。具体的には履修者は英字新聞、雑誌の中からいくつかの関心ある

テーマを一定の期間にわたりフォローして、それ通じてインプットした情報に自分の考えを付け加えてア

ウトプットできるようにトレーニング‘ してゆきたい。

授業ではもちろん特定の時事問題の背長説明を加えるが、履修者はそれに満足するのでなく、 一人一人が

自分で調べ、考え、議論する積極きと問題意識を持って受講することが望まれる。授業の進め方は最初の授

業で詳細に説明するが、履修人数が多い場合、課題書を与え、それに関するレポートを提出した学生のみ履

修を認めることになるだろう。

試 験:履修者の数にもよるが、個人あるいはグループでのプレゼンテーションを最低 l回は行い、そ

れに関するレポートおよび最終試験の結果を評価の基準とする。

テキスト名未定

英 三五
回同 D E 

よし だ 〈に 』

吉 田因子

4 単位

1-4年

通年

英字新聞をあまり読み慣れていない受講生を対象に、英字紙を読みこなすための基礎知識、技能の獲得を

めざす。また、テレビ、ラジオ等の放送英語も教材として扱う予定。

時事英語の理解にはそこで扱われている問題についての背景知識が欠かせないので、受講生には日頃か

ら時事問題に闘心を持ち、新聞、雑誌に目を通す、ニュース番組を見るといった努力を求める。

試 験:授業への参加度、プレゼンテーショ、ノ、試験もしくはレポートによ って評価を決定する。

テキス卜名 ・CNNMaster Course (for CollegejUniversity Use) サイマルアカデミー

時 事 英 圭五
回ロ F 

さか た やす よ

阪 田恭代

4 単位

1-4年

通年

時事英語を理解するための基礎的な能力の養成を目標とする。時事問題に関する知識と関心を深めなが

ら、語発力を増強し、各種記事の構成、要点と内容を速やかに把握できるよ うになるよう授業を進める。

教材としては、指定テキストを基本に、その他、随時英字新聞 ・雑誌等からも記事を選んで使用する。詳

しくは授業で説明する。

試 験:前期と後期、 2回行う。

テキスト名 :Akio Fujii & Yasuko Uchino. English for Mass Communication -1994 Edition-(Asahi 

Press) 
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英語翻訳法〔時事〕
ろ
由
仙

一九
一

凶
晋

此
本

札
士
ロ

4 単位

3-4年

通年

時事問題に関する英日および日英の翻訳の基礎理論と実践演習。圏内や国際関係で注目を集めている出来

事に関するニュース記事や論評のうち、最新のものを主に扱い、最初の段階では短文の訳出。なによりも自

ら訳して実力をつけるしかないことを、長年の新聞記者生活の経験で知っているので、講義よりも演習に重

きを置き、授業時間の大半を割く予定。訳出の実践にあたっては、最初の聞は筆記によるが、後になり訳出

の速度を早めるため、出来たらコンピュータ CNEC-980)を使用したい。したがって、タイプの練習が事前

に必要。

※ 3-4年生で、すでに 「時事英語」を段修済みで、英検準 l級、 TOEFL500点、TOEIC730点のいずれか

取得している者のみ受講可能。

試 験:授業時間内に頻繁に実施。予告なく 試験することあり。

ぽ
一

圭五
回ロ 通 訳 法

そ ねかすこ

曽根和子

4単位

3-4年

前期

実技演習を通じ、日英(英日)通訳法の基礎理論を学び奥文化コミュニケーションの理解に努める。

LL設備を使用し、ラジオ、テレビの英語放送、英語スピーチ及び英語を使用した会議の録音テープを教

材に、政治、経済、文化、社会及び科学技術等の各分野における 「逐次通訳法」を習得させる。

原則として、英検準 l級、 TOEFL500点、TOEIC730点のいずれかの基準を満たしている学生のみ受講可

能。

※定員は30名とする。面接により人数調整を行うので履修希望者は第 l回目の授業に必ず出席すること。

試 験:用語等のテスト、通訳パフォーマンスの評価を随時行うとともに、期末テストで履修状態の総

合評価を行う。

テキス卜名 :講師作成のスタディ・ガイド(授業の際配布)、 及び録音テープ等

英 三五
回同 通 訳 法 E 

そ ねかず

曽根和子

4 単位

3-4年

後期

「英語通訳法 1Jで習得した知識、技能を基艇に、優れた通訳者としての資質の育成を図る。

LL設備を使用し、より広範囲な分野における高度な内容の教材により 「逐次通訳法」の能力の向上を目

指すとともに、英語、 及び日本語ニュースを中心として簡単な 「同時通訳法」の基礎を理解させる。また、

講義全般を通じ、通訳者としての一般的な知識、教養を習得させる。

※ 「英語通訳法 1Jを履修した学生のみ受講可能。

試 験:用語等のテスト、通訳パフォーマンスの評価を随時行うとともに、期末テストで履修状態の総

合評価を行う。

テキス卜名 講師作成のスタディ・ガイド (援業の際配布)、 及び録音テーフ。等
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日 本 三玄
関口

μ4  
f 

制
億え

遠此本
怖
岩

4 単位

2-3年

後期

現代日本語の音声と表記の体系について論じる。音声に関しては、生成音観論を用い、音声と音韻ならび

に語の内部構造と発音 ・アクセントの関連について考える。後半では、日本語の表記体系を、歴史的及び音

韻論的側面から論じる。

試 験:学.wJ末にテストを行う。それ以外に数回宿題を出す。

日 本 圭豆
ロロ 学 E 

おく っ けいいちろう

奥津敬一郎

4単位

3-4年

通年

現代日本語について、特に基本的な文型、文法事項をとりあげ、日本語教育とも関連させて講ずる。また

英語 ・中国語 ・韓国語などとの対照も試みる。

試 験:学年末の定期試験に、筆記試験を行なう。

テキス卜名.奥津敬一郎・田中章夫 『日本語への招待』凡人社

日 本 王五
回口 教 育 実 習 制

億え
遠壮

本
内
山
一
担

| 1単位 |

| 4 年 |

日本語教授法 I、Eの既習者を対象に行なう。内容は、いくつかの日本語教育機関での実際の授業を見学

分析することと、外国人に日本語を教えることの二つによって構成される。詳しい日時等については、追っ

て連絡する。

※ 「日本語学 1Jおよび 「日本語学 nJをすでに履修済みで、ともに良 (B)以上の成績を修めている者

のみを対象とする。
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英 米 事 '情 A 
かわ しま こう へい

川島浩平

4単位

1-4年

前期

現代アメリカ社会における諸問題をジェンダ一、人種、社会階級の三観点から分析する。これら三槻念を

社会学見地から定義した上で、アメリカ社会が文化多元主義の名目の下に分断された観を呈しつつある状

況を認識し、さらにアメリカ社会を再統合しようといういくつかの提言にも注目する。

扱うテーマは貧富差の鉱大と中産階級の衰退、暴動と犯罪、銃規制、人種差別、人種内差別、セクハラ論

争と裁判、デートレイプ等ジェンダー ・人種 ・社会階級それぞれが復雑にからみあって生み出している諸

現像 ・問題である。

試 験:学期末試験。出席を重視します。

テキス卜名:アンソニー・ギデンズ著 松尾精文他訳『社会学』而丘書房 1992 

英米事情 B C 
崎
山
石

日

g
m

ゆたか

裕

4 単位

1-4年

前期

この講座では、アメリカの移民 ・民族問題に関する理解を深めることを目的に、以下のテーマについて論

じる予定です。

1 .植民地時代から現代までの米国の移民の歴史。

2.黒人、日系アメリカ人、アメリカ・インディアンの歴史。

3.言語 ・職業 ・教育等におけるアメリカのマイノリティーの現状。

試 験.未定

英 米 事 '情 D 
ロ パ ート デ y )1-パ

ROBERT DE SILVA 

4 単位

1-4年

後期

This course provides a general introduction to the life and culture of the United States and Britain 

Topics that will be covered include geography， history， government， religion， art， literature， and 

education. The first half of the course will be on the U. S. while the second half will focus on Britain 

Evaluation will be by tests based on the lectures and readings， and individual reports. The lectures 

will be given only in English 

120 



英 米 事 '情 E 
もり た まさ み

森 田正賓

4単位

1-4年

前期

英語 ・英文学の史的背景としての、英国の社会的 ・文化的側面を考察し、その全体像を明らかにすると共

に、英国の国民性とその精神的・思想的伝統が形成されて来た由来を探求し、英国の文化と教養の本質に迫

りTこL、。

試 験:主と して期末試験と課題レポートの結果によ って、評価を行なう。

テキスト名 :Historical Sketches of English Social Life英潮社

Spdtlight on Britain Oxford University Press 

英 米 事 '情 F だ
回

ち
千 岡リ

4単位

1-4年

前期

今世紀英米の何人かの知識人 ・芸術家を通して、両国の知的・文化的情況を概観する。

試 験:レポートの提出(和文〕

テキス卜名-本間長世「ニューヨークに見るアメリカJ(新潮社)

森嶋通夫「イギリスと日本」、「続イギリスと日本J(共に岩波書庖)

英 米 事 '情 G 
レジナルド カーエー

REGINALD KEARNEY 

4 単位

1-4年

前期

This course will focus on the British colonization of North America， events leading up to the 

American War for Independence， the emergence of a sense of nationhood， and the British legacy in 

Ametica. The course should provide a sense of the broad sweep of traditions and precedents formed 

in what was then called the New World 

試験 Studentperformance will be evaluated on the basis of class discussions and quizzes 

(30%)， a mid-term (25%)， and final examination (45%)。

テキスト名 :Current， Williams and Friedel， American History，' A Survey， vol.1 
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日英米比較文化論 A.B
中立
右

目黒
ゆたか

裕

4 単位

2-4年

後期

この講座では、産業・労働 ・社会階層 ・教育 ・生活などの分野から、日本的 ・アメリカ的 ・イギリス的な

ものと思われている事柄を取り上げて考察します。日本 ・アメリカ ・イギリス社会の特徴をより深く 、より

正確に理解することを目的に講義をすすめます。

試 験:未定

日英米比較文化論 C だ
回

ち
千

つよし

岡IJ

4単位

2-4年

後期

日英米三カ国の文化 ・芸術を比較 ・検証する。さの際、欧米の 「日本研究」および 「日本語教育」をも、

それらの国の一つの文化の表現 ・達成とみて視野に入れる。

試 験:レポート (和文)の提出。

テキス卜名 加藤秀俊 『比較文化への視覚~ (中央公論社)

英 国 史 A B 中野
さとし

聡

4 単位

1-4年

通年

前期は産業革命前後まで、後期は産業革命以降現在までの英国史を中心に概説する。社会経済史を基礎に

政治 ・文化史を含めた広範なテーマを取りあげる予定で、受講者は青山 ・今井編 『概説イギリス史 (有斐

閣Hなどを読んでおくことが望ましい。

試 験:持込可。 2 ~ 3 問の論述問題から一間選択の予定。 レポ ー トあり 。
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英国事情実地研究
4 単 位

1-4年

海外研修

イギリスの一般家庭に滞在しながら、エセックス大学でイギリスの文化、社会、経済、政治、教育等につ

いて総合的に学ぶ。授業は講義、ディスカ ッション、発表の形式を取り、 一人一人の積極的な参加を前提と

する。また日帰り旅行、市内見学、エセックス大学の学生との交流等を通してイ ギリスを実体験する。

尚、この研修は春期休業中に実施される。

試 験.成績は試験、レポート、発表、授業参加等の総合的な評価に基づく 。

米 国 史 A 
かわ しま こう ヘレ

川島浩平

4 単位

1-4年

後 期

アメリカ合衆国通史(植民から現代まで〕の講義。独立戦争、南北戦争、革新主義の台頭、 二つの世界大

戦と冷戦体制の成立 ・崩壊等、伝統的アメリカ史学で重視されてきた政治的大事件を視座に入れつつ、1970

年以降学界で認識論的かつ方法論的に興隆した経済史、社会史、都市史、女性史の貢献を評価し、これらの

分野で描出されてきた歴史像を交えながらアメリカ史を概括する。一貫して分析と思考を重視し、高校まで

の「世界史」 的な記憶や記述中心の学習法から脱却することも目標とする。

試 験:学期末試験。出席を重視します。

テキス卜名 :授業中適宜指示します。

米 国 史 B 
レ ジナルド カーエー

REGINALD KEARNEY 
4単 位

1-4年

後 期

This course will be a survey of the history of the United States from the period preceding the Civil 

War down to the era of Kennedy and Johnson. This course will introduce some of the major themes 

and concerns of American historians for the period of the course and provide a basis for making 

critical assessments of some of the enduring social and political problems that face the Americans 

people 

試 験 Studentperformance will be evaluated on the basis of class discussions and quizzes 

(30%)， a mid-term (25%)， and final examination (45%). 

