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平成 12年度開講科目概要説明(講義概要)

1 .専攻語科目

1 )英米語学科

英 語 総 A 
ロ

Freshman English (a) (b) 

講 座
1えJ邑i主
ユ一一一主前期・後期

The Freshman English course is an integrated ski11s course which aims to develop students overal1 

proficiency. This course introduces and sensitises students to a new way of leaming. This new way of 

leaming involves high levels of leamer participation with a high density of interpersonal interaction in the 

c1assroom.η1e course is structured around 3-4 week thematic units， examples inc1ude: Travel， Health， 

Music， and Living Abroad. Within each出emeare a wide variety of tasks/responsibilities and studentS are. 

expected to actively participate， communicate and negotiate together using English in order ωcomple旬
the tasks. 

Reading (a) (b) 

In this course various reading matβrials of shortωmedium length are read and discussed. Emphasis is 

placed on reading ski11s and vocabulary development. 

Basic Writing (a) (b) 

The studentS leam 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 

pa仕emsand the way pieces of information in them are related. 

評価方法:1n a11 the Sogo 1 c1asses attendance is absolutely required. StudentS who are absent wil1 fail 
the course. In addition to attendance， evaluation is based on c1ass participation， testS， re-

po託s，homework， and presentations. 
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英 諸
問 総 A 

口 講 座 E 
12単位
2 年

前期・後期

Sogo n consists of six components: 
Oral Communication (a) (b) 

The goal of this c1ass is to improve the students' speaking and listening abilities. A variety of materials 

are used. Students interact and give individual or group presentations. 

Media English (a) 

The goal of this c1ass is to develop the students' ability to comprehend television news programs or 

documentaries. 

Media English (b) 

The goal of this class is to develop the sωdents' ability to read and understand English newspapers. 

Intensive Reading (a) (b) 

The goal of this course is to read English texts dealing with intercultural topics and discuss them. 

Emphasis is put on comprehension and advanced vocabulary development. 

Extensive Reading (a) (b) 

In this class the students read American short stories and analyze them. 

Communicative Grammar (a) (b) 

This course is a thorough review of English grammar wi出 anemphasis on the kind of grammar neces-

sary for e仔ectivecommunication in English. 

Advanced Writing (心(b)

This course helpsωdevelop the students' ability to write coherent essays in English. 

評価方法:In all the Sogo II c1asses attendance is absolutely required. Students who are absent will fail 

the course. In addition to attendance， evaluation is based on class participation， tests， re-

poはs，homework， and presentations. 
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英語総合講座 m(m Eー 1) 渡辺雄

Popular Fiction for Children and Young Adults 
This course wilJ take an extensive reading approach. We wilJ read several books popular among chil-

dren and young adults in the English-speaking world.官lemain goa1 is to leam to read English books for 
pleasure. We wil1 read a large quantity of books， totaling more出an1，000 pages (about 80 pages a week) 
， to gain fluency and confidence in reading. We wil1 discuss the characters and the events in the stones. 
Through the discussions， we wilJ try to understand the psychology of the characters and the world in 
which they live. Videos wilJ be also used when they are available. 

評価方法 :a悦 ndance

reading joumal 

written repo託s

presentations 

テキスト名:Several novels. Some texts will be announced in class. Others will be chosen by the 
participants. Possible candidates are Harry Potter series， Little Princess， Anne of Green 
Gables， The Catcher in the Rye， and Hardy Boys series. 
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英語総合講座 m (m Eー 2) 
さか た やす よ

阪田恭代

International A行airsand the United Nations 

This course aimsωdeepen knowledge and provide perspective about intemational affairs by focusing 

on the United Nations using Today's Guide to the United Nations (edited by the United Nations Associa-

tion of Japan) and other relevant materials. 

Students wil1 be required to read出ematerials assigned， do oral presentations， and write a final-term 

paper. Presentations wil1 based on topics chosen from the Guide above and research in the library for 

additional information will be necessary. Details will be provided at the first meeting. 

評価方法:Evaluation will be based on (1) attendance(minimum， two・thirds)，(2) class participation， 

(3)oral presentation， (4) final paper. 

テキスト名:The United Nations Association of Japan， ed. Today's Guide to the United Nations 

(Kodansha)(latest edition). Other materials will be announced later. Texts are to be 

purchased. 

注意事項:This will be an intermediate to advanced-level course， recommended for those who have 

interest in intemational affairs and aiming for qualifications such as the United Nations As-

sociation T巴stof English(UNATE) levels B， A and Special A. Background in intemational 

relations is strongly recommended. 

Details will be announced in the first class and presentation schedules will be worked out so 

it is impo吋antthat you atlend. 
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英語総合講座 m (mE-3) 
ソニアイーデル

SONIA EAGLE 

American Culture and History Through Music 
This course wiJl present the socia1 and historical廿endsin the USA from the mid 1800's to the present 

through a study of the changes in music and music styles. an overview of early church music， Afro-
American spirituals and gospel， blues， jazz， swing， countrγ， folk， rock and roll， 60's rock， Latin music， soul， 

rap and new country westem will be considered a10ng with the social implications of these musical trends 
and changes. Student presentations and papers will be done in four areas: Focus On The Stars， 
Ethnomusicology (Music Around百leWorld)， ]apanese Music and Mi11ennium Music. Videos and tapes 
on music will be used to i11ustrate the di仔'erentmusic and life styles. 

評価方法:1. Classroom discussion and participation: 10% 

2. Midterm Exam: 30% 

3. Wri枕enreport with c1assroom presentation and poster: 50% 
4. F1uency/speed writing tasks: 10% 

テキス卜名:1. Eagle， Sonia American Music Longman Publ. London 

2. Articles and Workbook prepared by the Copy Center (Bldg.1 ，2nd floor) 

英語総合講座 m (mE-4) 
ソニアイーヅル

SONIA EAGLE 

Native North Americans 

A survey of Native American (Indian) cultures of USA and Canada， inc1uding an overview of lndian 
origins， migrations and prehisωric cultures. Emphasis will be placed on lndian出balgroups介omvarious
culture areas such as出earctic， sub-arctic， plains， West Coast， wood-Iands and the Southwest. A consider・
ation of native American旬chnology，food， socia1 organization， religion， art and仕lepresent staωs ofreser-
vations wil1 be included. Films wil1 be used to iIIustrate the culture areas studied. 

評価方法:The grade will be based on : 

1. Classroom workbook assignments. 

2. Midterm exam. 

3. Student presentation and posters. 

4. Attendance. 

テキス卜名:1. Garbino， Merwyn S. Native American Heritage Little， Brown & Co.， Boston 
2. Student Workbook available in the copy center. 
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英語総合講座 m (mE-5) 松井佳子

DRAMATIC READING OF AN AMERICAN PLAY① 

In this course， students will read， analyze， and interpret a farnous modem American play : Arthur Miller's 

"Death of a Salesman." We will explore characters' feelings， motives， ideas， beliefs， and ways in which 

they interact. Our major concem will be the struggles between a father and his two sons， concemin，g 

lifestyles， sex， marriage， business， and 0出eraspects of being a1iena旬din capitalist America. Students will 

leam how to identiかwi出 thecharacters and orally act out their roles. Students will become more skillful 

in expressing the subtleties of English. 

評価方法:Quizzes 20% 

Class Participation 20% 

Dramatic Presentations 30% 

Final Exam 30% 

テキスト名:Arthur Miller， Death of a Salesman Eichosha 

英語総合講座 m (m Eー 6) 
ばやしみ 書

小林美樹

Theme Writing 

The goa1 of this course is to study some basic tβchniquesωwrite persuasive essays. For this purpose 

students wil1 read various kinds of essays and analyze出emto leam e仔'ectiveways of developing ideas. 

After studying the basic methods of theme development， students wil1 write essays which have a particu-

larpu叩ose，e.g.， evaluation， argumentation， etc. 

評価方法:Class participation， writing assignments， exarn. 

テキス卜名:To be announced. 
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英語総合講座 ill (illE-7) 
ひきいずみつる お

久 泉 鶴 雄

Listening Comprehension of TV News in British English 

The goal of this course isωacquire， as a speaker of Japanese， the skills of comprehending broadcast 

news in British English spoken by native speakers on TV. The students are requested ωpractice listening 

ωbroadcast news in English re思llarlyat school as well as at home. The importance of background knowl-

edge related to each particular news item is emphasized by reading newspaper artic1es， and constant 

guess work wil1 always be requestβd in and out of c1ass. Picking up key words，自ndingthe topic， connect-

ing main ideas will be practiced along with the accumulation of phonolozical knowledge about the re-

duced forms of function words， s仕essshift， sound change such as assimilation， linking， ellipsis， and so on. 