テキス卜名 :Current， Williams and Friedel， American History: A Survey， vol.2 

-123 



米国政治経済論
たか すぎ ただ あき

高 杉忠明

4単位

3-4年

後期

日本のパール・ハーバー攻撃50周年を迎える本年、通商や防衛の分野で精鋭化する日米摩擦を背景に、ア

メリカ圏内では戦後の日米関係の評価をめぐって 「日米関係見直し論J(The ]apan-U.S. Relations 

Reconsidered)がセンセーショナルに展開することが予想される。

この講義では受講者と共に、こうした議論の真偽を見極め、今後の両国関係のあり方を考えてゆく 。その

ためまず第ーに、 19世紀初頭以来のアメリカ政治 ・外交史を振り返り、第二にその歴史的文脈の中に1941年

のパール・ハーバー以降の日米関係を位霞づけ、第三に戦後史の日本の経済的繁栄と両国関係の因果関係、

の変遷を再検討してみたい。

講義の合聞をぬってゼミナール形式の授業を行い、討論をつうじて理解を深める機会を持ちたい。履修者

は問題意識と積極性をもって参加して欲しい。

試 験:(1)学期末の最後の授業で行なう試験と、 (2)レポートの内容で判断する。詳細は授業の際に説明

する。

テキスト名:未定

[米国事情実地研究
4単位

1-4年

海外研修

夏休みにカリフォルニア大学デービス校を拠点にホームステイをしながら米国の歴史、文化、社会、政

治、経済について現地で研修活動を行う。デービスは自転車の街とも呼ばれる静かで安全な所であるが、 実

地研修として午後にキャンパス外の活動を行ったり、日曜日には国立公園とかサン・フランシスコなどに

パスによる daytourも行う。また、デービス校の研修終了後、東海岸の史蹟を含む見学旅行が予定されてい

る。

試 験:成績は試験、レポート、発表、授業参加等の総合的な評価に基づく 。

オセアニア英語文化圏事情
フランンス ジ a ン ソ ン

FRANClS JOHNSON 

4 単位

1-4年

後期

The purpose of this course is to introduce students to some of the major features of English 

speaking Oceania; its history， geography， government， peoples and culture. Particular focus will be on 

Australia and New Zealand with occasional surveys of other Oceanic nations as warranted. The course 

will follow a general lecture format and allow time for student questions at the end of every session 

Students will be expected to take notes during the lecture and to have done the assigned reading 

before coming to class. Each lecture will be organized around a central topic; that is， each lecture will 

be independent of the others but build upon a common theme that explores Oceania. A detailed 

course syllabus and schedule will be distributed to students on the first day of class 

Readings: There will be no assigned textbook for this course but readings， however， will be drawn 

from various academic and popular sources and be made available to students for photocopying. In 

addition， students will be expected to draw on original sources to complement course materials 

試験:Two multiple-choice tests 
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オセアニア文化実地研究
4 単 位

1-4年

海外研修

オーストラリアの一般家庭に滞在し、生きた英語に触れながら、シ ドニー市にあるマコーリ一大学付属の

国立英語教育研究所にてオセアニア(特にオーストラリア〕の文化、社会、政治、経済、教育、言語事情等

について学習する。講義の他にディスカッション、リーディング、発表等を通し、 オセアニア文化圏諸事情

について理解を深める。実地研修としてシドニー市、キャンベラ市、ゴールドコーストの観光旅行が予定さ

れている。尚、この研修は夏期休業中に実施される。

試 験:成績は試験、レポート、発表、授業参加等の総合的な評価に基づく 。

応用研究〔国際関係〕
たか すぎ ただ あき

高 杉忠 明

一一一一一冷戦の終駕に伴い国際政治の中心は米二極体制から EC、日本も含む多極体制へと移行し、国連の存在が

注目されている。この応用研究では、第 2次大戦以降の国際連合の歴史を簡単に振り返った後、ポスト冷戦

期における国連の役割と世界のかかえるグローパルな問題に各国がどのように対処してゆこうとしている

のかを検討する。ゼミで扱う主なテーマは、国連 PKOとの地峡紛争、人口問題、環境問題、軍縮・軍備管

理、人権問題と民主化の問題などである。

詳細は最初の授業で説明する。

試 験:履修者の人数にもよるが、最低 2回の中間報告と、それに基づいて作成したレポートの提出を

もって評価する。

テキス 卜名.未定

応用研究 〔比較文化〕
ソエ ア イ ー グル

SONIA EAGLE 

一一一一一An anthropological view of religion in culture and society， its origins and functions， will be considered 

in this course. The theories of scholars such as Tylor， Frazer， Durkheim Malinowski， Jung and 

Levi-Strauss will be reviewed. The nature and function of myth， rituaL mana， magic， animism， 

shamanism， trance states， rites and symbols will be considered and the overall social and psychological 

functions of religion will be discussed. Some emphasis will be placed on revitalization and messianic 

movements and their role in the process of culture change. Student presentations and papers will be a 

part of the course 

試験:The course grade will be based on the following criteria: 

1.A field work assignment: 20% 

2.A final paper: 20% 

3.A final presentation based on your final paper: 20% 

4.An exam-take-home format-essay questions: 30% 

(teachers option) 

5.Classroom participation: 10% 
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応用研究〔コミュニケーション・メディア〕 松 本
市
立
比

4 単位

4 年

通年

前期は、まずスピーチ ・コミュニケーション理論の総まとめをし、そのうえで対人コ ミュニケ ーシ ョンに

おける議論(InterpersonalArgument)に関する数多くの研究論文を読み分析する。とくに、(1)対人関係に

おける議論の意味、 (2)Argumentativenessと VerbalAggressivenessの相違、 (3)葛藤処理(conflict 

management)の方法などについて日米の cross-culturalcommunicationも視点にいれて考察する。

後期は、対人コ ミュニケーション能力 (InterpersonalCommunication Competence)の諸問題、または対

人コミュニケーション能力向上のための教育 ・訓練方法について各自研究テーマを設定し、英文で論文(15

~30枚)を書く 。

なお、「コミュニケーション ・メデ ィア副専攻Jの 4年生のみを対象とする。

評 価・ Thegrade will be based on (1) term paper， (2) book reports， (3) class participation， and 

(4) written assignments 

テキス卜名 :宮原哲 (1992).W入門コミコニケーション論』東京 松柏社.

プリン卜(英文資料)<コピー代を徴収する〉
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英 文
μ4  
ザ」 史

もり た まさ み

森 田正賓

4 単位

1-4年

後期

英文学史を19世紀から20世紀まで講読し、各時代の社会的・文化的背景と代表的詩人・作家、作品群につ

いて概論的解説を加えつつ英文学思潮の流れを把渥させ、英文学研究の端緒としたい。

なお、本年は、 16世紀ルネッサンスWlから18、19世紀に至るまでの英文学について重点的に講義する予定

である。

試 験:主として期末試験と課題レポートによって、評価を行なう。

テキス卜名 A Short History of English Literature 金星堂

イギリス文学講義 A.B
もり た まさ み

森 田 正 賓

4単位

2-4年

A前期 B後期

18世紀後半から19世紀に至るロマン主義文学の代表的詩人群に焦点を当て、特に、ワーズワース、 コウル

リッジ、バイロン、シエリー、キーツの詩想について講義し、併せて、各詩人の英詩を鑑賞すると共に、ロ

マン主義文学思想の現代的意義と価値について考える。

試 験:主として期末試験と謀題レポートの結果によって、評価を行なう 。

テキスト名 :Gems of English Romantic Poetry 英宝社

米 文 学 史
まつ い けい

松 井 佳 子

4 単位

1-4年

前期

アメリカの文学史を 「植民地時代」、「ロマンティシズム時代JIリアリズム|時代」に三大区分し、各々 のl時

代思潮と関連させながらアメリカ文学の特質を考察する。文学の流れを包括的に見ると、そこから逸脱する

作家も少なくないので、個別的作品の独自性と歴史の流れとのダイナミックな関係に注目したい。1960年代

以降の公民権運動やフェミニズム意識の高錫などを経て、それまで無視あるいは軽視されてきた、黒人文

学、フェミニスト文学、エスニック研究、カノレチュラル ・スタディーをも含むアメリカ文学史の再構築を視

野に入れる必要がある。

試 験:学期中に 3回(時代区分の終わりに)試験を行う予定。

テキスト名 :大橋吉之輔著『アメリカ文学史入門』研究社
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アメリ力文学講義 A
まつ い けい

松井佳子

4単位

2-4年

前期

若い柔軟な国アメリカの生んだ詩には、型に身を擦りょせない奔放な自由さと、生そのものへの充足衝動

が溢れている。この内化した厚みを把援すべく、詩のイメジャリ一、テーマ、世界観といったものに陸自し

つつ、音そのものの魅力も探っていきたい。当大学に蔵書が保管されているケネス ・レクスロスは実に巧み

な詩の朗読者であった。 poetryreading (詩朗読)がアメリカで何故これほど盛んなのかを考えてみたい。

ホイットマンやディキンソンからフロスト、バウンド、エリオットを経て、レクスロス、そして現代詩人ス

ナイダーへと流路が続く 。

試 験・ Identificationの問題を中心に、学期中に 2回試験を行う予定。

テキス卜名 American Poetry -An Anthology <アメリカ詩アンソロジー〉

福田陸太郎・刈田元司共編注 金星堂

アメリ力文学講義 B
まつ い けい

松井佳子

4単位

2-4年

後期

楽観的アメリカン ・ドリームの国アメリカは実際には種々の社会問題を抱えこんで、病んだ国でもある。

二つの代表的戯曲の読解とパフォーマンスを通して、 二人の主人公が、アメリカ社会の中での生き難さを克

服できずに、いかに破滅に追いやられたかを考える。愛と社会的成功と L、う虚偽の理想に翻弄される愚かな

不幸を資本主義批判、フェミニズム意識の欠如とし、う視座を援用して、登場人物たちの意識 ・無意識的動機

を熔り出したい。演劇に興味のある学生の方達の積極的授業参加を期待している。

試 験:学期中に Identification中心の試験を 2回行う予定。

テキス卜名目 Williams，T.: A StreetcαrNαmed Desire浅田寛厚編著金星堂

Miller， A.: Deαth of αSalesman鳴海弘編著英潮社

英 米文学研究 A
まつ い けい

松井佳子

4 単位

2-4年

後期

長編小説と異なり、短編小説は人生の中のある断面を根源的矛盾そのまま差し出す事が多い。その凝縮効

果を、 一幕物の戯曲と比較考察する。人物の心理分析、そしてテーマ論を進めながら、現代人が人生の意味

を真撃に希求する際に直面する様々な困難の現前化を丁寧にすくいあげながら読解したい。そして、幾つか

の出版された文学の批評論文をモデ、ルとして読み、いわゆる「感想文」ではない英語の文学批評論文の書き

方を勉強する。

試 験;小テスト(数回)に加え、各自テキストの中から一つ作品を選び、批評論文(5ページ)を書

いて提出する。

テキスト名 :①ModernBritish αnd Americαn Short Stories (Spark， Greene， Mansfield， Huxley， 

Shaw， Saroyan， Thurber， W. Lardner) 岩元巌・績山幸三編注 成美堂

②The Best Americαn One-Act Plays (Williams， Wilder， O'Neill)小川和男・船津辰巳編注

開文社

③Shaω， Cowαrd & Pinter: Modern English One-Act Plays大場建治・新谷忠彦 北星堂
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英米文学研究 B
もり た まさ み

森田正賓

4単位

2-4年

通年

英米文学の代表的作品を年代順に鑑賞 ・研究し、その本質に触れたい。主に、詩と散文から成る古典を読

むことを通して、欧米文化の原点に迫り、教養と実用の両面から、学力の1函養に努める。 また、 文学的問題

意識を喚起し、各自テーマを選んで、作家 ・作品の研究に取組むことを奨励したい。

試 験:主として期末試験と課題レポートの結果によって、評価を行なう。

テキスト名 :Gems of English Prose and Poetry英潮社
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3 )中国語学科専門教育科目

中国語総 合 講 座 I
-O

ニ
¥
-つ
n
n
V

8
4
ノ

ろ
由
品

川
郁

同
一

時島

詰
伯

柿
川

日
興

6単位

1 年

通年

最初に発音の基礎を徹底的に行い、その上でテキストに基づいて文法 ・会話 ・語殺の基礎力を身につけ

る。また、自主的な学習習慣を培うために、夜業中も辞書を頻繁に引き、書き取り ・聞き取りの訓練を繰り

返す。出席者は毎回必ず予習をすることが義務づけられる。

テキス卜名 :①最新中国語教本 (上) ・中華書庖

②最新中国語教本 (下) ・中華書后

中 国 圭五
ロロ 作 文

お
夫

日
郎

以
郁

ゆ
一

司
島

珂椙

帥
川

日
興

2単位

1 年

通年

総合講座と並行して中国語の基礎力の修練に当たるが、作文では主として中国語の構文の習得と語糞力

の強化に重点、がおかれる。

テキス卜名 ①標準中国語作文 書籍文物流通会

②標準中国語作文 (続編) 書籍文物流通会

中 国 圭五
ロロ

A
E
 

言言 林 芳

4単位

1 年

通年

「言葉は生きています。 生きた言語の生きた勉強を !J (語言是活着的、官随時代而変化。要把活的語言学

得活。)

これをモットーに、「見る ・聞く ・話す ・書く J妓能の有機的な訓練に力をいれます。また中国語学習に

おいて日本人最大のウィークポイントである抑揚や発音、聞く力、表現力の向上に重点をおき暗記を重視し

ます。

現役の、習ってすぐ役立つ言葉を、楽しく勉強しましょう。

試 験:平常ひんぱんにテストを行うので、特に定期試験には入れない。

テキスト名 『中・日 ・英対照 実用中国語会話』白水社
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中国語総合講座 H
こ
子

村
道

恥啓

日
正

日
玉

ま
瀦

一目
し

つ

‘
l
J
み

6単位

2 年

通年

去年一年間の学習の成果を踏まえて、木講義ではより高度な巾国語に銚戦できるように、基礎力の総仕上

げをすることを目標にしています。週 3同の授業のうち、2回を児玉が、 l回を三瀦が担当します。言いた

いことを流暢に話し、ラジオやテレビなどで話される中国語が聞き取れるようになるには、かなりの努力が

必要です。

3 . 4年生の授業をクリヤーするにも、 2年の学習で培われた成巣が問われます。計画的に学習できるよ

うに、多くの謀題を準備しています。講義の進め方については、開講l時にそれぞれ指示します。

試 験:小テスト(発音聴取 ・作文)、中間試験、期末試験、レポート等。

評 価:試験、授業時の態度 (出欠、授業に対する参加の度合、予習・復溜の有無)、課題提出等を総合

的に評価する。

テキス卜名 rr最新中国語教本 (下)~ 中華書庖 『トレーニンゲ中国語』白水社

『新 ・中国の新聞を読もう』朝日出版社 その他のプリント

中 国 き五
回口 作 文 E 鍾

ケイ カ

敬華

| 2単位|

|2 年|

|通年|

以講解中国語語法為重点，強調理論l併系宜際，注重分析常見病句，使学生在掌握語法理論的基礎上摘好作

文宜践。

テキスト名'①標準中国語作文・書籍文物流通会

②標準中国語作文 (続編) ・書籍文物流通会

中 国 圭玄
ロロ

必~
3玄 5吉 E 孫 玄齢

1 4単位 |

| 2 年 |

| 通年 |

本科目是以能流暢地視出中国i舌均教学:白紙。在理解深文内容、増加河j仁量的同吋，継欲加強tt音、メ_;悦1

和i吾感方面的鉱:;::j。方了能在会活中正仇I也使用羊i司手口句型，提高実F示会活能力，本科目重視深文的1'fi雨。

試 験:前期と後期の末にそれぞれ行う。

テキス卜名:前期一『中国語会話中級』香坂11頂一改編 光生舘

後期 『中国人のこころ』池上貞子 孫玄齢編朝日出版社
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中国語総合講座 E 塚本 慶

2単位

3 年

通年

総合講座 I、 Eの二年間で-培ったことばの基本的な四本柱「聞く 、話す、読む、書く J能力を下記のテキ

スト等を通じて学び、さらにレベルアップし、実際に必要な総合的語学力を身につけること、ならびに、中

国語をより深く理解するための中国語観を確立していくことを目標とする。

試 験:成績の評価は、出席率 ・平常点及び前期 ・後期の試験等を総合して判定する。

テキス卜名 :①『 トレーニンゲ中国語』白水社

②『新問中国語』東方書庖

③ 『中国語放送聞き取り実践教室』金星堂

中 国 語 作 文 而
出

'/7 づnン チー

買 鳳池

2単位

3 年

通年

初歩中国語を終えた人を主な対象として、和文を中文に訳するという面から中級程度の実力を育成する

のに役立てることを目擦として、授業を行う。

試 験 :未定

テキス卜名 w中国語作文』責鳳池 他一名・金星堂

中国語総合講座 W
リン ウァン

林 芳
2単位

4 年

通年
こう ろぎ いち ろう

輿 抱一郎

林芳

魯迅の作品をはじめ、現代の文学作品、報道記事など多様な文型に接し、中国語読解力を高めつつ、中閣

の社会 ・文化 ・人 ・思想、などにも理解を深めていく 。同時に、卒業後すぐ実際の役に立つよう 、中国語会話

にも多少の時聞をあてる。

試 験.教場での発表による平常点とベーパーテスト 。

テキス卜名 ① プリント

②『ビジネス中国語会話』

興椙一郎

①中国で出版された雑誌 ・新聞 ・論文などの読解を通し、現代中国の政治・社会 ・国際関係を理解する。

②中国の故事成語 ・寓話を読み中国人の価値観・人生観について議論し、中国的精神世界の理解に努める。

(①と②を通して中国の伝統と現代の両面を把握する。)

試 験:別途指示します。

テキスト名 プリント、VTRなど。
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中 国 量五
回ロ 作 文 W 

っか もと けい レち

塚本慶

| 2単位|

| 4 年 |

| 通年 |

作文 i、E、田の三年間で学んだ基本文型と現場でよく使われている常用文例 (ビジネス中国語関係のも

のも含む〕を、作文の練習 (教室での発表と具体的な添削)を通じて学び、総合的かつ実用的な作文力を養

成することを目標とする。

試 験:成績の評価は、前期後期の試験 ・レポート及びいままでの学習態度・成果を総合的判控訴し、加

!床して判定する。

テキスト名:①『標準中国語作文』書籍文物流通会

②『中国語作文 (その基本と上達H 金星堂

③プ リン 卜等

福 建 三五
ロロ

と 11り よし かっ

戸張 嘉勝

2単位

3-4年

通年

福建語は中国南方の有力な方言の一つであり 、中国語方言研究上においても、かつ実務においてもきわめ

て重要である。

1 .福建、台湾の地理、言語の分布について概説する。

2.正確な発音方法を習得した上で、日常会話と基本文型の習得に入る。特に福建語の特徴である連続転調

の習熟に重点を置く。実際に役立つ日常会話の習得を目標とする。

3.講義内容に関係のある風俗習慣などについても随時に紹介する。

試 験:平常点及び前後期の試験などを総合して成績の評価をする。

テキス卜名 w台湾語会話』樋口靖著 東方書庖

中 国 五回
μ4  

ザー 概
~与

白岡

っか もと けい いち

塚 本慶

4 単位

2-4年

通年

第一学年で総合 ・作文 ・会話の授業を通じて、中国語の基礎的学習を終え、中国語についての一定の知識

と学力を身につけた段階で、あらためて中国語とはし、かなる言語か、ということを音声 ・文字 ・構造 ・股史

を通じて言語文化として講述する。

授業は講義形式を主とするが、 一部演習形式を含めて進める。

試 験.成績の評価は、出席率 ・平常点及び前期後期の試験 ・レポートを総合して判定する。

テキス卜名 ①『中国語のすすめ』講談社

②『中国文化基礎知識』東方書庖

③ 中国語学概論に関するプリン卜
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中 国 圭五
回口

z包
回 韻

る6.
a岡

さか い けんレち

坂井健

4 単位

3-4年

通年

「李恩敬著『音韻』第一章 漢語音節概述Jを使用して、漢語の音節の三要素 ・漢語の音節構造・漢語の

音節の分類 ・北京音系の語頭子音体系と古代漢語の声母 ・北京音系の韻母体系と古代詩歌の韻脚韻 ・北京

音系の声調体系と古代漢語の声調 ・現代音の音節表と古代漢語音の図表 ・現代の音擦と古代漢語の表音法

などを学習し、中国語音韻の慨要を把置する。

試 験.定期試験(年 l回)

テキス卜名 李恩敬著『音韻』商務印書館 北京 1985 (テキストはコピーで用意する)

中 国 三五
回ロ 史

』 だ11' けい 」

児 玉啓子

4単位

2-4年

通年

本講義では、それぞれの時代の言語資料に基づいて、現代中国語と比較しながら、文体の特徴 ・音韻 ・意

義の変遷について学びます。

言語資料は時代の流れに沿って、それぞれ数篇選んで講読します。中国語の歴史的な変遷を慨観すること

によって、中国語はもとより 、中国文化に対する理解を深めたいと思います。

内容 :上古漢語、中古漢語、近世漢語、近現代漢語

試 験 :レポート 、授業時の発表、授業態度 (出席)により総合的に評価。

テキスト名 ・プリントを使用。

中国語学特殊研究 I
っか もと けい いち

塚本慶

今年度は「通訳演習」をとりあげ、授業を進める。

4 単位

3-4年

通年

前半は基本文型をリピート、リテンション、サイトラ等の練習を通じ、通訳の基礎能力を強化する。

後半はテキスト 等に沿って、各分野 (政治、経済、文化等)の内容について、逐次通訳の基本訓練を行

い、現場の雰囲気をのみ込んでもらうようにする。

そのほか、通訳の歴史、理論についても講述する。

なお受講対象(3年生が望ましし、)は開講時にベーパー ・プレスメントテストを行い決定する。

試 験:成績の評価は、平常の学習態度 ・成果及び試験 ・レポートを総合的判断して判定するロ

テキスト名 ①『日語口訳教程』商務印書館

②『中国語通訳』サイマル出版会

③ プリン卜等
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中 国語学特殊研究 H 孫 玄齢

4 単位

3-4年

通年

本科目是析力生家三ヨ的科目， 以増強折力夫!数学目杯。

以中国古典博司中 些易憧的{尤秀作品苅教材，用現代1又活遊行進解，在熟悉中国古典文学

故事、 fi大桜中国知i只沼固以及増加決浩司I仁量的同町，提高対中国活的所解能力。

本科目要求逃修的学生f良好I也預::::]和室[::::]。

試 験:前期と後期の末にそれぞれ行う 。

テキス卜名:プリントを教室で配布する。

中 国語学特殊研究 E 孫 玄齢

4 単位

3-4年

通年

本科目的内容是中国活的削減，以提高口i吾的表現能力苅教学目綜。

以遥合朗渓的文学作品苅教材，在i井解内容的基拙上，遊行朗t亥技木(友音、 i吾汽)的指号。

通辻篠::::]，使学生在朗渓日す能移f故到dt音清噺， 1吾汽生劫。

本科目要求迭修的学生多f故務、::::]，背t局所学内容。

試 験 :前期と後期の末にそれぞれ行なう 。

テキス卜名 :プ リントを教室で配布する。

日 中 E司
量一一 比 較

さく b い あき はる

桜井明治

4単位

3-4年

通年

日本語と中国語をさまざまな角度から比較検討し、その異同を明らかにしながら、両言語の本質的な特徴

の把握に努める。

両国言語の特徴の把握は、両国の民族性や文化の理解にも通じる。言語比較の学習を通じて、日本人の中

国語表現と中国人の日本語表現の留意点、またその背景にある互いの文化の特徴の把握に近づいていきた

し、

夏休みには、必ずレポー トを作成する。後期の授業でその成果の報告を各人が行う 。

試 験:レポートと教室における研究発表及び出欠状況を総合して判定する。

テキスト名.プ リン ト
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中 国 社 A 
:z;l;' 概 説

現代の中国社会の特質について、その歴史に遡って考察する。

た なか まさ とし

田中正俊

4 単位

2-4年

通年

中国社会論とも称すべき理論を最初に展開したのは、歴史上に科学的な認識の方法が初めて生まれてき

た18世紀のヨーロッパにおいてであったから、ヴォルテーノレ、ケネ 一、 モンテスキューなど、フランス啓蒙

思潮の中国社会論から始め、アダム ・スミス、マノレクスの中国社会論までを通じ、旧中国の専制的社会体制

の問題、段村共同体の問題、世界資本主義と中国市場の問題などを論ずる。

試 験:出席を重視し、かつレポートを課す。

テキス卜名 :田中正俊「中国の風土と民族J(W中国現代史』山川出版社、1984年、所収)(コピーを配布す

る)

中国社会原書講読
た なか まさ とし

田中正俊

4単位

3-4年

通年

古典中国語で書かれた 『租襲』を、昨年度に引続きテキストとし、これを現代中国語およびいわゆる漢文

の読み方で読んだうえ、その一字一句の意味を、漢語 ・漢字の語源やその系譜に遡って、克明に調べること

を通じ、 19世紀後半の近代世界史的環境下の江蘇省蘇州近郊の農村における地主制社会の歴史的性格につ

いて徹底的に解明 ・討論し、共に学んでいきたいと思う。

試 験.出席と、割当てられた調査 ・予習にもとづく報告とを総合して、単位を与える。

テキスト名 陶照 『租葱~ (コピーによって配布する)

中国社会特殊研究
た なか まさ とし

田中正俊

4単位

3-4年

通年

中国の近代化の問題にかかわって、その経済史的前提をなす、旧中国社会における地主制の構造、農村手

工業の展開、商人資本の活躍などの実態について解明し、その歴史的性格を考える。

試 験:出席を重視し、かつレポートを課す。

テキス卜名 田中正俊『中国近代経済史研究序説』東京大学出版会、 1973年

(絶版。関係部分をコピーによって配布する)
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中 国 経 済 概 説
かわ むら よし お