The styles of broadcast English， useful set expressions will also be studied. The students have to bring 

two 60-minute casse枇etapes of type 1 every week for recording news and other materials. 

評価方法:Attendance， participation in the c1ass activities， the regular short dictation tests， speedy 

writing exercises and the end-of-term exam will be eva1uated. 

テキス卜名:Handouts of English newspaper a吋icles

英語総合講座 m(m Eー 8) 田中真紀子

Interpersonal Communication A 

Some people are just so good at communicating with others and keep good interpersonal relationship. 

What are the elements that make them so interpersonally effective communicators? This course aims ω 

give students opportunities to understand the concepts and principles of in旬rpersonalcommunication. 

General objectives of the course areωleam ωbe a good listener，ωincrease your verba1 skills，ωbecome 

more effective communicating without words， to increase your gender sensitivity， and to be more asser-

tive. Students will1eam to build and apply the interpersonal communication ski11s to their life through 

discussions， and various exercises and activities. 

評価方法:The grade wil1 be based on attendance， c1assroom discussion， a group presentation， and a 

report. Details wil1 be annonced at the beginning ofめecourse. 

テキス卜名:Understanding Interpersonal Communication. Seventh Edition. 

Richard L. Weaver 11. HarperCollins College Publishers， 1996. 
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英語総合講座 m (mE-9) 田中真紀子

Social Problems in U.S.A 

In this course， students wil1 observe some typical social problems that affect people's lives in the USA. 

Topics to be dealt wi出 inc1udesex-related social problems; alcohol and 0仕1erdrugs; crime and criminals; 

violence; poverty; and prejudice and discrimination. Students wiI1 study these social problems by reading 

Social Problems， watching selected videos， and listening to tapes of related topics. 

The c1ass aims at developing students' reading skil1s and vocabula:ry necessary for reading newspapers 

and intemational news magazines such as TIME and Newsweek， and gaining sociocultural knowledge 

about USA through studying social problems. 

評価方法:The grade wil1 be based on attendance， c1assroom discussion， a group presentation， and a 

report. Details wil1 be announced at the beginning of the course. 

テキス卜名:William Kornblum， Joseph Julian， Carolyn D. Smith 

Social Problems， Ninth ed.， Prentice Hall， 1998. 

英語総合講座 m (m Eー 10 ) 
せき や

関屋

Principles of Language Learning and Teaching 

やすし

康

判1iscourse wiI1 deal with ωpics related to language leaming and teaching. The focus wil1 be on how ω 

become a more successfullanguage leamer. There wil1 be a mixed format for the c1assroom activities: 

some lectures， students' presentations， discussions， checking assignments， and group work. Course re-

quirements involve weekly reading assignments， oral presentations， two exams， and a joumal of your 

language leaming experience. The course is especial1y suited for those who want to become English 

teachers of ]apanese teachers. 

評価方法:1. Class participation: 20% 

2. Oral presentation: 30% 

3. ]oumal: 20% 

4. Quizzes and exams: 30% 

テキス卜名:To be announced. 
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英語総合講座m(m Eー 11)
ロ バ ー ト デ シルパ

ROBERT DE SILVA 

The Story of English 

This course deals wiめthreemain aspects of the English language. Th巴firstpart covers the 5仕uctureof 

English: grammar， vocabulaty， pronunciation， and spelling. The second part examines some of the uses of 

English. The third section looks at the history of the English language from the earliest period up to 

modem times.η1is part includes a consideration of the role of English around the world today and com-

pares the two main varieties of English， British and American. 

評 価 方法:Attendance， class participation， frequent homework assignments， one report. 

テキスト名:Crystal， David. The English Language. Penguin， 1988. 

英語総合講座m(m Eー 12 ) ROBERT DE SILVA 

News English 

This course will give students an overview of the English found in the news in newspapers. Strategies 

forcompreh巴nsionwill be introduced. Vocabulary development will be a major area of study. We will also 

consider the differences between joumalistic genres (news repo吋5，commentary， editorials， syndicated 

columns， etc.) The students will read aはiclesoutside of class and report on their reading in discussions/ 

presentations as well as in written repo吋5and joumal writing. 

評価 方法:Attendance， class participation， news joumal， presentations/reports. 

テキス卜名:The reading material will be mainly photocopied articles and the Japan Times. 
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英語総合講座m(m Eー 13 ) 
ルイス フィリアンテ

LUIS FULLANTE 

Issues and Concepts in Modern Society 

An int怠gratedlanguage leaming course that focuses on real-life topi白 withintemational appeal such as 

environment， education， current a仔airs，science， and technology， business and economics， arts and enter-

tainment， and relationships-lifestyles in contemporary society. 

Students will be required to read and discuss articles and texts and ωwrite about them. Through par-

ticipation in small discussion of ideas arising仕omthe readings， students will gain confidence in express-
ing their opinion and sharpen their critical thinking skills， develop vocabulary and idioms. 

This will provide students with the oppo吋unityωleamcurrent affairsωpi白 andexpand their knowl-

edge出eyarea1ready familiar with. 

評価方法:1. Class participation and presentation 

2. Mini-debates 

3. Attendance 

4. Quizzes 

5. Final paper or exam 

テキス卜名:Reading packets will be provided and printing fee will be requested. 

注意事項 :Attendance and participation are important. 

英語総合講座 m (mE-14) 
ひきいずみつる お

久泉鶴雄

Listening Comprehension 01 Radio News in American English 

η1e news programs of AFN (American Forces Network) such as Japan Today (AFN local news) ， CNN 

news， ABC news， Paul Harvey's News Story， Allηlings Consideredby National Public Radio， etc. will be 

recorded and studied in this course. You are expectβd to acquire skills in comprehending the broadcast 

news in American English during the spring semester. (TV news and British English will be studied in 

the similar courses during the fall semestβr.) The focus of this course will be on the study of出ephonか

logical and perceptual aspects of spoken American English and the accumulation and acquisition of vari-

ous kinds of knowledge and skills to support listening comprehension of spoken English. Constant listen-

ing practice and reading of English newspaper articles relaぬdto each news item will be necessary. A lot 

ofadvice will be givenωyou from the viewpoints of a ]apanese instructor of English， because 1 have a 

detailed knowledge of the weak points of ] apanese who study Iistening comprehension. You are expectβd 

to bring to class two normal 6().minute cassette tapes of type 1. 

評価方法:Attendance， constant c1ass participation， regular dictation tests， speedy writing exercises， 

homework and term引 ldexamination will be evaluatβd. 

テキス卜名:Handouts 

nu 
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英語総合講座m(m Eー 15 ) 
キースハリス

KEITH HARRIS 

The Internet as a Research Vehicle 
One of the most useful aspects of the Intemet is its position as Earth's greatest librmγ. In this course 

students willleam how to access the Intemet， how to find information and how to sepera旬 good仕ompoor

information.ηle main goal will beωresearch a topic， related ωcross-cultural understanding， and make 

an oral presentation (as well as a formal paper) using Intemet resources. Students do not need to have any 

experience using computersωjoin this c1ass. However， only a small amount of c1ass time will be available 
for teaching computer basics. 

評価方法:Class Participation: 25% 

Oral Presentation: 30% 

Paper : 25% 

Homework : 20% 

テキスト名:There will be either a text or handouts. 

英語総合講座m(m Eー 16 ) 
キースハリス

KEITH HARRIS 

Fantasy : Appealing to Children & Adults 

廿liscourse .will examine the importance of fantasy for both children and adults. We will begin with 

ancient， mostly European fantasies， and finish with modem凶es.For much ofthe course we will focus on 
two popular works : Alice in Wonderland and The Nightmare Before Chrisimas. There will be vo伺 bulary，
Iistening comprehension and content questions every week. However， much of the course will be discus-
sion oriented. 

評価方法:Class Paはicipation: 40% 

Oral Presentation : 30% 

Class]oumru: 20% 

Final Exam : 10% 

テキス卜名:Handouts will be provided 

'
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英語総合講座 m (mE-17) 
キースハリス

KEITH HARRIS 

The Science and Politics of Love 

In this course we wil1 examine how and why people are attracted to others. We wi11100k at some of the 

biological reasons for attraction as wel1 as the roles family and society play in bringing couples together or 

tearing them apart. One of the main themes of this course will be examining "unconventional relation-

ships." We will discuss intemational and cross-cultural ma打 ages，gay and bisexual relationships and 0出-

ers not considered usual. 

評価方法:Class Pa出cipation: 40% 

Oral Presentation: 30% 

Class Joumal : 20% 

Final Exam : 10% 

テキスト名:Handouts will be provided. 

英語総合講座 m (mE-18) 
リチヤードハン 7 リ - x 

RICHARD HUMPHRIES 

Introduction to Children's Literature 

Children's literature is an often ignored area of study. It's development though， since the 18th century， 

has been just as complex as that of adult literature and， equally， it can be said to have mirrored society and 

its changes. We wil1 explore the major themes in this development and a1so focus more directly on two of 

the classics by Lewis Carroll.明1ecourse will consist of lectures， readings， discussions and presentations/ 

papers. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， participation (30%)， tests (30%) and assign-

ments (20%)， which may include project/presentation work. 

テキス卜名:1. Lewis Carroll (Oxford University Press， 1998). Alice's Adventure's in Wonderland 

and Through the Looking Glass. 

2. Other materials will be provided by the instructor. There may be a fee for photo-

copymg. 
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英語総合講座m(m Eー 19 ) 
リチヤードハノフリー X

RICHARD HUMPHRIES 

Twentieth Century History 
The Twentieth Century has been a period of immense contrast. An OId Order has given way to a so-

called New Order. Great achievements have contrasted with violent wars and extreme examples of degra-
dation. Ideologies have taken hold and inspired masses only to be discredited and discarded at a later 
date. We will consider the major events and themes of the that centUJ)'， hoping to make some sense of 
what happened and why. We wil1 also tryωgain some insight intρwhat the future may hold in sωre.百 is
course wil1 consist of lectures， readings， and discussions. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， participation (20%)， tests (40%)加 dassign-
ments (20%). 

テキスト名:To be announced. 

英語総合講座 m (mE-20) 
ヲリステイン チャイ

CHRISTINE CHAI 

Diverse Ethnic Groups in America 
In a country as big and diverse as America， minorities are oftβn faced with both negative and positive 

social aspects in order ωfind their identities which are general1y rooted in one culture， but 0免endefined 
and shaped by another. We willlook at three major minority groups in America (each group representing 
a diverse and complex population of its own)， which inc1ude: Asian Americans， African Americans and 
Latino Americans. We wiJl use films， short literary pieces and other reading passages， music and art as 
sources for leaming and appreciating the influences these groups have had in America，甘leircurrent roles 
in American society and how they contribute ωthe definition of what it means to be an "American" by 
today's standards. 

評価方法:Grading in this c1ass will be based on demonstratβde仔'ortsand improvements in the follow-
ing areas: attendance， participation， presentations， short reading and written assignments 
and two research projects (mid and final). 

テキスト名:Several handouts to be distributed by the instructor throughout the course semester. 

-13-



英語総合講座 m (mE-21) 
7 ンドリュー イムリ-

ANDREW IMRIE 

British Film 

The aim of this course is to introduce students to British film. The course wil1 highlight impoはant

developments in post-war British cinema and students wil1 be given the oppo吋unityto explore the rich 

and varied naωre Of British films. A general1y thematic approach wil1 be used during the course， al10wing 

students to take a c10ser look at British films that share a common focus or theme. Topics on出ecourse 

wil1 inc1ude satire in the 60s and 70s， women in film， heritage自lmsand new realism in the 1990s. 

評価方法:Attendance， c1ass participation， tests， project and presentation 

テキス卜名:Handouts 

英語総合講座 m (mE-22) 
ナ ガ ト モずイアン

NAGATOMO DIANE 

Developing Critical Thinking Through Reading and Writing 

1n this c1ass students wil1 be introduced to a variety of readings and writing assignments that are repre-

sentative to col1ege courses in the United States. Through extended， integrated reading， writing， speak-

ing and listening activities， students will leam how to develop a thesis， argue their opinions， analyze criti-

cal1y， distinguish between different types ofwriting and pu叩osesfor reading， identiちra writer's point of 

view and tone， interpret a writer's meaning inferential1y as wel1 as literal1y， discriminate between opinion 

and fact， detect weaknesses in reasoning， reach conclusions and judgments based on supportable criteria， 

and propose new ideas. Topics to be covered in this semester are: Cross Cultural Communication， Ste-

reotyping and Discrimination， Gender Roles， Work， and Education. 

評価方法:preparation and homework 10% 

a writer's diary of 50 pages 10% 

日veessays 50% 

group project 20% 

attendance and participation 10% 

テキス卜名:New Directions: An Integrated Approach to Reading， Writing， andCritical Thinking. 

by Peter S. Gardner， Cambridge University Press 1998 
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英語総合講座 m (mE-23) 
カ.レンマティソン

KAREN MA TTISON 

Ecological Habitats 

This course will focus on habitat issues. We willleam about various habitats， such as the desert， the 
tundra， and the plains， which support different ecosystems. We will also briefly examine the causes and 
effects of habitat loss， such as acid rain， overgrazing，加ddeforestation，which have led to species e対inc-
tion. 

Students will have the oppo仕unityto explore one topic in depth through writing a paper and presenting 

it to the class. In addition， we will have weekly vocabulatγquizzes and student-Ied discussions. Students 

are expected to come to class prepared and ωspeak in class. 

Objectives : 

-Improve vocabulary 

-Improve writing ski11s 

-Improve speaking/presentation skills 

-Improve critical thinking skills 

-Leam about the environment 

-Gain con自dence!

評価方法:Class Participation 40% 

Paper/presentaion 40% 

Quizzes 20% 

Class Participation inc1udes : 

-Coming ωc1ass on time 

-Being prepared for class (doing homework) 

-Asking and answering questions 

-Speaking onωpic in c1ass 

-Being courteous ωother students 

-Leading one c1ass discussion 

phυ 
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英語総合講座 m (mE-24) 飯島敏禎

Image and Reality of the United Nations 

This course willlook at "image and reality" of the UN playing a central role in the promotion of peace 

and security， development and human rights around the world. Its heightened profile in global a仔airsis 

accompanied by many questions and some misperceptions regarding the work and the effectiveness of 

the Organization. Students will become familiar with how the UN and its system connect with people on a 

day-to-day basis. 

評価方法:a) Preparation/homework 10% 

b) Attendanc巴 10%

c) Oral presen凶tions(2) 20% 

d) Vocabulary tests (2) 30% 

e) Reports/final exam. 30% 

テキス卜名:a) "Image and Reality ・Questionsand Answers about the United Nations，" published 

by the UN Department of Public Information (Sales No. E.99.1.7) 

b) The Charter of the United Nations 

c) Handouts 

英語総合講座m(m Eー 25) 飯島松美

Discovering American History -Colonization 

η1is course will introduce studentsωsome of the impo抗加tthemes in American history.有1esethemes 

deal with such topics as discovery of North America by Christopher Columbus， settlers from Europe， 

foundation of the colonies by di恥 rentnations in the New World and American characteristic ofblended 

cultures. As a first step， students will， by reading material and by examining videos， explore differ巴nt

colonies in the New World and discover historical evidence. 

評価方法:1. Class attendance and participation : 20% 

2. Quizzes : 30% 

3. Writing assignment/oral presentation : 20% 

4. Final exam. : 30% 

テキスト名:"The American Nation" by James West Davidson and John E. 8atchelor， PRENTICE-

HALL Extracts will be provided. 
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英語総合講座m(m Eー 26)
ジョン ウェンデル

JOHN WENDEL 

Second Language Acquisition 
This introductory course will examine a broad range ofωpics including the cognitive processes under-

lying second language acquisition， comprehension， and production; and the effects of individual di仔er-
ences， and motivational and social factors， on second language leaming. 1n addition， we will consider a 
range ofωpics relevant to the second language language leamer such as leaming s凶 tegiesand approaches 
to second language teaching. 

評価方法:Attendence， participation in class activities， homework assignments， an end-of-term presen-
tation， and two examinations will be evaluated. 

テキスト名:Second Language Acquisition by Rod Ellis (Oxford Introductions to Language Study 
series) Oxford University Pr6SS. 