川村嘉夫

4 単位

2-4年

通年

アヘン戦争からの経済史を以下のように概観するが、1949年以降の現代に重点をおく。 (1)アヘン戦争と中

国経済 (2)洋務運動と工業の生成 (3)日清戦争と半植民地経済化 仏)中国資本主義の成長 (5)旧段村経済

と土地革命 (6)現代中国経済の展開:国営企業の形成と私営企業の改造、農村における土地改革 ・農業集

団化・ 人民公社化そして家族経営への変転、都市の工業化と農村工業の進展、社会主義市場経済への改革、

対外貿易と多様な経済関係。

試 験:後期j末に l回のみ行うので出席を重視する。

参 考書 ・河地重蔵他『アジアの中の中国経済』世界思想社、1991年

中 国 経 済 j寅 習
かわむら よし お

川村嘉夫

4 単位

3-4年

通年

中国の工業、農業、商業、経済改革、消費 ・社会生活、対外経済関係等に関する注目論文を、最新の中国

の新聞 ・雑誌から選択して講読し、現在の経済 ・政治動向の把握につとめる。

試 験:順次に講読を担当し、期末に小論文を提出する。

テキス卜名 i人民日報」、「求是」、「新華月報」、 「国際貿易J等から選択する。

中国経済特殊研究
かわむら よし お

川村嘉夫

4 単位

3-4年

通年

戦後40数年来の日本と中国の経済関係史について、国際情勢そして両国の政治経済状況の中に位置づけ

ながら見てゆきたい。あわせて後期には、中国の対外経済関係の論文を、最新の『国際貿易』、『中国対外貿

易』誌から選択して講読する。

試 験:後期末に l回のみ行うので出席を重視する。

テキスト名 古川万太郎 『日中戦後関係史』原書房、1988年。

田中明彦『日中関係1945-1990年』東京大学出版会、1991年。
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中 国 史
た 忽か まさ とし

田中正俊

4単位

1-4年

通年

中国語を通じ、中国の文化を学び、その教養を身につけるための重要な手がかりのーっとして、中国史を

知ること、中国史について考えることが必要である。

この講義では、現代中国の社会 ・経済 ・思想を理解するための前提として、古代から20世紀までの社会 ・

経済 ・思想 ・文化の歴史を娠り返る ことに努めたい。

また、歴史を視るための基本的な考え方、刀法論について、正維な科学的認識を持ち、人間性に根ざした

認識を持つことができるように努めることも、この講義の重要な日標である。

試 験 ・出席を重視し、かつレポートを謀し、筆記試験をおこなう。

テキス卜名 ①田中正俊「東アジアの経済発展一中国J(東洋経済新報社『経済学大辞典』第 3巻、 1980年、

所収)(コピーを配布する)

②田中正俊「中国の風土と民族J(W中国現代史』山川出版社、1984年、所収)(コピーを配布す

る)

中国文化思想概説 中村

①19世紀末~20世紀中頃までを対象とする 。

ただし

義

4 単位

3-4年

通年

②上記のi時期を通して、中国の伝統文化 ・思想の変符過程を西欧文化との対応を通して具体的事実を中心

に学習する。

③この聞の日本と中国の関係をも対象としてすすめる。

試 験 .毎時間史料の講読をするので、予習が必要となる。その上でレポー トまたはl時間内でのテスト

をする。

中国政治外交概論
こう ろぎ いち ろう

興椙 一郎

4単位

2-4年

通年

本講義は 「内因J(内政)と 「外因J(国際関係)の相互作用から中国の政治外交を把医する事を目標とす

る。現代中国を正確に理解する事を目楳とする。現代中国を正確に理解するにはアヘン戦争以来の国際環境

における中国の史的背景を知らねばならない。講義では中国近現代史の縮図とも言える毛沢東の生涯と思

想を通し、中国の伝統と近代の在り方を検討する。また広く世界史との関係から中国現代史をとらえ、社会

主義理論の中における中国マルクス主義の位置を把鑑することに努める。講義は以下の順で進める予定で

ある。

①中国マルクス主義の歴史

②毛沢東の思想、と生涯

③世界史の中の中華人民共和国

④社会主義諸理論と中国マルクス主義

⑤中国の伝統と現代

試 験:論文

テキスト名 W中国近現代史.Il(岩波新書) ・『毛沢東.Il(清水害院)予定。参考図書 'VTR。
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j毎 外 華 人 吾..0除

面開

さくら い あき はる

桜 井明治

4 単位

2-4年

通年

今日、海外華人はおよそ二千万人いる。シンガポーノレ、マレーシアでは、それぞれ人口の76%、35%を占

め、大きな経済力をもち、開放政策で外資導入をめざす中国に大きな影響を与えている。米国では八十万人

で、大学、研究機関に進出し、対中国政策に少なからぬ影響を与えている。開放政策下に来日した中国人留

学生・就学生が、今後日中関係にどのような影響をもたらすのか、注目される。海外華人の歴史を学びなが

ら、現地固と中国との関係、将来の方向など、今日的な意義を考察して講義を進めていきたい。レポート提

出を要求する。特に現地踏査レポー トを歓迎する。

試 験:レポートと教室における研究発表及び出欠状況を総合して判定する。

テキス卜名 wもっと知りたい華僑』載国輝編 弘文堂

中 国 文 学 概
吾.o.

面開

かわ しまいく お

川島都夫

4単位

1-4年

通年

明代の白話小説を実際に作品に触れながら解説してゆく。明代に至るまでの小説史については、 4 ~5 月

の聞に概観する。

試 験:学年末に試験を行なう。

テキス卜名 『中国小説の歴史的変遷』 凱風社

中 国 文 学 史
いけ がみ さだ

池 上貞子

一位
一
年
一年
一

一単一ゴ

一

一、E
-

一
~

一
一

一A
一2
一通
一

中国近現代文学のき安明期にあたる清朝末期から90年代の今日までの、主な文学運動やそれらに係わる事

項、文学者、作品などについて、認識を深めることを目的とする。主な内容は以下のとおり。清末小説。五

四文学革命。魯迅。文学研究会と創造社。語紙と現代評論。革命文学論争。茅盾と新しい作家たち。左翼作

家連盟。30年代文学。東北作家。国防文学論争。日中!被争期の文学(国民党支配区。日本占領下。共産党支

配区)。文芸講話と人民文学。新中国の成立と政治および文芸批判運動。文化大革命。新時期文学の概要。

試 験:授業中の研究発表およびレポートの結果で評価する。

プ リント配布
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中国近代文学研究
レlす がみ さだ

池 上貞子

4 単位

3-4年

通 年

今年度は、日中戦争i切における女性作家たちのあり方に焦点をあてて、中国近代文学史の一断面について

理解を深める。この|時期、 作家たちは同民党、共産党、FI本のそれぞれの支配下の地岐にあって、困難な情

況を抱えながら文学活動を行なっていた。国民党支配区の謝?1z心、新紅。日本占領下の張愛玲、蘇育、悔

娘。延安にいた丁玲、草明などの女性作家の、その時代に関連のある作品の中から代表的なものを選んで読

み、時代と作家の生き方との係わりについて考える。

試 験:授業中の課題および研究発表の結果で評価する。

テキス卜名 プリン卜配布

中国近世文学研究
かわ しま いく お

川島郁夫

4 単位

3-4年

通年

清平山堂話本所収の「錯斬雀寧」を論説しながら、その中に見られる中国人の生活観、人生観等を研究す

る。

テキス卜名 プリント使用

中 国 古 典 講 ー弓t
O1i: 

さか い けんいち

坂井健

4単位

3-4年

通年

本年度も引続き 『史記』を講読する。昨年度は漢王朝の本紀 ・世家 ・列伝を読んだが、今年は列伝のみの

講読とする。司，馬遼の英雄豪傑論がかし、ま見れる 「平原君民卿列伝J. I貌公子列伝」そして史上突如とし

て現れ、忽馬として消えてゆく「刺客列伝jを講読する。これを通して古代中国の人間像を考えてみたい。

試 験 :平常議読とレポート

テキス卜名王伯祥選註 「史記J選人民文学出版社北京 1957

(コピーで用意する)
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中国現代文学演習 林
ファ J
-φ+ー
方

4 単位

3-4年

通年

1949年、新中国成立から現在までの中国現代文学の歩みを、歴史の大きな流れの中で捉え、中国の人 ・思

想 ・社会 ・文化への理解を文学(映画も含む)の角度から深めていくことを旨とする。

その為に、各時代の代表的な作品(作家)をとりあげ、各自分担して教場で研究発表を行ない、共に研さ

んを深めてし、く 。

試 験:①各自の教場における研究発表

②レポートの提出

テキス卜名 .プリン卜
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4 )スペイン語学科専門教育科目

スペイン語総合講座 I
ほん だみや ぎ

本 田・宮 城
ゃぎ 泊ま ヨ"デ

柳沼.YOLDI 

6単位

1 年

通年

スペイン語の発音 ・文法 ・読解を花いに関連づけながら、徹底した演刊を通してく読む・ 3く・話す〉総

合的能力を長成する。

試 験:前期・後期の二回(随時小テストも行なう)

テキス卜名 .未定

スペイン語作文 I
み伊ぎ のぼる

宮城 晃
と かど かず えい

戸 門一衛

2単位

1 年

通年

文法の進度に合わせながら基礎的作文の訓練をする。とくにスペイン文と 日本文の表現の違いに重点を

おき、合わせて基礎的文法を習得させる。

試 験:前期末と後期末に筆記試験を行う。

テキスト名 :プ リン卜を準備する。

スペイン語会話 I
ヨル デ 4 ミ サワ

YOLDI・MISAWA
ホルヘ

JORGE 

4 単位

1 年

通年

この授業の R的は文法と動詞の複雑な語尾活用に馴れてもらうことにあります。練習はテキストの練習

問題を通して行います。また毎綬業で、動，iliJの語尾活JI]の小テストを行います。

Este curso esta orientado a familiarizar al alumno con la gramatica y las dificultades de los cambios 

verbales. Los ejercicios seran los del texto. Para la practica de los verbos se haran pequenas pruebas 

en cada clase 

試 験.前期、後期

テキス卜名 :Espanol 2000 (Nivel elmental) 
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スペイ ン語 総合講座 E
ヨル デ 4 ナ パ ロ

YOLDI.NAVARRO 
ロ ペ ス ホ ルヘ

LOPEZ . JORGE 

6単位

2 年

通 年

スペイン語総合講座 Eの目的は、各教員が文法 ・読解・表現を分業体制で教授することにより 相乗効果

を創出し、学生の応用能力を向上させることにある。総合講座 lで得た基礎力をベースに、総合的な言語運

用能力を飛躍的に高めるための講義である。

試 験 :前JtlJ・後期に筆記試験または口頭試験を実施する。

テキスト名:開講時に指示

スペイン語作文 E
本
ゃぎ

柳

だ ぜい じ

田誠二
臨ま 孝こういち良ろう

沼 -~ß

2単位

2 年

通 年

一年次に習得した基礎を再度確認し応用しながら、 H本語とスペイン語の文構造 ・ニュアンスの違いを

考えてスペイン語で表現する、つまり実践的にスペイン語で書く能力を長う。

試 験:前期 ・後期二回実胞する。

スペイン語会話 H

この授業の目的は三つあります。

1 .文法と動調の学習を更に深める。

プラ ボ ヨル デ

BRAVO . YOLDI 
ホル ヘ

JORGE 

4単位

2 年

通 年

2.31?く、聞 く、質問に答えるという 三分野において学生の能力を高める。そのために、学生は作文を書

き、他の学生はその作文を聞き、発表が終了したら先生の質問に答える形式を取る。

3 新聞の小記事を読み、それに闘する論評と内科の説明をする。

試 験 :前期 ・後期に定Jtll試験を行なう。

テキス卜名:プリント
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2単位

3 年

通年

と かど かず えい

戸 門一衛
ロ ペスパ サリ ン

LOPEZ-PASARIN 

岡山講座必』
口

孟公a叫〉圭五
回ロノイぺス

スベイン語総合講座[ . Dで養成した基礎力を活用し、 主に読解 ・表現を軸に総合的な言語使用能力向

上を図る。第 3学年は 4年間の学生生活の中で、実力養成上、も っとも重要な時期である。学生の主体的な

取り組みが必要不可欠である。

皿Aは AlfredoLopez-Pasarinが、 illBは戸門一衛が担当する。

ill A En este curso se hara especial hincapi長enla conversacion， aunque sin descuidar el desarrollo y 

perfeccionamiento de determinados puntos gramaticales. Con el uso del casette se pretende ademas 

que el estudiante avance en el campo de la comprension auditiva. 

皿B 現代スペインで話題の多L、小説、エッ セイ、論説などのテキストを乱読・速読する。時にはビデオ

やスベイン映画の理解にも挑戦する。

験:前期・後期ともに筆記試験または口頭試験を行う。試

テキス卜名 .開講時に指示

ア ン ヘ ルプ ラーポ

ANGEL BRAVO 
こ ぎき とも み

狐崎知己

2単位

3 年

通年
E
 

文作三五
回口ノイ

。ハ、ス

授業を二時間に分ける。一時間目は日本語をスペイ ン諾に翻訳し、 二時間目は学生自身によるスベイ ン語

作文を授業内で添削する。

験:前期末および後期末に行なう 。試

テキス卜名 Fundamentodela composicion espar守ola

La clase se dividira en dos partes. La primera parte consistira en la traduccion de oraciones del 

japon長sal espanol. En la segunda， se corregiran， en la clase， las composiciones hechas por los 

alumnos 

EXAMEN: AI terminar el primer y segundo semestre 

TEXTO・Fundamentodela composicion espa両ola

2単位

4 年

通年

プラーポ

BRAVO 
アンヘル

ANGEしW 講座A、
口

主公
，ゆ

圭五
回同ノイぺス

授業を二時間に分ける。第一時間目では文法的知識を深め、第二時間目は新聞や雑誌の記事、短篇小説や

小説の一部分、 詩文等を読み、あるいは映画を観て、生徒はその内容を要約し、説明しなければならない。

験:前期末および後期末に行な う。試

テキス卜名 :Espa両012000-Nivel Medio-

La clase se dividira en dos partes. En la primera se porfundizara la gramatica. En la segunda， los 

alumnos tendran que leer articulos de periodicos， revistas， cuentos， capitulos de novelas， poesia， asi 

como ver algo de cine， 10 cual tendra que resumir y explicar en clase. 

EXAMEN: AI terminar el primer y segundo semestre 

TEXTO: Espanol 2000-Nivel Medioー
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スペイン語作文 W
合
厚

だい すけ

大介

2単位

4 年

通年

本年度は、日本とラテンアメ リカの文化 ・社会現象について表現(筆記)能力を高めることを目標とす

る。又、接続法や前置調の用法など、日本人が ミスしやすい文法事項も総チェックする。

毎回関連テーマについて、作文の課題を課す。授業は、原則として受講者の発表形式とする。

試 験:前期試験 (25%)+後期試験 (25%)+小リポート (25%)+授業参加 (25%)=100% 

テキス卜名 瓜谷良平著Ii'Dialogossobre varios temas.!]大学書林 およびプリン卜

スペイン語学概論
み伊 ぎ

宮城 昇

4 単位

2-4年

通年

現代スベイン語成立の過程を概観した上で、現代スベイン語の音韻、形態、とくに統語部門を重点的に概

説する。

試 験:学年末に、授業内容について筆記試験をする。

テキス卜名:プリント

ス 。イ 、 圭五立宣
へ寸/岡田戸干

マ リア ヨルデ 4

MARIA YOLDI 
4単位

2-4年

通年

音声学の基礎知識に触れることから始め、スベイン語の子音・母音の発音の仕方を音声学として体系的

に理解しながら修得する。日常的なコミュニケーション、または会話のテストの練習をとおして自然なスベ

イン語の音声とそのイントネー ションができるようにする。

試 験:レポート

テキス卜名:教科書は後で教える。

プリン卜も出します。
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スペイン語学演習
マリア ヨルデ

MARIA YOLDI 

4単位

2-4年

通年

スベイン訴の文法各論を取り敏いながら、スベイ、ノ語の文法構文分析をし、文の構造だけではなくて、文

の構造と意味との関係、 Xは、学生にとってむずかしい文法の一つ一つの点を研究してみたL、です。学生、

各人がなさりたい文法の研究の指導も IIJ能です。

試 験・レポートにします。

テキス卜名 :プ リントを出します。

ス ペ イ / 
圭五
回ロ 史

みや ぎ

宮城 晃

4 単位

2-4年

通年

イベリア半島に繰り広げられたスペイン民族の歴史に触れながら、ローマ帝国の領土拡張期に間半島に

移されたラテ‘ノ諾がどのような過程を辿って現代スベイン語に至ったか、その語梨、発音、形態、文法につ

いて概説する。

試 験:学年末に、段業内容について筆記試験をする。

テキス卜名 :プリント

アメリカスペイン語特殊研究
札
山一坪

だい すけ

大介

4 単位

3-4年

通年

これまでややマイナーであった中南米のスペイン語を、各地域のテレビ醤組を集めたビデオや現地調査

で収録したインタビ ューなども含め実証的に紹介してL、く 。また、分析能力を養うため、数回レポートを挺

lUしてもらう。

1 . Los origenes del espanol americano 

2. Zonas dialectales en America 

1) EI seseo 

2) EI yeismo 

3) Otros fenomenos 

4 . Gramatica 1) La segunda persona del plural 

2) EI voseo 

3. Fonetica 

3) Otros fenomenos 

1) lndigenismos 

2) Arcaismos 

3) Anglicismos 

参考図書名 :Jose G. Moreno de Alba. EI espanol en Am長rica.Mexico， 1988; Zamora Mu円ne& Guitart. 

5. L己XICO

Dialectologi a hispa円oamericana.Salamanca， 1982 

試 験:前期試験 (33%)+後期試験 (33%)+リポート数回 (34%)=100% 
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商業 スペ イ / 
軍五
回ロ

みや ち たつろう

宮地達郎

4単位

2-4年

通年

実在する日本企業とその南米の顧客との聞に展開される受注、メーカーへの発注、信用状の取込み、船積

み、信用状上で要求される船積み苫類の作成、銀行ネゴに至るまでの一連の貿易業務を西諮と英語を対照さ

せて講義する。主要貿易用語は日本語、西語、英語の三ヶ国語で解説する。FAXによる通信文、西語の信用

状(英語との対比も行う)、荷為替手形、仕切り状、倒包明細表、船荷証券など実際に使用された書頬を教材

として使用し、卒業後企業での即戦力となりうる最少限の知識を身につけることを目標とする。

試 験:信用状の解読と要求されている船積み書類の作成及び FAXによる通信文読解とそれに対する

回答文の作成。

時 事スペ イ ノ 圭五
回ロ

と かと・ かす えい

戸門一衛

4 単位

2-4年

通年

新聞、雑誌、ビデオなどマスメディアにあらわれるニュースを素材に、政治 ・経済・社会に関するテーマ

を取り上げる。特に NHK衛星放送、国際ニュース「スペイン TVEJ のホットな映像(リアノレタイムに近

い、講義日に放送されたもの)を積極的に使用する。ニュースがいかなる意味を持つのか、などの分析 ・解

説、つまり 「味付け」は教師が行うが、 「隠し味」は学生諸君の関心領域の幅と深さに依存する。本講義をつ

うじて、我々を取り巻く世界の動向にも目を闘し、てほしいと望む。

試 験 .前Wl.後期!ともに筆記試験を行う。

テキス卜名 プリント

ス 片ミ イ ノ 史
たて レし ひろ たか

立石博高

4 単位

1-4年

通年

スベインは、地域問題と宗教問題を国家の構造的不均衡として20世紀まで抱えてきた。そこで、近現代に

おける国家、教会、社会の関係を異端審問制度(1478年~1834年〕をひとつの車mとして考察する一方、周辺

地域ナショナリズムの展開をスベインの国家形成との関連において考えたい。

試 験:前期 ・後期に小論文テストを課す。さらに指定テキストの書評をレポートで提出してもらう。

テキス卜名 ケーガン 『夢と異端審問』松鎖社

ヴィラール 『スペイン内戦』白水社
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つ 7
、
ノ ア メ 力史

予ぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

4 単位

1-4年

通年

以下の内容にそってラテンアメリカ世界の歩みをたどる。

前期 :コロンブス到達前のアメリカ大陸古代文明、 すなわちメキシコのマヤからアステカ、南米アンデス高

原地帯のプレ=インカ及びインカを中心にビデオを観ながら各文化の形成過程を解説する。

後期:旧世界と新世界の出会い、征服及びイベリア国家による値民地統治、スベイン領アメリカの独立過

程、ラテンアメリカ諸国の近現代の歩み、について考察する。

試 験:前期 ・後期それぞれレポートを提出する。

テキスト名 ・随時プリントを配布する。

日 西文化 ヅで
.x.. 流 史

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

4 単位

2-4年

通年

日本とスベインの関係は、ポルトガル及びスペインのイベリア両国によって開始された 「大航海時代」に

始まる。本年度は、スベイン帝国の領土鉱張政策とりわけ太平洋覇権の確立過程の延長線上で展開された日

本とスペイン帝国、その植民地ヌエバ ・エスパーニャ(現メキシコ)さらにその管轄地であるフィリピンと

の関係に焦点をあて、交渉の史的変遷を解説し考察する。

試 験:前期 ・後期それぞれレポートを提出のこと。

テキス卜名 プリント (和文、‘西文)を使用する。

ファンアメリ力政治史
ざき とも み

狐崎知己

4 単位

3-4年

通年

講義の目的は、現代のラテンアメリカ諸問の政治的特徴を把握することにある。通史的な概説について

は、学生諸君の自習に委ねるとして、講義では時代と地域を区分しながら、象徴的な出来事や人物について

話をしたいと思っている。独立後の国民国家形成の特徴、イベリア半島の政治文化の影響、軍部の政治介入

と民主化の課題、地域協力と第三世界主義の盛衰、都市化の進展とポピュリズム、先住民族や女性の政治参

加、米国との関係などがテーマとなろう。これらテーマに関して、多数のビデオソフトがあるので活用して

ゆきたい。

試 験・前後期に各々試験を行う。

テキス卜名 .テーマ別に紹介するが、青木書庖『南北アメリ力の500年』全 5巻は通読してほしい。
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現代スペインの諸問題
と かど かず えい

戸門一衛

4 単位

2-4年

通年

スベインは近年、大きく変貌している社会である。その変化の速度と隔は他の西欧諸国に比べて驚典的で

さえある。一例としてキーワードを挙げよう。政治面では長い独裁体制から民主主義社会への転換(1975

年〕、社会労働党政権の成立(1982年)が、経済面では60年代の高度経済成長、 EC加盟(1986年)、 EC経済

通貨統合への対応が、社会面では伝統的カトリック社会からの離脱、女性の意識変化、地方自治推進による

生活変化などが、指摘しうる。

本講義では、現代スベインの諸断面図を時系列的(隆史的)に、そして構造的に解説 ・分析する。西語 ・

英語文献も使用する。

試 験・前期は レポートとし、後期は論述式の試験を行う。出席も重視する。

テキス卜名 授業中に適宜、指示する。プリン卜も使用する。

スペイ ン美術史
セルヒオ ナパ

SERGIO NAVARRO 
4 単位

2-4年

通年

古代から20世紀に至るまでのイベリア半島(スベイン及び、ポルトガノレ)の美術史入門。各々の時代の代表

的な絵画、彫刻、 建築の特徴を時代背景と共に解説。(スライド付)

ラテン ・アメリカの美術史についても触れる予定。

(用語は平易なスペイン語)

試 験:レポート提出

テキス卜名 ープリン ト使用

メキシコ特殊研究
ノコ ー ロ ミ サワ

SOCORRO MISAWA 
4 単位

2-4年

通年

この科目の主な目的は、メキシコの文化 ・歴史を概観することです。具体的には、メキシコの先コロンブ

ス期、植民地時代、独立時代にわたる歴史の大きな流れを学び、又各時代の様々な面から代表的な美術、建

築、宗教、思想、 習慣等を選んで、参加者と共に考察したいと患います。

講義や会話は、スペイン語で行います。スベイ、ノ諾を実際に使って、会話や作文の能力を向上したい学生

を歓迎します。また、クラスでは、ビデオやスライドを利用する予定です。

試 験:自分でテーマを選びクラスで発表をし、レポートを提出する。

テキス卜名 :プ リントを用意します。
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スペイン・ラテンアメリ力思想史
ア〆ヘルプラーポ

ANGEL BRAVO 

4 単位

3-4年

通年

授業を二時間に分ける。一時間目はラテンアメリカ諸国とスペインの最も重要な思想系統について説明

する。 二時間目は、学生に授業の内容と関連した何らかのテーマに基づいたレポートを作成してもらい、そ

の発表を行なう。

単位の認定には以下の条件を満たすことが要求される。

A)一つ、あるいはそれ以上のレポートの発表を行なうこと。

B)授業の80%以上に出席をすること。

C)学年末にレポー トを提出すること。

あるいは、

A)一つ、あるいはそれ以上のレポー トの発表を行なうこと。

B)前期、後期末に試験を受ける。

La clase se dividira en dos periodos. En el primero se explicaran los temas mas importantes del 

pensamiento iberoamericano y espa白01.En el segundo， los alumnos haran la exposicion de un trabajo 

relacionado con el contenido de la clase. 

CONDICIONES PARA APROBAR LA ASIGNATURA COMO SEMINA悶O

A) Hacer la 0 las exposiciones que a cada alumno le corresponda 

B) Tener como minimo el 80% de asistencia. 