英語総合講座 m (mE-27) 
おお やま なか かっ

大山中勝

Intercultural Communication 

η1is course叩11study aspects of intercultural communication through news， articles， films， and books. 
Topics明日 include : 

1. J apanese education criticized 

2. J apanese society in Tradition 

3. American interpersonal communication in social settings 

4. Values and intercultural communication 

5. Value orientations and value changes in Japan and the U.S.A 
6. A review of American communication theories 

評価方法:1. Class participation : 20% 

2. Oral presentation : 20% 

3. Mid-teπnexam: 20% 

4. Final-exam : 40% 

テキス卜名:Nishida，T&William Gudykunst. Readings in Intercultural Communication 

Tannen，Deborah. You just do't understand. Ballantine Books 
Magazine， and Newspaper Articles 
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英語総合講座 ill (illE-28) 
おのだ

小野田 柴

Developing Critical Thinking Skills through the News Media 

η1is course is basically geared not only to explore the fascinating world of English but also ωleamand 

consider contemporary issues of the world. Through出iscourse， the students have a wealth of opportuni-

ties to expose themselves ωauthentic news English and to get valuable information by watching ABC 

News and BBC news clips. Based on出einformation出usobtained， students are expected to write reac-

tion papers， discuss the issues related to themes， and present their ideas e仔ectively.刈so，on the last day， 

groups of students present news clips that they have produced as their final projects， which are evaluatβd 

by other students. Thus， the primary focus of this course is placed on developing students'α悩calthink-

ing skills through exploring the world of Media. 

This course will be most valuable for those who have acquired at least upper-intermediate level profi-

ciency and seek oppo吋unitiesωgetactively involved in discussions and presentations. 

評価方法:The final grade wil1 be based on the students' re別 larattendance， active participation in 

class， written assignments， presentations and the final project. 

テキスト名:To be decided. 

注意事項:①Regularattendance 

②Active participation in class， such as discussions 

③Brief study of the information related to the theme before watching the news， which will 

be utilized for pre-listening discussion 

④ Oral presentations， given at the request of the teacher 

⑤IWritten assignments， such as reaction papers and special repo巾 onthe issues related to 

the themes covered in c1ass 
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英語総合講座 m (mE-29) 
さき やま うた

崎 山詩子

Issues in Conflict in the U.S. 

The problems which face Americans are not problems limited to American society.η1ey are problems 
which face or wil1 face al1 nations and more specifically all peoplein spite of color or race. 
η1is course is intended for the students who wishωdeepen their understanding ofcontemporary social 

issues of America by identiかingthem and discussing them openly. 

The c1ass will deal with such issues as AIDS， euthanasia(mercy killing)， and the death pena1ty.百1e
students wil1 be given oppo比unitiesωexpresstheir opinions in discussion and debate. 
Reading materials wil1 be mainly taken from newspapers and magazines and films wil1 be used to il1us-

仕atethe issues studied. 

評価方法:Class participation : 25% Ora1 presentation : 25% 

Mid-t沼口npaper : 25% Final examination : 25% 

テキスト名:Handouts will be distributed. 

英語総合講座 m (mE-30) 崎山詩子

Lawsuits in the U.S. 

Students often think of law as a difficult subject. To some extent出isis a reasonable idea， but the aim of 
law is to find a solution which is fair. Common sense is as important as special knowledge and everybody 
should be able to form his/her own opinion about what is fair. 

官1Iscourse attempts to demonstrate to students出atlaw is a subject with open-ended discussion， by 
reading simplified version of law suits. The students are also given opportunities to learn about the sys-
tem and the structure of the law in the U.S. The students are encouraged to take or not ωtake a stand of 
the person involved in each case and discuss the verdict in ora1 and in written forms. 
Films will be used to illustrate the areas studied. 

評価方法:Class Participation : 25% 

Mid-term Paper : 25% 

Oral presentation : 25% 

Final Examination : 25% 

テキス卜名:Viewpoints in Law Macmillan Languagehouse 
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英語総合講座 ill (illE-31) 原 理

Political Science 

This is a political science c1ass with a special focus on skills to gather information through CD-ROMs 

and internet. The main purpose of this c1ass is to learn a few basic concepts of political science. The 

secondpu叩oseof this c1ass is to help you on your job inteTView where you should be able ωsay出at"1日 n

search and retrieve information from almost all written material in English and ]apanese in almost any 

business field in the most efficient manner to satisfy the needs of the company." In order for youωsay 

that you willleam ωuse two search engines， various news media， UnCover， Library of Congress Catalog， 

Amazon.Com， Nichigai/Web，国会図書館和図書CD-ROMand国会図書館雑誌記事索引CD-ROM.Also， 

you will familiarize yourself with certain major home pages in ] apan and the US. After this class you 

should feel comfortable ω匂lkabout major political issues and feel very confident that a11 the information 

will be available on your finger tips. 

評価方法:Attendance and Class participation (30%) 

In class and take home assignments (50%) 

Final exam. (20%) 

テキス卜名:Buy at the Unipost. 

英語総合講座 m (mE-32) 
すぎ やま

杉山

The New Approach to Peace 

はじめ

肇

Despite the demise ofthe Cold War， the north-south problem stil1 remains in the international society. 

Conflicts and wars owing ωa variety of causes such as racial prejudices， ethno・racialantagonism， reli-

gious strife and sexism appear to make headlines in the mass media everyday. 

In this course， we think about together what to do in order humanity may establish a lasting peace on 

our planet. 

We'l1 utilize videotapes related to the issues in a textbook for vi凶izationof a classroom discussion， and 

the course aims ωdevelop the students' ability to express themselves through the discussion. For that， 

oral and written presentations are required ωcontribute to the discussion. And by means of casse批正予tapes

transcribed from the textbook we seek ωdevelop the students' vocabulary， listening and reading skills. 

評価方法:Attendance 10% 

Class pa社icipation (presentation 20%， discussion 30%) 50% 

Vocabulary tests 20% 

Paper 20% 

テキス卜名:Roya Akhavan-Majid， Peace for Our Planet ? A New Approach，金星堂，93p.，￥1，550
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英語総合講座 m (mE-33) 
ポールポズウェル

PAUL BOSWELL 

The Psychology of Sex and Gender 
This course wil1 review the culturaJ and biological bases for difference between the sexes in attitudes， 

behaviors and preferences. A cross-cultural perspective wil1 be taken in examining differences in gender 
role， courtship， marriage and sexual orientation. 

評価方法:1. Class particip副 on 20% 

2. Oral presentation 30% 

3. Quizzes 20% 

4. Final exam 30'施

テキスト名:Handouts will be distributed. Students will be required to pay a copying fee. 

英語総合講座m(m Eー 34)
やす だ えっ

安田悦子

Journeys through Literature 1. 

English in literature is vety different from English in news media; One gives you information and the 
other gives you enjoyment. Literature appeaJs ωyour senses and m出esyou appreciate meanings of life. 
In this course， students wil1 read selections from the masterpieces of English and American literature 
which have the theme of a joumey in common. In the first semester， we wil1 read fourteenth-century to 
ninetβenth.century English poetty and prose and discuss the content and the style of each work. Since 

the reader's response is as important as the author's intention， students will have a group discussion and 
write their own opinions based On the discussion. Students' ability in reading and writing wil1 be thus 
enhanced， along with acquisition of knowledge in basic literary terms. For most students， who may be 
beginners in reading literature， this course wil1 offer a chance to enter a new world-a world of elegant 
language， b巴autifulimagery and meaningful thought. 

評価方法:Assessment will be based on attendance， c1ass participation， short essays， quizzes and a 
final paper. 

テキスト名:To be announced. 

9
u
 



英語総合講座 m (mE-35) 
やす だ えっ

安田悦子

American Literature I : Writings of the Founding Fathers 

ηle American psyche is deeply rooted in the ideals of the Founding Fathers. Although the early writ-

ings are more historical than literature， they are significant as wel1 as helpful for understanding the under-

currents of the American spiritual heritage. This course wil1 help students become acquainted with colo-

nia1leaders such as Wil1iam Bradford， ]ohn Winthrop， Cotton Mather， and ]onathan Edwards， as wel1 as 

Benjamin Franklin， Thomas Paine， and ThomasJe仇rson，the heroes of the American Revolution. We wil1 

read excerpts from the textbook and discuss the content and the style of each. 