C) Hacer un informe final 

OTRA MODALIDAD 

A) Hacer la 0 las exposiciones que a cada alumno le corresponda 

B) Al final de cada semestre un examen. 

テキスト名 ・プリント

スペイン・ラテンアツリ力
文化特殊研究

ア J ヘルプラーボ

ANGEL BRAVO 

4 単位

3-4年

通年

授業を二時間に分ける。一時間目はスペインとラテンアメリカ諸国の文学、絵画、映画等の分野において

の文化的概観を説明する。二時間目は、学生に授業の内容と関連した何らかのテーマに基づいたレポートを

作成しても らい、その発表を行なう。

単位の認定には以下の条件を満たすことが要求される。

A)一つ、あるいはそれ以上のレポー トの発表を行なうこと。

B)綬業の80%以上に出席をすること。

C)学年末にレポートを提出すること。

あるいは、

A)一つ、あるいはそれ以上のレポートの発表を行なうこと。

B)前期、後期末に試験を受ける。

Esta clase se compondra de dos partes. En la primera se explicaran los temas principales de la 

cultura espanola e iberoamericana en los campos de: literatura， pintura， cine， etc. En la segunda， los 

alumnos tendran que hacer la exposicion de un trabajo relacionado con el contenido de la misma 

CONDICIONES PARA APROBAR LA ASIGNATURA COMO SEMINARIO: 

A) Hacer la 0 las exposiciones que a cada alumno le corresponda 

B) Tener como minimo el 80% de asi且tencia.

C) Hacer un informe fina1. 

OTRA MODALIDAD: 

A) Hacer la 0 las exposiciones que a cada alumno le corresponda 

B) Al finalizar cada semestre un examen 

テキスト名 ・プリン卜
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スペイン経済演習
と かどかず えい

戸 門 一 衛

4 単位

3-4年

通年

今年度から初めて開設されたゼ、ミナーノレは、教師による講義、原書の読解、ゼミ生による研究発表の 3形

式を統合しつつ展開される。ゼミ生には毎回の授業の他に、教師の指導を受けつつ、独自のテーマに関して

研究小論文を提出してもらう。

今年度の特別重点テーマはrEC統合とスベイン経済の構造変化」であり、一般論としての地域統合、具

体論としての NAFTA、APECなどの動きにも注目したい。

経済学の基礎知識、英語 ・商語の基礎力は特に問わない。が、ゼミは受け身の姿勢では成立しないので、

主体的に取り組む心構えの学生のみをゼミ生として認める。

試 験 :試験は特に行わない。平常のゼミへの取り組み姿勢、研究発表、小論文等を総合的に判断し

て、単位認定を行う。

テキス卜名:ゼミ開講時に指示する。

スペイ ン文学史
ほん だ tまい じ

本田誠

面
一年
一一

単
一ぺ
一

E
一
~
一

4

一2
一一

中世スベイン最古の叙事詩 『わがシッドの歌』より黄金世紀を代表するセルパンテス、 ロベ ・デ ・ベー

ガ、カルデロンに及ぶ約五世紀にわたるスペイン文学の精華をアンソロジーによって味わい、解説と注釈を

加えていく 。本年度は黄金世紀の後半(ノくロック)の主要な作家 ・詩人 ・劇作家を精選し、スペインがその

最も稔り泣かな作品を生み出した最盛期の文学を概観する。授業は一方的な講義ではなく各自の研究発表

と討論形式で行なう。

試 験:レポートによる。

現代スペイン文学
ぎ た のぶたか

喜多延 鷹

4 単位

3-4年

通年

ミゲル ・デリベスの短編作品集より選んで読んで行きたいと思います。市民戦争後のスペインの推移、文

化がわかるものから選びたい。

試 験:辞書持ち込みによる読解力をテストします。年一因。従って普段の授業態度も評価します。

テキスト名 始業時に指示またはプリントにして配布します。
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現代ラテンアメリ力文学
〈わ な かずひろ

桑名一樽

4単位

3-4年

通年

20世紀前半までの文学の流れを概観した後、代表的な現代作家の短篇小説を講読しながら、現代ラテンア

メリカ文学のかかえる問題や、その小説技法について考える。

試 験:書評形式のレポートと読解の試験。

テキスト名 プリン卜使用

スペイン文学演習
ほん だ 住い じ

本田誠

4単位

3-4年

通年

従来 『スペイン古典講読』として開講していた科目で、名称変更して新たにゼミ科目となったものであ

る。スペイン黄金世紀文学の研究を目的とする少人数制の授業で、本年度は16世紀スペインに流行を見た牧

歌小説の系譜を辿り、セルバンテスの牧歌小説 『ラ ・ガラテア』に焦点を絞って授業を進める。受講者はス

ベイン文学史を履修した者が望ましいが、本年はその限りではない。授業はテキストの精読、関連論文の批

評、討論などから成る。

試 験:ゼミ論文 (400字20枚以上)の提出による。

ラテンアメリ力文学特殊研究
くわ な かずひろ

桑名一惇

4単位

3-4年

通年

19世紀の終りから20世紀の初頭にかけて起きた Modernismoの運動は、たんにラテンアメリカ文学の革新

運動であるだけでなく 、スペイン語圏全体の思想や文学に深い影響を及ぼした。本年度からは、こ の

Modernismoとはいかなるものであったかを作品を通して検討してし、く 。

試 験:読解中心の試験を予定している。

テキス卜名 :プリン卜使用
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5 )韓国語学科専門教育科目

韓国語総合講座 I
lままのうえみゆき ナ ソンスク

浜之上幸・羅聖淑
6単位

1 年

通年
かんのひろおみ

菅野裕臣

2学期の中頃までに韓国語の音声 ・文字 ・文法の基礎を終え、その後やさしい読み物の読解に入る。

試 験:履修内容について随時試験を行なうほかに、約850語の単語テストも実施する。

テキス卜名 Ii'朝鮮語の入門~ (白水社)、『朝鮮語を学ぼう~ (三修社)、 『韓国語初級読本』、『コスモス朝和

辞典~ (白水社)

韓 国 圭五
回同 作 文

lままのうえ

浜之上
みゆき

幸

2単位

1 年

通年

まず、韓国語の正書法を正しく理解した後に、基本的な文法の知識を確実なものとするために、和文韓訳

の練習を徹底的に積み重ねて行く 。

試 験:履修内容について随時試験を行なう。

テキス卜名Ii'基礎朝鮮語一文法と作文一~ (白帝社)

韓 国 圭五
ロロ

必b、
:Z;J;" 言吉

金 東俊
ンゲ ファンガプ

成 燥甲

一一一一一日常よく使われる基本語曜と基本文型をテキスト ・プリント・録音テープ等を用いて「聞く 、話す、読

む、書く 」の基礎をバランスよく習得させる。

個々の音、語、文の各レベルで・の発音、特に、語や文での連続発音による音の変化、短縮形、イントネー

ションの発音を体で覚えさせるために授業の半分位はLL教室で行ない、聴取力・発話力 ・文法の運用能力

を徹底的に練習する。

試 験:平常時の成績と各期末試験の成績を合算して評価する。

テキス卜名Ii'韓国語入門~ (金東俊著)

『基礎朝鮮語一会話編ー~ (白帝社)
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6単位

2 年

通年

肘
幸肋

上川之
町
浜

川
昇

き
樹

《

日

自
国

帥
中

さ
佐

同
漬

と
土

E 座講ぷ~
口

圭五
回ロ国韓

語業と文法の知識を整理しながら、様々なジャンルにわたる読み物の読解を行なう。

験:!被修内容について随時試験を行なうほかに、約2000語の単語テストも実施する。

7.リン卜『韓国語初級読本』テキス卜名 :

試

2 単位

2 年

通年

淑
h

在権E 文イ乍語国韓

文法的な諸形式の用法 ・基礎的な語誕の用法を中軸に据え、日本語との類似点 ・相異点に着目しつつ、和

文勝訳の練習を積み重ねる。

験:随時試験を行なう。

テキス卜名 :プ リント

試

一一一一一
一一俊

肘
甲

わ
東

日燥

H

金

川
成

H 話三~
Z玄

三五
回ロ国韓

授業の半分位は LL教室を利用して、正確な発音で自然な対話ができるようにする。

特に、会話で使われる多様な文末表現、語殺の選択、文のつなぎなどを重点的に学習する。

会話でよく使われる短縮形や慣用句を使った多種多様な会話能力を養う。

験:平常時の成績と各期末試験の成績を合算して、評価する。

『スタンダード・ハンゲ)l.-講座①~ (会話編)(大修舘書庖)

『基礎朝鮮語一会話編ー~ (白帝社)
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韓国語総合講座 E
はまの うえ

浜之上
みゆき

幸

2単位

3 年

通年

小説とシナリオを教材として、韓国語特有の文語 ・口語的表現を、 言語学的な観点から厳密に分析しつつ

読み進む。また、ヒアリング能力を向上させるために、テーフ.に録音された内容を聞きとる試験を随時行

なっていく 。さらに、第 3次重要単語の残りの部分の試験も継続して実施する。

試 験 :読解についての期末試験と、ヒアリ ング試験の結果を合わせて成績の評価を行なう。

テキス卜名 ・プリント

韓 国 圭五
回ロ 作 文 岡

山
H

金 東俊

2単位

3 年

通年

日本語のさまざまな表現形式に相当する韓国語の表現形式を学習する。これをひととおり学習した後、平

易な日本文を韓国語に翻訳する練習をする。文字による表現だけでなく、翻訳 ・作文したものを口頭で表現

する練習もする。

また、このような練習を積み重ねることによって、日本語と韓国語の違いをおのずから分かるようにす

る。

試 験:授業中の成績と各期末試験の成績を合算して、評価する。

テキス卜名 ・『スタンダード・ハンゲル講座④.IJ(作文編)(大修館書庖)

韓国語総合講座 W
はまの うえ

浜之上
みゆe
幸

2 単位

4 年

通年

前半は、シナリオを教材として、現在用いられている生きた斡国語の表現形式にできるだけ慣れるように

する。後半は、短編小説を読み進みながら、高度な文章が分析できることを目標とする。

試 験:履修内容について期末試験を行なう。

テキス卜名 ・プリント
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韓 国 三五
ロロ 作 文 W 料

金

U 円 | 2単位 |

東 夜 | 4 年 |

| 通年 |

さまざまな種類、いろいろな文体の、日本語の文章をそれぞれの文体に相応する韓国語の文章に翻訳する

練習を積み重ねて、翻訳能力を向上させる一方、韓国語で発想し、自然な緯国語が、 口頭でも文章でも表現

できるようにする。特に、書簡文の形式が日本語と韓国とでは違うので、私・ 公の通信文の作成練習などを

も行う 。

試 験:授業中の成績と各期末試験の成績を合算して、評価する。

テキスト名 .プリン 卜

韓 国 三五
回口 学 概

る6.
日間

ノング

成
77ンガプ

換 甲

4 単 位

2~4 年

通 年

主として現代韓国語の語袋の諸相(同義語、対立語その他〕について講義をすすめる。講義は韓国語で行

なう。

試 験未定

テキス卜名.未定

韓 国 五
ロ-一司ロ

~ 
閏

ヨ士E

戸
~ι 
ザー

ソJ グ

成
ヲア J ガプ

燥 甲

4 単 位

2~ 4 年

通年

一般音声学の基本慨念を説明した後に、現代韓国語の音声分析を行ない、さらには音韻論へと至る予定で

ある。講義は隣国語で行なう。

試 験:韓国語の音声への慣れをためすために、ヒアリングを中心に行なう 。

テキス 卜名未定
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韓 国 三五
回目 文 法 56‘ 

白岡

はまのうえ

浜之上
みゆき

幸

4 単位

2~4 年

通年

現代韓国語の文法体系に関する基礎的な知識が得られるように、『コスモス朝来l辞典』の“文法概説"を

解説しながら、そこから派生する問題についても考えてし、く 。斡国語に対して言語学的な関心を持つ学生の

参加を望む。

試 験:レポート提出を課す。

テキスト名 『コスモス朝和辞典.!I(白水社)

韓 国 三五
回ロ 史

ソング

成
ファン ガプ

燥甲

| 4 単位 |

|3 ~4 年 |

| 通年 |

訓民正音創製(15世紀中葉)以降、現代に至るまでの韓国語の歴史的な変遷の過程を概観する。講義は斡

国語で行なう。

試 験・未定

テキス卜名 ・未定

韓 国 三五
回同

込』ι
寸ー 特 講 成

ファ〆 ガプ

燥甲

| 4 単位 |

|3 ~4 年 |

| 通年 |

15世紀の韓国語について、その文字、表記法、文法体系を説明した後に、 当時の文献を読み進んで行く 。

講義は韓国語で行なう 。

試 験:未定

テキス卜名未定
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韓 国 軍亙
ロロ 学 演 引

」

判
金 東俊

4単位

3~4 年

通年

現代韓国語の語集、文法、敬語および日本語と韓国語の対照研究等の論文を読み、クツレープで研究テーマ

を決め、それについてレポートを書いてみる。

試 験:平常時の成績とレポートで評価する。

テキス卜名:プリン卜

韓 国 史 概 吾.d.

a岡 j寅 中 昇

4単位

2~4 年

通年

斡国史の主要な舞台である韓半島においては、その自然が人間の歴史をどのように条件づけたか。また、

中国を中心とした東アジアの諸種族・諸民族 ・諸国家の動向が、韓国史の展開をどのように条件づ、けたか。

これら 2点に留意しながら、韓民族の形成とその歴史的展開を跡づけようと思う。

試 験:期末試験を行なう。

テキス卜名 : 金両基監修 『図説・韓国の歴史~ (河出書房新社)

日 朝 関 係 史
はま なか

漬 中 昇

一一一一
一

前近代の日本にとって、韓国(朝鮮〕とは何であったか。このような観点から、日朝関係史上の次のよう

な問題を取り上げるロ

イ.古代日本の国家形成と韓国(朝鮮) ロ 室町時代の日朝貿易 ハ.文禄 ・慶長の役 ニ.江戸時代

の日朝貿易。

これらのテーマを考えるに当って、次の点に留意したい。一つは、東アジア全体を視野に入れることであ

り、他は前近代の勝国(朝鮮)にと って日本とは何であったか、という観点をも念頭に置くことである。

試 験 :期末試験を行なう 。

テキス卜名 .プ リントを使用する。
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韓 国 近 イそ 史
つき あし たつ ひこ

月脚達彦

4 単位

3-4年

通年

本講義は、 19世紀後半から1945年に至る時WJにおける近代韓国の歴史を概説する。ヨーロッパ文明との接

触、日本における侵略と支配への抵抗などを通じて展開された勝国の近代化・民族運動を、おもに思想史の

観点から考察したい。

まず、東ア ジアの国際関係の再編について概観したあと、1876年の開港から勝国併合へと至る時期の諸思

想潮流の世界認識・文明観を考察し、次に、日本の植民地支配とそれに対する独立運動の諸潮流の思想を考

察する。

試 験・未定

テキスト名 .参考書等は、授業中に随時あげていく 。

韓 国 史 特 講
はま なか

漬中 昇

4 単位

3-4年

通年

高麗時代の郡県制度や村落制度・家族制度に関する研究論文を批判的に紹介することによ って、高麗の

歴史的位置を考察する。

試 験:期末試験を行なう。

テキスト名 プリントを使用する。

韓 国 の 政 ミA
J口 経 済

なか がわ まさ ひこ

中川雅彦

4単位

1-4年

通年

本講義では大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国の政治と経済の時事的な問題を扱う 。学生には現代史の

一次資料たる新聞を丹念に読むことを要求する。

試 験:論述試験の他にレポートで採点する。
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韓 国 文 レ
u

，aq
l
 

概 竺J土佐昌樹

4 単位

1-4年

通年

韓国文化の特徴と代表的なテーマについて、文化人類学的な視点から講義する。映像資料などを用いなが

ら、個々の問題についてできるだけ具体的な理解が得られるようにする。また同時に、東アジア文化圏やグ

ロバリゼーションから見た韓国文化というマクロな視野を提示することで、文化というものに対する一般

的理解を深めることをも目指す。

試 験:レポートと論述試験

L! 国 文 E
V
U
 

，aE
，
 

、~

J員 習 土 佐 昌 樹

4 単位

3-4年

通年

韓国文化のなかから特定の主題を取り上げ、それに対する深い知識と多元的な分析視角を身につけるこ

とを目指す。原則として、前半はテキスト(日本語および韓国語)読解を通じた議論を中心とし、後半は参

加者の個別的な発表を中心に進めたい。

試 験・レポートと論述試験

日 韓比較 文化
号，d.

白岡

と さ ま さ き

土佐昌樹

4 単位

2-4年

通年

日本と韓国の文化について比較的な視点から論じたテキストを毎週一冊の割合で取り上げ、文化人類学

的な立場から具体的にその内容を批判、分析する。

試 験:レポートと論述試験

-160 



韓国言語文化概論
なり さわ

成津 勝

4単位

2-4年

通年 (隔週)

近代 ・現代の小説の特徴をとらえるべく 、金東皇や金采原の代表的な作品を読みすすめる。とくに語裳使

用の傾向をコンピューターで分析し、その結果が何を意味するかを解き明かしていきたい。

そのために、コンピューターによるハングル処理も徹底的に行う。

試 験 .前期はベーパ一試験及び発表。後期はレポートを考えているが、レポートはパソコンで打った

ものを原則とする。

テキス卜名 :プリント

韓 国 文
品Lι
マー 史

なり さわ

成還
まさる

勝

4 単位

2-4年

通年 (隔週)

上代から近世にいたるまでの朝鮮の文学を、詩歌文学と叙事文学に分けて概観する。そしてその中に“発

展"の構造を見いだし得るのかどうかを検証し、もし独自の発展相を確認することができるとすれば、しか

らしめたものは何なのかを確定すべく、精神史及び社会史、そして折々の中国文化の影響も細かく見てい

く。

作品を多く読むので、語学力も要求されよう。

試 験:レポートとするか、試験にするかは受講生諸君と相談の上決めるが、いずれにしても出席は確

実であること。

テキス卜名 .朝鮮文学史講義主主

原 室目 講 =哩e
訂E

H

金 東 俊

4単位

2-4年

通年

韓国の随筆集 ・小説 ・詩歌など、近現代における代表的文芸作品を精読し、読解力を向上させる。

試 験:授業中の成績と年度末試験で評価する。

テキスト名 .韓国随筆集
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[ 3 J教職科目

〔平成 2年度以降の入学者のみ履修可能〕

l教育原理 A . B 
泊ま の レち お

沼野 一 男

| 2単位 |

| 2 年 |

l前期 |

教職を志、すものの基礎的能力の習得を目標として、現代の学校教育に関する諸問題を考察する。具体的に

は、教育と学習、学校教育と生涯学習、教育の方法、職業としての教師という問題を取り上げるが、詳しい

授業スケジュールは最初の時間に配布する。

なお、教育に対する興味 ・関心の喚起と学習方法の習得を重視して、テキストによる自学と教室での質疑

応答によって授業を行うので、それに耐えられる意欲のある学生の受講を希望する。

試 験 ・期末試験は行わない。評価には質問票、リポートなどの提出物および授業への参加度を考慮す

る。

テキス卜名 ・沼野一男他「教育の原理J学文社

沼野一男 「情報化社会と教師の仕事」学文社

教 育原理 C D 
あすま

東
とし のり

敏 徳

2単位

2 年

前期・後期

教育ほど人の一生の中で大事なことは数少ない。そうであるならば、教育に関わる仕事に携わる教師とい

う仕事もはかりしれない大事さを持つ仕事である。本講義では教師を志す学生にとり必要な知識や技能の

習得を目標としている。しかしたんに知識を広めるだけでは不十分である。現代の学校教育の中で生じてい

る様々な問題の解決に有用な知識でなくてはならない。そのためには現象面での知識を拡充するとともに、

その知識の理論的整理が必要になる。具体的には教育内容、教育方法、教師教育に関わる問題を講義の中で

吟味していくことである。

試 験:評価は授業中のレポート、テスト 、および平常の授業の出席状況などを勘案して行なう。

教育心理学 A B 
た はらし.んじ

田原俊司

2単位

2-3年

前期

本講義は、 1 )生徒の諸問題(非行、 校内暴力、 I~ 、じめ」 、 不登校、 高校中退、 薬物乱用など)の現状と特

徴、2)諸問題を引き起こすに際して生徒に生じる心理的メカニズム、 3)生徒の諸問題に対する取り組みの基

本的視点、4)具体的指導方法 ・対策の検討を通して、生徒の精神発達のメカニズム ・発達段階を理解するこ

とを目指している。

試 験:レポート試験を実施する。

テキス卜名 :し、じめ相談室ーベテラン教師からのメ ッセージー田原俊司 (編著)1991、八千代出版
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コンビュータの教育利用
た はらしゅん じ

田原俊司

2単位

2-4年

前期

本講義は、コンピューターのプログラム言語の一つで、ある C言語の基本的習得が到達目標である。自分の

作ったプログラムをパソコン上で動かすことができるようになることを目指す。さらに、C言語を用いて、

推測したり予測したりするための統計的方法について検討し、データを解析することを目的とする。講義内

容として、確率モデ‘ル、確率分布、標本分布、統計的推論、検定と推定の実際などの統計が中心となる。

試 験 :プログラムの作成による試験を実施する。

テキスト名 100万人のC言語 (上 ・下)高作義明 技術評論社 1990 
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〔平成元年度以前の入学者のみ履修可能〕

川育原理 A B 
臨ま の いち お

沼 野一男

| 4 単位 |

|2 年 |

| 通年 |

教職を志すものの基礎的能力の習得を目標として、現代の学校教育に関する諸問題を考察する。具体的に

は、教育と学習、学校教育と生涯学習、教育の方法、職業としての教師という問題を取り上げるが、詳しい

授業スケジュールは最初の時間に配布する。

なお、教育に対する興味 ・関心の喚起と学習方法の習得を重視して、テキストによる自学と教室での質疑

応答によ って授業を行うので、それに耐えられる意欲のある学生の受講を希望する。

※ 前期 「教育原理Jと、後期「教材開発論j または「教育工学jの 2科目を合わせて「教育原理J4単位

として単位を認定する。

試 験:期末試験は行わない。評価には質問票、リポートなどの提出物および授業への参加度を考慮す

る。

テキス 卜名 :沼野一男他 「教育の原理」学文社

沼野一男 「情報化社会と教師の仕事J学文社

教育原理 C D 
あずま

東
とし のり

敏徳

4単位

2 年

通年

教育ほど人の一生の中で大事なことは数少ない。そうであるならば、教育に関わる仕事に携わる教師とい

う仕事もはかりしれない大事さを持つ仕事である。本講義では教師を志す学生にとり必要な知識や技能の

習得を目標としている。しかしたんに知識を広めるだけでは不十分である。現代の学校教育の中で生じてい

る様々な問題の解決に有用な知識でなくてはならない。そのためには現象面で‘の知識を拡充するとともに、

その知識の理論的整理が必要になる。具体的には教育内容、教育方法、教師教育に関わる問題を講義の中で

吟味していくことである。

※ 前期 「教育原理」と、後期「教材開発論」または 「教育工学」の 2科目を合わせて「教育原理J4単位

として単位を認定する。

試 験:評価は授業中のレポート、テスト 、および平常の授業の出席状況などを勘案して行なう。

教育心理学 A B 
た はら しゅん じ

田原俊司

4 単位

2-3年
前期

本講義は、1)生徒の諸問題(非行、校内暴力、I¥'、じめ」、不登校、高校中退、薬物乱用など〉の現状と特

徴、2)諸問題を引き起こすに際して生徒に生じる心理的メカニズム、 3)生徒の諸問題に対する取り組みの基

本的視点、4)具体的指導方法・対策の検討を通して、生徒の精神発達のメカニズム ・発達段階を理解するこ

とを目指している。

※ 「教育心理学」、「青年心理学」の2科目を前期で受講すること。 2科目を合わせて「教育心理学J4単

位として単位を認定する。

試 験:レポート試験を実施する。

テキス卜名 :いじめ相談室ーベテラン教師からのメ ッセージー田原俊司 (編著)1991 八千代出版
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教 τ~ 
同 評 価

た はらしゅん じ

田原俊司

2単位

2-4年

前期

本講義は、コンビューターのプログラム言語の一つである C言語の基本的習得が到達目標である。自分の

作ったプログラムをパソコン上で動かすことができるようになることを目指す。さらに、 C言語を用いて、

推測したり予測したりするための統計的方法について検討し、データを解析することを目的とする。講義内

容として、確率モデ、ル、確率分布、統計的推論、検定と推定の実際などの統計が中心となる。

試 験:プロ グラムの作成による試験を実施する。

テキス卜名:100万人のC言語 (上・下)高作義明 技術評論社 1990 
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〔全学生対象〕

三怠
同 年 J心 理

μ4  
-t-

た はらしゅん じ

田原俊司

2単位

2-4年

前期

本講義は、児童 ・生徒がかかえている諸問題をローノレ ・プレイ(役割演技〉やカウ ンセリングを中心に検

討することを目的としている。理論と実習の二つの部分から構成されることになる。具体的な講義内容とし

ては、1)来談者中心療法、ゲシュタルト療法、論理情動療法などカウンセリングの紹介、2)マイクロカウン

セリングを中心とする技法の紹介と習得、3)テーフ.等による生徒指導場面の検討などを行う予定である。

試 験 :レポート試験を実施する。

テキス卜名:いじめ相談室ーベテラン教師からのメ ッセージー田原俊司 (編著)1991 八千代出版

教 せヨE
同 イ寸 政

品Lι
ザー

おか ばやし

岡林
たかし

隆

2単位

2-4年

前期(隔週)