評価方法:Assessment will be based on c1ass participation (20%)， one oral presentation with a w了itten

summary (30%， and a paper at the end of the semester (50%). 

テキス卜名:To be announced. 

英語総合講座 m (mE-36) 
とく なが み さと

徳永美暁

American Behavior and Communication 

It is quite easy now for us， ]apanese to obtain information about出eU.s. through various sources such 

as news， magazines， books， and movies. Moreover， many of us can easily go there asωurists or students. 

Thus， we tend ωthink we know America. Do our images and knowlege about the US truly reflect the 

reality of the country? 

ηlis course focuses on the discussions of出etopi回 suchas American pshychology & behavior， Ame討.

can men & women， and their family relationships. The reading materials are col1ected from TIME in 

1980's. This course wil1 provide the opportunity for usωlook at some di仔erentphases of th rea1ity in the 

US and to look back the reality in Japan at the same time. 

ηle students are required to read the mat疋rialand listen to the tape before coming to the class. The 

calss wil1 be mainly conducted through discussions in English based on the students' understanding of 

the facts and issues on the topi白.This requires some extra research in order to und巴rstandmore deeply 

the nature of the issues on the ωplCS. 

評価方法:Your grade叩11be determined by the results of the following requirements : 

(1) Attendance， (2) Class participation， (3) Oral presentation and (4) Final project. 

テキスト名:1. Tsuda Yukio (ed.) 1994. American Behavior and Communication Sanshuusha 

2. Other copied materials. 
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英語総合講座 ill (illE-37) 
二一ルジョンソン

NEIL JOHNSON 

History of 8ritish Popular Music 

In this course we wi1l be tracing developments in British pop music from the early 1950's until the 

present day. Against the background of social and cultural change we will examine the major develop-

ments in popular music and related fashion. Following the Teddy boy fashion of the fifties we willlook 

closely at the Beatles and the sixties pop revolution. The conflict between Mods and Rockers will a1so be 

looked at in detail.有lisleads On into a look at the connection between British life in出eseventies and the 

progressive and the g加nrock movements. The punk explosion of the late seventies is a1so examined. The 

eighties sees出erise to power of Margaret Thatcher and her political revolution is linked ωthe music and 

fashion developments of the time. Finally we trace the elements which lead to the nineties revival in 

British fashion and music with Oasis and Blur. 

We will be using prepared reading materia1s and video to be used for discussion and writing exercises. 

評価方法:Class participation : 20% 

Presentation : 40% 

Mid担ηnpaper : 20% 

Attendance : 20% 

テキス卜名:Handouts will be distributed. 

注 意事項:An interest in British pop music is required. 
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英語総合講座 m (mE-38) 
フィリップ マーフィー

PHILlP MURPHY 

Communicative Language Teaching: Ideas and Practice 

引1iscourse is recommended for students who have an in旬restin language teaching. The general aim is 

to promote communicative language teaching techniques， particularly focusing on the skills of listening 

and speaking. A variety ofωpics are covered on this course， examples of which are written below: 

-An insight into what it is like being a teacher; 

-Discussing， analysing and constructively criticising activities; 

-Lesson Planning; 

-Communicative c1assroom activities; 

-Ideas for warm up activities; 

ーIdeasfor teaching vocabulary; 

-Techniques for teaching listening; 

-Techniques for teaching speaking; 

-Ideas for using dictation; 

-Techniques for using video; 

ーTopicalissues regarding English language education in japan; 

ーTeachingpractice. 

A key part of the course is that students are expected to constructively criticise the activities that出ey:

(i) pa出cipatein and (ii) observe from both a teacher's point of view and also from a student's. To accom-

plish this， students are given time to express their opinions during various groupwork activities in c1ass， 

and worksheets are provided to guide them through their discussions. Summaries， including short criti-

cisms of selected activities， together with comments and recommendations for improvements， are then 

written by the students in no句booksfor homework. Students are expected ωactively participate in class 

so as to gain the confidence and experience to present a short demonstration lesson at the end of the 

course. 

評 価方法:1. Panic Lesson : 20% 

2. Notebook Comment : 20% 

3. J -esson Plan / Presentation : 30% 

4. Participation / Attendance : 30% 

テキスト名:There is no textbook. Handouts will be provided. 

注意事項 :Both teachers and students will use English only in the classroom. 

Students will need a B5 notebook. 

Maximum number of students : 32 
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英語総合講座 m (mE-39) 
デピット イシィ

DAVID ISHII 

An Introduction to Garden Design 

This course is aimed at introducing various aspects of garden design such as garden s匂/Ies，art and 

design elements， plant and material selection， as well as site and needs analyses. An understanding of 

these aspects will be necessaη/ in order to do hands-on， practical tasks which involve analysing and cri-

tiquing rea1 gardens and designing a garden for your fina1 presentation. In addition， design development 

and small group critiques will provide opportunities for students to discuss their ideas openly wi出 their

peers and the ins廿uctor.The focus of出iscourse will not be on the hands-on leaming of flower types or 

gardening skills， but instead an empasis will be placed on leaming about the design process. Students will 

not need a prior knowledge of gardening or garden design vocabulary but will be expected to have a 

strong interest in this subject matter in order to actively participate in c1ass discussions. 

評価方法:1. Class attendance and 卵性icipation(25%) 

2. Garden Design Jouma1 (20%) 

3. Test (20%) 

4. Final Presentation (35%) 

テキス卜名:Handouts will be distributed. 

英語総合講座 m (mE-40) 
ゲンジパンチ

GENJI BUNCH 

Introduction to Classical Music History 

Students in this c1ass will become familiar with the identi削ngcharacteristics of the major periods of 

Westem c1assica1 music.η1e course wilJ be roughly divided intβfour segments corresponding with these 

periods: Renaissance and Baroque， Classica1， Romantic， and 20th Cen加ry.We叩11focus on the lives and 

works of representative composers， the cultura1 contexts in which they work(ed)， and the dominant musi-

cal styles of each period. 

In addition to developing their general knowledge about important figures and genres， students will 

explore a na打 owerωpicof their choice in a semester project.百1eproject will conc1ude with a presenta-

tion of their findings to the c1ass. 

It is hoped that the above framework will contributeωthe other principle goa1 of the course， which is to 

increase the participants1 enjoyment of c1assical music. 

評価方法:Attendance， c1ass participation， two unit tests (multiple choice， fill-in the blank， listening 

identification， short answer)， one semester project 

テキス卜名:Handouts 

注 意 事 項:There is no musical skills requirement for出iscourse. You do not need to know how to read 

music or play an instrument. However， students with either or both ski11s are encouraged ω 

join the c1ass， as your experience will enhance everyoneユsenjoyment of the course. 
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英語総合講座m(m Eー 81 ) KAREN MA TTISON 

Environ打、entalTopics 

η1is course is a general ovelVIew of emvironmental topics. We叩11examine a number of environmental 

issues， such as global warming， overpopulation， and deforestation， among others. 

Students will keep a joumal of their impressions as we cover di仔erentenvironmental topics. in addition， 

we will have weekly vocabulary quizzes and student-Ied discussiions. Students are expected to come to 

class prepared and to speak in class. 

Objectives : 

-Improve vocabulary 

-Improve writing ski11s 

ーImprovespeakingjpresentation ski11s 

-Improve critical thinking skills 

-Leam about the environment 

-Gain confidence! 

評価方法:Class Participation 40% 

Joumal 40% 

Quizzes 20% 

Class Participation inc1udes : 

-Coming ωc1ass on time 

ーBeingprepared for c1ass (doing homework) 

ーAskingand answering questions 

-Spe討<ingon topic in c1ass 

-Being courteous to other students 

-Leading one c1ass discussion 
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英語総合講座 m (mE-41) 
わた なべ ゅう いち

渡辺雄

Contemporary American Society Seen Through Popular Fiction and Nonfiction 
This course will take an extensive reading approach. We will read several popular American novels and 

non-fiction books. The main goal is to learn to read English books for pleasure. We will read a large 
quantity of books， tota1ing more廿lan1，000 pages (about 80 pages a week) ，ωgain fluency and confidence 
in reading. We will discuss the characters and the events in the books. Through the discussions， we will 
むYto understand the contemporary American society. Videos will be also used when they are available. 