現代の社会は、法律がもとになって動いている。一見関係がないように恩われる教育でも 、その背景に

は、法律、行政の制度があって毎日の教育活動が行われている。これらについての基本的な知識を身につけ

て初めて良き教育者となることが出来る。そこに教育行政や教育法規を学ぶ必要性が出てくる。

講義では、学校教育に必要な基礎的な法律、制度の仕組みを中心に、具体的な問題にも触れ、教育行政に

ついての体系的な知識の修得を目指すことにする。

第一回目の講義において、最終回までの講義スケ ジュールを示す予定。

試 験 期末試験として、予め出題する小論文問題と択一あるいは穴埋め問題の計 2題を出題する。

テキス卜名 :霜鳥秋則著「テキス卜教育行政入門J第一法規出版、菱村幸彦著「やさしい教育法規の読み

方J教育開発研究所、「教育関係法令集J(第 1法規、学陽書房、ぎょうせい等から出版されて

いるので、そのうちどれでもよい。)必要に応じてプリントを配布する。

教 コ民
同 社 A 

Z玄

μ4  
マー

あら レ てる お

荒井昭雄

2単位

2-4年

後期

教育社会学の基礎理論を学び、現代教育の諸問題を教育社会学的視点から分析し、教育の社会的使命と役

割について考えさせ、教員になるための資質を育成する。

講義内容としては ・教育社会学とは ・学校教育の発達と鉱大 ・学歴社会 ・問われている学校教育 ・教師

たちの現在 ・現代家族と子どもの教育 ・現代社会の中の青少年 ・教育改革の方向 生涯学習論を中心に

を考えている。

講義と課題研究、発表、討議を併用する。

試 験 :中間テスト 、期末テスト 、課題レポートの評点、及び出席率を考慮して評定を行う。

テキス卜名 :新堀通也・加野芳正著「教育社会学」玉川大学出版部
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~ 
同 工

μ4  

マー
ぉ
男一一一

の
野

埠
刀
ロ

u-、〆

| 2単位|

| 2-4年|

| 後期 |

現代の科学と技術の進歩は、さまざまな新しい教育の方法とそれに利用される多様な教育メディアを生

み出している。この授業では教授工学の理論を紹介するとともに、それに基づく授業設計の理論と技術、授

業の展開、教育メディア、教育におけるコンピュータ利用、教育の評価等を取り上げる。

詳しい授業スケジューノレは最初の時聞に配布するが、授業はテキストによる自学と教室における VTRの

視聴、特に質疑応答を重視するので、意欲のある学生の受講を希望する。

試 験 :期末試験は行わない。評価は質問票、 リポートなどの提出物および授業への参加度による。

テキス卜名:沼野一男「教育の方法・技術J学文社

教 キオ 開 発
~除

菌岡
ぉ
男

時

一
の
野

正
刀
口

a
J
J
 

2単位

2-4年

後期

詳しい授業スケ ジュールは最初のl侍聞に配布するが、この授業では授業設計の目的、意義、技術について

学ぶ。また、具体的な授業を想定して授業目標の明確化、目標行動の論理分析、コースアウトラインの決

定、教授フローチャートの作成、教材作成等の演習を行う。

演習は 2~4 名のグ、ループで行うが、 希望するグ、ループは CAI のコースウェアのスクリプト(台本)の作

成に挑戦することもできる。実践的な興味のある学生の受講を希望する。

試 験:期末試験は行わない。評価は質問票、リポート 、グ、ループ演習の結果、および授業への参加度

tこよる。

テキス卜名 沼野一男他「教育の方法・技術J学文社

沼野一男「情報化社会と教師の仕事J国土社

英語科教育法A・B.C.D.E
ささき てる お

佐々木輝雄

4単位

3 年

通年

前期は我が国の英語科教育課程の歴史を追いながら英語教育の変遷を理解し、具体的な指導法の移り変

わりを知り、これからの英語教育の在り方を探る。後期は指導の背景の理論を大切にしながら、より実践的

な学習指導を考える。そのため、各領域ごと及び全体の学習指導案を中学校及び高等学校別に、実際の教科

書教材に基づいて演習を中心に具体的に考える。

前期及び後期を通じて、密接な関連をもたせながら、各種の理論に基づいて具体的な指導を体験的に理解

し、英語教育の将来を展望する。

試 験:学習指導案などのレポート提出を主とし、後期定期テストで総括的な試験を行う。

テキス卜名 i新旧学習指導要領の対比と考察J佐々木輝雄著

「中学校指導書 外国語編」文部省

「高等学校学習指導要領解説一外国語・英語編J文部省

テキストの他にプリントを使用する。
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中 国 量一一 科 教 育 法 児玉啓子

4 単位

3 年

通年

本講義では、高等学校の生徒に対する中国語講義のあり方を僕索し、実際に教職を志望する皆さんと次の

点、について学んでいきます。

(1)日本における中国語教育の歴史、(2)中国語教育法の変遷、 (3)中国語教育の目標と課題、(4)中国語につい

て(中国語の発音 ・詩史・文法)、 (5)教材と教材研究、(6)学習指導案作成、(7)模擬演習、(8)評価及び測定。

前期は主に理論面について学び、後期は実際の授業を想定した模擬演習を実施します。授業開始時にシラ

パスを配布します。

試 験:受講者はシラバスに沿って毎回レポートを提出し、口頭発表。課題提出の点数と口頭発表によ

り総合的に評価。

テキス ト名.参考資料のリストを講義時に配布。

スペイン語科教育法
ほん だ ぜレ じ

本田誠

4 単位

3 年

通年

高校のスペイン語課程の授業を担当する能力を養うことを目的とする。スペイン語を教える際の比較言

語的側面を重視し、日本人にとってスペイン語学習のどこが困難であるか、また英語とどのような形で比較

するとより分かりやすいかといった点を論じ、並行して模擬授業の実習を行なう。

韓国語科教育法
かん の ひろおみ

菅野裕臣

一一一一一次のことがらを行なう。

1 .現代韓国語の文字・発音・文法の概要 (W朝鮮語の入門』の順序にしたがって)

2. W朝鮮語の入門』の学習項目の順序

3. 日本の現行の韓国語入門教材の検討

4.教材の作成

5.教案作りについて

6 英米人の見た欝国語教育法

試 験:授業中レポートを提出させる。
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道徳教育の研究 A
~6 L' てる お

荒井昭雄

2単位

2-3年

前期

学校における道徳教育の現状は、必ずしも卜分ではないと批判されている。子どもの発達を阻害する深刻

な教育状況の分析の上に立ち、理論のみでなく、実践の経験を踏まえて、学校における道徳教育をどう進め

たらよいかを、国際社会に生きる日本人としての在り方、人間としての生き方の問題として捉え、学生諸君

と共に追究していきたい。

テキストの内容を、各人 1テーマを分担して研究し、発表、質疑応答、更に講義で不十分な点を補足して

L、く 。

※ 中学校教育職員免許状取得希望者は必修ロ

試 験:中間テスト、期末テスト、課題レポートの評点及び出席率を勘案して評定する。

テキス卜名 倉田侃司・山崎英則編著「新しい道徳教育ーひとりひとりの生き方を問う一」 ミネルヴァ書房

文部省「中学校指導書、道徳編J大蔵省印刷局

道 徳教育の研究 B.C 東 敏徳

2単位

2-3年

前期・後期

道徳は人聞が 「人間らしく」生きるようになるとともに発生してきた。この道徳は人々により思索され、

吟味され、次の世代に引き継がれてし、く 。なぜなら道徳教育は私たちがより善い社会を構成し、その中で一

人ひとりがより善く生きていくためには不可欠で、あるからである。ではどのような道徳教育がこのために

必要なのか。

本講義ではまず、道徳教育を成り立たしている教育の根拠の吟味から始める。次に、道徳、をどのようにし

たらよく子どもに伝えることができるか、また考えさせることができるかという実践に関わる問題を考察

する。

試 験:評価は授業中のレポート、テスト、および平常の授業の出欠席状況を勘案して行なう。

特別 活動 ~ 

a問 A B 
あら い てる お

荒井昭雄

2単位

2-4年

後期

非行、いじめ、登校拒否等々、犠々の深刻な問題をかかえる現在の学校において、 「特別活動」は極めて重

要な役割を果たす、教育課程のー領域となっている。特別活動では生徒が受身的立場ではなく 、自身で計画

を立て、活動を組織し実行するという、自主的・実践的態度の育成にねらいがあるからである。

本講義では、特別活動の各分野の指導の原理や方法を究明し、学校の活性化を図るために、特別活動の課

題を明らかにしていきたい。

テキストの各分野について分担研究、発表、討議を主体に、具体的実践のプリント及び講義で補足してい

く。

試 験.中間テスト、期末テスト、課題レポートの結果、及び出席率を勘案して評定を行う。

テキス卜名 柴田義松編著「特別活動一学校の活性化をめざす特別活動 」ぎょうせい
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2単位

2-4年

前期

お

雄日
昭井

む
荒B A る6.

員同導指徒生

学校教育は、インストラクションとガイダンスを車の両輪として運転されてこそ、その成果が期待でき

る。しかるに現実は受験体制に押され、とかくガイダンスが軽視されたり 、あるいは、管理主義的な生徒指

導に陥っている傾向もみられる。

生徒指導とは本来、生徒の可能性を引き出し、自己指導力を育成することにある。そのような意味におい

て、生徒指導 ・進路指導 ・教育相談に関する基本的問題について、理論と実践の両面から究明し、教員にな

るための資質を育成する。講義と課題研究、発表、討議を併用する。

験:中間テスト、期末テスト 、課題レポートの評点及び出席率を勘案して評定を行う。

テキス卜名 :仙崎武編 「生徒指導一生き方と進路の探究-Jぎょうせい

試

1単位

3 年

後期

お
男

叫
司

時
一
同
俊

の
野

肘
原

町
沼

た
田

お
雄

ぉ
雄

日
輝

日
昭

き木さ
々
い井

さ
佐

肘
荒

習実育教

教育実習 Iは、学校の現場実習に臨むための準備と心構えを育成する事前指導である。

指導には、本学の教職課程担当者があたるほか、県及び市教育委員会、中学校 ・高等学校の校長 ・教頭 ・

教員等の先生方をお招きし、大略以下のようなことについて講義と演習を行なう。

・教育実習の意義と目的 ・教員の服務と実習生の心得 ・中学校・高等学校の教育課程の理解

材研究と学習指導 ・学校 ・ホームルームの運営と指導 ・中 ・高校生の生徒指導の実際 ・教員の一

日と学級 ・ホームルームの事務処理等。

-教

験 3年次の後期、土脱日午後、特別の時聞を設定して実施する。出席率及び実習日誌の整理で評

定する。

試

2単位

4 年E 習実育教

教育実習 日は、中学校 ・高等学校で行う実習である。
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[ 4 J自由科目

特別 英 語 演習 ( R W ) 
た なか しん や

田 中慎也

2単位

3-4年

通 年

本年度は、日本をターゲッ トにしたタ イムの12本の記事を取りあげ、 その (Title→ Close-up→ Punch

Line→ Listening→ Key Wards and Phrases → Reading & Dictation → Comprehension → Review>と

し、う学習プロセスによ って英語運用能力の養成をはかる。

試 験:定期試験 (中間 ・期末〕は行なわず、毎時間の課題レポートにより評価する。

特 別英語演習 ( S L ) 
パト リ シ ア ベ ヮ カ -

PATRICIA BECKER 

2 単 位

3-4年

通 年

This is a free forum conversation class where students select and research the topics they are most 

interested in for informal class discussions 

Students will improve their listening and speaking skills by expressing ideas and opinions in a 

supportive atmospher巴

試 験:1 will grade based on①attendance，②in class participation， and use of ③conversational 

English skills and prediscussion prepavation 

特別英語演習 ( S L ) 

Course descriptionは別冊を参照のこと。
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エ ドワード タル ポ ッ ト

EDWARD TALBOT 

2単 位

3-4年

通年



フ フ ノ ス 圭五
回ロ

岡
山

ふじ た とも

藤田 知 子

2単位

3-4年

通年

フランス文化に関していくつかのテーマを選び授業します。詳細は開講時の授業で説明します。

テキスト名 .プ リン ト配布

ド イ 、、J 語 町幽
しがなみ ゅう 』

志賀浪 優 子

2単位

3-4年

通年

これまで 2年間学んだ事を基礎として、会話中心に使えるドイ ツ語の訓練をします。

試 験 .レポート及び口頭発表。

テキスト名 未定

ス 片ミ イ
、
ノ

三五
回ロ

岡
山

~ た のゐ・ たか

喜多延鷹

2単位

3-4年

通年

本年度より開講する新設科目 で、スベイン語 Iあるいは Eを履修した者を対象とする。

卒業単位に換算されない自主選択の科目であるが、スベイン語をさらに深く 勉強したいという積極的な

学生を歓迎する。授業はスペイ ン語の応用能力を高めることを目的とし、読み書きのみならず、基礎的な会

話練習も行なう 。履修希望者が多い場合は30名までに人数を制限する。

試 験.前期後期の 2回筆記試験を行なう。

テキス 卜名.未定
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