評価方法:atlendance 

reading journal 

u庁ittenrepo吋s

presentations 

テキスト名:Several novels and nonfiction books. Some texts will be announced in class. Others 

will be chosen by the participants. Possible candidates are John Irving， Bob Green， 
Neil Simon， Harper Lee， and Maya Angelou. 

英語総合講座m(m Eー 42)
さか た やす よ

阪田恭代

East Asian International Relations 

百lisis an advanced-Ievel course， using American universi~μlevel textbooks and cu汀entaffairs journals， 

such as Foreign Affairs， dealing with the evolution of intβrnationa1 relations in the East Asian region，叩廿1

a focus on the post-World War II and post-Cold War period. 
Histβrica1 and contβmporary issues in foreign policy， economics and security will be discussed. 

Students wil1 be required ωread the materia1s assigned， give oral presentations and write a fina1-term 
paper. Details will be provided at the first meeting. 

評価方法:Eva1uation will be based on (l)attendance(minimum two-thirds)， (2) class participation， (3) 
oral presentation， (4) final paper. 

テキス卜名:To be announced at the first meeting. Texts are to be purchased. 

注意事項 *ηliscourse is recommended for those who have interest in intβrnational a仔'airs，and is 
aiming for or have interest in qua1ifications such as the United Nations Association's Test of 
English(UNATE) levels A and Special A， as well as study abroad. 

* Background in intemational relations is strongly recommended. 

* Details wil1 be announced in the自rstc1ass and presentation schedules will be worked out 
so attendance is strongly ad由 ed.
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英語総合講座 m (mE-43) 
ソニア イーゲル

SONIA EAGLE 

Anthropology and Religion 

An anthropological view of religion and its relationship to culture， society and the individual will be 

considered in出iscourse. An overview of the structures and functions of religion will be included. The 

theories of scholars such as Tylor， Frazer， Durkheim， Malinowski， jung， Levi Strauss and Wa11ace will be 

reviewed.ηle nature and function of myth， riωa1， mana， magic， animism， shamanism， trance states， rites 

and symbols will b巴consideredand the overa11 social and psychological functions of such religious behav-

ior will be discussed. Student presentations will be a part of the course. 

評価方法:1. Oral c1assroom presentation based on one case s加dy.

2. Take-home exam -essay questions. 

3. Classroom participation and discussion. 

テキス卜名:Three copied readings available in the Copy Center 

1. Readings On Theory (basic text) 

2. Ethnographic Case Studies 

3. Student Workbook (outline and discussion/essay questions) 

英語総合講座 m (m Eー 44)
ソ二ア イーデル

SONIA EAGLE 

Anthropological Fieldwork and Film 

τ'his course wil1 consider the various anthropologica1 approaches to fieldwork and the study of cultures. 
Methods inc1uding observation， participation， note taking， kinship diagrams， life histories， mapping， and 

interviewing will be reviewed. Photography， video and film will a1so be considered. Ethnographic films 

will be used as a means of experiencing fieldwork vicariously and a field joumal will be kept to record the 

film experience. Students will prepare a short paper-presentation on a fieldwork topic of their choice. 

評価方法:1. Classroom participation and discussion : 10% 

2. Film] ouma1 : 40% 

3. Paper and Presentation : 50% 

テキスト名:Crane， J.G. and M.V. Angrosino Field Projects in Anthropology 

Waveland Press， IIlinois， 1992 ISBN 0・88133・685・8
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英語総合講座 m (m Eー 45) 松井佳子

DRAMATIC READING OF AN AMERICAN PLAY② 
In this course， students wil1 read， analyze， and interpret a famous modem American play : Edward 

Albee's "Who's Afraid of Virginia Woolt?" We wil1 explore characters' feelings， motives， ideas， beliefs， and 
ways in which they interact. Our major concem wi11 be the struggles between a profess and his wife， 

conceming the politics of sex and gender as expressed in their ma出age，in contrast to the marriage of a 

younger and less conscious couple. Students willleam how ωidentify with出echaracters and orally act 
out their roles. By confronting the characters' psychological crises， which are expressed in intensely 
emotiona1 and rhetoricallanguage， students wil1 become more skil1ful in understanding and expressing 
the subtleties of English. 

評価方法:Quizzes 20% 

Class Particip出on 20% 

Dramatic Presentations 30% 

Final Exam 30% 

テキスト名:Edward Albee， Who's Afraid of Virginia Woolf? Nan'undo 

英語総合講座m(m Eー 46) 小林美樹

Theme Writing 

η1e goa1 of this course is to study some basic tβchniquesωwrite persuasive essays. For this pu叩ose
students will read various kinds of essays and analyze them to leam effective ways of developing ideas. 
After studying the basic me出odsof theme development， students will write essays which have a particu-
lar purpose， e.g.， evaluation， argumentation， etc. 

評価方法:Class participation， writing assignments， exam. 

テキス卜名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-47) 
ひきいずみつる お

久泉鶴雄

Listening Comprehension of Radio News in American English 

The news programs of AFN (Arnerican Forces Network) such as Japan Today (AFN local news)， CNN 

news， ABC news， Paul Harvey's News Story， A11 Things Consideredby National Public Radio， etc. will be 

recorded and studied in this course. You are expectedωacquire skiJ1s in comprehending the broadcast 

news in Arnerican English during the spring semester. (TV news and British English will be studied in 

the similar courses during the fall semester.)有lefocus of出iscourse will be on the study of the phono-

logical and perceptual aspects of spoken American English and the accumulation and acquisition of vari-

ous kinds ofknowledge and skills ωsupport listβning comprehension of spoken English. Constant listen-

ing practice and reading of English newspaper articles related ωeach news item will be necessmy. A lot 

of advice will be given ωyou from the viewpoints of a ]apanese instructor of English， because 1 have a 

detailed knowledge of the weak points of J apanese who study listβning comprehension. Y ou are expectβd 

to bring to c1ass two normal 60-minute cassette tapes of匂rpeI.

評価方法:Attendance， constant class participation， regular dictation tests， speedy writing exercises， 

homework and termモndexamination will be evaluated. 

テキスト名:Handouts 

英語総合講座 m (mE-48) 
キースハリ Z

KEITH HARRIS 

The Internet & Cross Culiural Studies 

In this course we will spend one 90 minute class in出ecomputer room researching cross cultural ωpics. 

The second 90 minute c1ass wil1 be spent in discussion. There wil1 be some vocabulary homework and 

quizzes. However， the emphasis of this course wil1 be more on research and discussion. Students will be 

required ωmake several short presentations and complete several short papers on cross-cultural topics. 

評価方法:Grading will be based on attendance， participation and completing the homework and pre-

sentation. 
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英語総合講座m(m Eー 49) 田中真紀子

Interpersonal Communicaton B 

Some people are just so good at communicating with others and keep good interpersonal relationship. 
What are the elements that make them so interpersonally e仔ectivecommunicators? This course aimsω 
give students opportunities to understand the concepts and principles of interpersonal communication. 
General objectives of the course are to leamωbe a good listener，ωincrease your verbal skills，ωbecome 
more effective communicating without words，ωincrease your gender sensitivity， and to be more asse子

tive. Students will1eam to build and apply the interpersonal communication ski11s to their life through 
discussions， and various exercises and activities. 

This c1ass is a continuation of Interpersona1 Communication A. 
Anyone who took Interpersonal Communication A is welcome to take this c1ass. 

評価方法:The grade will be based on attendance， c1assroom discussion， a group presentation， and a 

report. Details will be annonced at出ebeginning of the course. 

テキスト名:Understanding Interpersonal Communication. Seventh Edition. 

Richard L. Weaver 11. HarperCollins College Publishers， 1996. 

英語総合講座 m (mE-50) 
せき や

関屋 康

Social Issues in Contemporary Society 
This course wil1 focus on various social problems in contemporary society both in ]apan and abroad. 

Topics will inc1ude sex roles and inequality， the changing family， an aging society， AlDS， human rights， 
organ transplant， environmental issues， and others depending on the interests of the students in the c1ass. 
Students will read artic1es and watch TV documentaries on these problems， and then ana1yze them criti-
cally and express their opinions. Course requirements inc1ude weekly reading assignments， ora1 presen-
tations， weekly repo吋son newspaper artic1es related to social issues， occasiona1 qllIzzes， and two exams. 

評価方法:1. Class pa托icipation: 20% 

2. OraI presentation : 30% 

3. ] oumal : 20% 

4. Quizzes and exams : 30% 

テキス卜名:To be announced. 
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英語総合講座m(m Eー 51 ) 
ロパート デ シルパ

ROBERT DE SILVA 

World Englishes 

The English language has spread throughout the world to become an internationallanguage. In addi-

tion to being the nationallanguage of such countries as the U.S.， the U.K.， Canada， and Australia， it is 

widely used as a second or officia1language in several African and Asian countries， inc1uding South Africa， 

Nigeria， Singapore， India， and the Philippines. In these countries English serves a number of social pur-

poses， inc1uding government， business， and education， as wel1 as being a medium for literature. These 

"new" Englishes often differ widely from the standard varieties in the U.S. or the U.K. In this course we 

wil1look at some of the linguistic and social features of English both in those countries where it is a 

nationallanguage， as wel1 as the "new" Englishes. 

評価方法:Attendance， c1ass participation， frequent homework assignments， one report. 

テキスト名:Crystal， David. 1997. English as a Global Language. (Cambridge) 

英語総合講座 m (mE-52) 
ロパート デ シルパ

ROBERT DE SILVA 

Peace Education 

In this c1ass we wil1 approach the concept of peace education from a variety of angles. We wil1 consider 

出ecauses of the violent conditions facing world society today and how peace education can contribute to 

breaking出ecyc1e ofworJd violence. Topics to be studied inc1ude the distinction between the compJemen-

tary concepts of negative peace (the prevention of war) and positive peace (the promotion of justice)， 

human rights， ecological and environmenta1 issues， multiculturalism， and the role language pJays in fos-

tenng peace. 

ηle c1ass wil1 be based on readings， c1ass discussions and presentations. 

評価方法:Attendance， c1ass particip甜on，hom巴work，presentations， one repOrt. 

テキス卜名:Photocopied articles. 
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英語総合講座m(m Eー 53)
ルイス フィリアンテ

lUIS FULLANTE 

American Culture and Tradition 
This course explores how the Arnericans behave but also what they believe in; the Arnerican philoso-

phies of education and govemment，maπiage and family in general; and the "Arnerican dream ". 
ηle goal of出iscourse isωin仕oducestudentsωthe Iifestyles， a悩加des，cusωms，and仕aditionswhich 

are characteristically American through readings of short artic1es， viewing日Ims，discussion and writing. 
Through participation in c1ass or small group discussion， the students will develop vocabulary and speak-
ing skills. Students will be required ωread and discuss artic1es and texts and ωwritβaboutthem. 
ηlis course will also provide students明白 theopportunity to leam about the current a仔'airsωpics加 d

to expand their knowledge ofωpics about the United Stat創出at出eyare already familiar with. 

評 価方法:1. Attendance 

2. Presentation 

3. Individual or group project 

4. Quizzes/final exam 

テキスト名:Ethel Tiersky and Ma同inTiersky. The USA : Customs and Institutions. 3rd. Ed. 
Prentice Hall Regents， 1990 

注 意事項 :Consistent attendance is extremely important in this course. 

Students will be expected to do the reading in advance for c1ass discussion and writing 
exerclses. 
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英語総合講座m(m Eー 54)
ひき いずみつる お

久泉鶴雄

Listening Comprehension of TV News in British English 

The goa1 of this course is to acquire， as a speaker of Japanese， the skills of comprehending broadcast 

news in British Eng1ish spokcn by native speakers on TV. The students are requested to practice 1istening 

ωbroadcast news in Eng1ish regularly at school as well as at home. The importance of background knowl-

edge related to each particular news item is emphasized by reading newspaper articles， and constant 

guess work will always be requested in and out of class. Picking up key words，日ndingthe topic， connect-

ing main ideas will be practiced along with the accumulation of phonolozical knowledge about the re-

duced forms of function words， stress shift， sound change such as assimilation， linking， ellipsis， and so on. 

η1e styles of broadcast English， useful set expressions will also be studied. The students have to bring 

two 60-minute cassette tapes of type 1 every week for recording news and other matβrials. 

評価方法:Attendance， participation in the class activities， the regular short dictation tests， speedy 

writing exercises and the end-of-term exam will be evaluated. 

テキス卜名:Handouts of English newspaper articles. 

英語総合講座 m (mE-55) 
キースハリス

KEITH HARRIS 

The Internet as a Research Vehicle 

One of the most useful aspects of the Intemet is its position as Earth's greatest library. In this course 

students willleam how to access the Intemet， how to find information and how ωseperate good from poor 

information.百1emain goal will be ωresearch a tθpic， related ωcross-cultural understanding， and make 

an oral presentation (as well as a formal paper) using Intemet resources. Students do not need to have any 

experience using computers to join this class. However， only a small amount of class time will be available 

for teaching computer basics. 

評価方法 :Class Pa出cipation: 25% 

Oral Presentation: 30% 

Paper : 25% 

Homework : 20% 

テキス卜名:There will be either a text or handouts. 
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英語総合講座 ill (illE-56) 
キースハリス

KEITH HARRIS 

Fantasy : Appealing to Children & Adults 
This course will examine the importance of fantasy for both children and adults. We will begin with 

ancient， mostly European fantasies， and finish with modern凶es.For much of the course we will focus on 

two popularworks: Alice in Wonderland and η1e Nightmare Before Chrisimas.官1erewill be vo臼 bu凶γ，
listening comprehension and content questions every week. However， much of the course will be discus-
sion oriented. 
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法方価評

テキスト名:Handouts will be provided. 

英語総合講座m(m Eー 57)
キースハリス

KEITH HARRIS 

The Science and Politics of Love 

In this course we will examine how and why people are attracted ωothers. We willlook at some of the 
biological reasons for attraction as well as the roles family and society play in bringing couples tβgether or 
tearing them apart. One of the main themes of this course will be examining "unconventional relation-
ships." We will discuss intemational and cross-cultural ma汀 ages，gay and bisexual relationships and oth-

ers not considered usual. 

評価方法:Class Participation: 40% 

Oral Presentation : 30% 

Class Journal : 20% 

Final Exam : ] 0% 

テキス卜名:Handouts will be provided. 
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英語総合講座 m (mE-58) 
リチヤードハ ン フリー X

RICHARD HUMPHRIES 

Twentieth Century History 

η1e Twentieth Century has been a period of immense contrast. An Old Order has given way to a so・

called New Order. Great achievements have contrasted with violent wars and extreme examples of degra-

dation. Ideologies have taken hold and inspired masses only to be discredited and discarded at a later 

date. We will consider the major events and themes of出ethat cen加ry，hoping to make some sense of 

what happened and why. We will also try to gain some insight into what the future may hold in store.η1is 

course will consist of lectures， readings， and discussions. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， pa出 cipation(20%)， tests (40%) and assign-

ments (20%). 

テキスト名:To be announced. 

英語総合講座m(m Eー 59)
リチヤードハン 7 リー X

RICHARD HUMPHRIES 

Introduction to Children's Literature 

Children's Iiterature is an 0免enignored area of study. Jtls development though， since the 18th cen加ry，

has been just as complex as that of adult literature and， equally， it can be said to have rnirrored society and 

its changes. We will explore the major themes in this development and also focus more directly on two of 

the c1assics by Lewis Carroll.引1ecourse will consist of lectures， readings， discussions and presentations/ 

papers. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， participation (30%)， tests (30%) and assign・

ments (20%)， which may include project/presentation work. 

テキス卜名:1. Lewis Carroll (Oxford University Press， 1998). Alice's Adventure's in Wonderland 

and Through the Looking Glass. 

2. Other materials will be provided by the instructor. There may be a fee for photo-

copylng. 
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英語総合講座 m (mE-60) 
クリステイン チャイ

CHRISTINE CHAI 

Diverse Ethnic Groups in America 
In a country as big and diverse as Arnerica， mino吋tiesare often faced with both negative and positive 

social aspects in order to自ndtheir identities which are generally rootβd in one culture， but 0免endefined 
and shaped by another. We willlook at three major minority groups in America (each group representing 
a diverse and complex population of its own)， which include: Asian Americans， A制canAmericans and 
Latino Americans. We will use films， short literary pieces and other reading passages， music and art as 
sources for leaming and appreciating the influences these groups have had in Arneri伺，廿1eircurrent roles 
in American society and how they contribute to the definition of what it means to be an "American" by 
today's standards. 

評価方法:Gradingin白isclass will be based on demonstrated efforts and improvements in the follow-
ing areas: attendance， participation， presentations， short reading and written assignments 
and two research projects (mid and final). 

テキス卜名:Several handouts to be distributed by the instructor throughout the course semester. 

英語総合講座 m (mE-61) 
アンドリュー イム 1) _ 

ANDREW IMRIE 

British Film 

The aim of this COUrse is to introduce students to British film. The COUrse will highlight impoぱant
developments in post-war British cinema and students will be given the oppo吋unityto explore the rich 
and varied nature of British自lms.A generally thematic approach will be used during出ecourse， allowing 
students to take a closer look at Briti曲目lmsthat share a common focus or theme. Topics on the course 
will include satire in the 60s and 70s， women in film， heritage films and new realism in the 1990s. 

評価方法:Attendance， c1ass pa出cipation，tests， project and presentation 

テキスト名:Handouts 
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英語総合講座m(m Eー 62)
ナガ ト モずイアン

NAGATOMO DIANE 

Developing Your Own Writing Style Through Creative Writing 

In this c1ass students wil1 be given the opportunity to explore and develop their own writing styles 

through a variety of exercises， discussion， and activities that wil1 foster their creativity and develop their 

mastery over the written words of English. Acknowledging that most good writers are also good readers， 

students will also be required to read extensively as a means to deepen their understanding of what consti-

tutes good writing. 

評価方法:freewriting notβbook 10% 

joumal of 50 pages 10% 

reading assignments 10% 

attendance/participation 10% 

writing assignments 30% 

日nalwriting assignment 30% 

(short story) 

テキス卜名:What If? Writing Exercises for Fiction Writers 

by Anne Bernays and Pamela Painter， Harper Perennial， 1991 
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KAREN MA TTISON 英語総合講座m(m Eー 63)
カレンマティソン

Environmental Topics 

ηlis course is a general oveJVIew of emvironmental topi白.We will examine a number of environmental 

issues， such as global warming， ove叩opulation，and deforestation，釘nongothers. 

Students will keep a joumal of their impressions as we cover different environmentalωpics. in addition， 

we will have weekly vocabulary quizzes and student-led discussiions. Students are expected ωcome to 

c1ass prepared and ωspeak in c1ass. 

Objectives : 

ーImprovevocabulary 

-Improve writing ski11s 

-Improve speakingjpresentation ski11s 

-Improve critical thinking ski11s 

-Leam about the environment 

-Gain confidence! 

評価方法:Class Participation 40% 

]oumal 40% 

Quizzes 20'お

Class Participation includes : 

-Coming to c1ass on time 

-Being prepared for c1ass (doing homework) 

-Asking and answering questions 

-Speaking on topic in c1ass 
-Being courteous to other students 

-Leading one c1ass discussion 

-39一



英語総合講座 m (mE-64) 飯島敏禎

Achieving Gender Equality 

This course willlook at the m句orachievements that the intemational community， the United Nations， 

has made since 1945 in order to ensure equal rights of men and women.ηle course wil1 also look at the 

reality that women are stil1 not able to enjoy ful1y the equal rights with men because of prejudices and 

customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or出esuperiority of either 

of the sexes or on stereo匂rpedroles for men and women. The course wil1 surely look at a summaη/of 

considerations by the Special Session of the UN General Assembly for Women ("Beijing + 5") in N ew York 

in June 2000. 

評価方法:a) Preparation/homework 10% 

b) Attendance 10% 

c) Oral presentations (2) 20% 

d) Vocabulary tests (2) 30% 

e) Repo吋s/finalexam. 30% 

テキスト名:1. Extracts 1rom various UN documents， including the 1ull text 01: a) "Universal Decla 
ration 01 Human Rights"; b) "Convention on the Elimination 01 AII Forms 01 Discrimi 

nation against Women"; and c) "Declaration on the Elimination of Violence against 

Woπlen 

2. Handouts ・coveringthe above-mentioned Special Session of the UN General As-

sembly. 
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じま まつ み

英語総合講座m(m Eー 65) 飯島松美

Discovering American History -American Revolution 

ηlis course wil1 focus on the struggle for independence of colonists. In the 1760s， colonists faced a deep 

crisis over the taxation by their mother country. What caused the American Revolution? In 1776， the 
Dec1aration of Independence created a new nation and its自rstgovemment. 
Students wil1 c10sely analyze the cause of the American Revolution and evaluate colonists' freedom 

obtained over the revolution. How was the freedom reflected upon出eframework of the new govemment? 

評価方法:1. Class attendance and participation : 20% 

2. Quizzes : 30% 

3. Wr悩ngassignment/ora1 presentation : 20% 

4. Final exam. : 30% 

テキスト名:"The American Nation" by James West Davidson and John E. Batchelor， PRENTICE-

HALL Extracts will be provided. 

英語総合講座 m (mE-66) 
ジ ョン ウェンデル

JOHN WENDEL 

Language and Psychology 

This introductory course wil1 explore the relationship between language and psychology. In tum， we 
will consider how a first language is acquired and the characteristic stages that children of a1l1anguage 
backgrounds pass through on their way to mastery; the biological and genetic basis of language in humans; 

and the cognitive processes involved in language acquisition， comprehension， and production. In addi. 

tion， we叩11100kat language and communication in other species (apes， birds， insects) and consider their 
accomplishments in light of human language. Final1y， we wil1 ex創刊nesevera1 proposa1s for the origin and 

evolution of human language. 

評価方法:Attendence， participation in c1ass activities， homework assignments， an end-of担 rmpresen. 

tation， and two examinations wil1 be eva1uated. 

テキス卜名:To be decided 
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英語総合講座m(m Eー 67)
おお やま なか かっ

大 山中勝

Intercultural Communication 

This course wi11 study aspects of intercultural communication through news， a枕ic1es，films， and books. 

Topi白川11inc1ude : 

1. ]apanese education criticized 

2. ]apanese society in Tradition 

3. American inte叩ersonalcommunication in social settings 

4. Values and intercultural communication 

5. Value orientations and value changes in ]apan and the U.S.A 

6. A review of American communication theories 

評価方法:1. Class participation : 20% 

2. Oral presentation : 20% 

3. Mid-匂rmexam: 20% 

4. Final-exam : 40% 

テキス卜名:Nishida，T&William Gudykunst. Readings in Intercultural Communication 

Tannen，Deborah. You just do't understand. Ballantine Books 
Magazine， and Newspaper Articles 
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英語総合講座m(m Eー 68) 小野田 柴

Exploring Our World through TV News 

This course is basically geared not only to explore the fascinating world of English but a1so ωleamand 

consider contemporary issues of the world. Through出iscourse， the students have a wealth of opportuni-

ties to expose themselves to authentic news English and to get valuable information by watching ABC 

News and BBC news c1ips. Based on the information thus obtained， students are expectedωwrite reau・
tion papers， discuss the issues relatβdωthemes， and present their ideas e仔ectively.Also， on the last day， 

groups of students present news c1ips that they have produced as their final projects， which are eva1uatβd 

by other students. Thus， the primary focus of this course is placed on developing students' critical think-

ing ski1ls through explo討ngthe world of Media. 

有1iscourse wil1 be most valuable for those who have acquired at least upper-intermediate level profi-

ciency and seek opportunities to get actively involved in discussions and presentations. 

評価方法:The final grade will be based on the students' regular attendance， active participation in 

c1ass， written assignments， presentations and the fina1 project 

テキス卜名:To be decided. 

注意事項:①Regularattendance 

②Active participation in c1ass， such as discussions 

③Brief s加dyof the information related to the theme before watching the news， which wil1 

be utilized for pre-listening discussion 

④ Oral presentations， given at the request of the t剖 cher

⑤IWritten assignments， such as reaction papers and special repo巾 onthe issues relatβdω 

the themes covered in c1ass 
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英語総合講座m(m Eー 69)
さき やま うた

崎 山詩子

Families in the U.S. 

η1巴familywhich has b巴enone of the foundations of American society is going through changes as the 

bases of economic relations change and as value change follows on. These changes in the family have 

brought up positive and negative outcomes. 

ηle course a悦.emptsto consider them through concrete themes as a new style of family， single parent， 

adoption of children and child abuse in the family. It also出esto create oppo吋unitiesfor the students ω 

think these problems as their own future issues. The students are encouraged to establish their view-

points and express their positions. 

Reading materials will be taken from FAMILIES: A CONTEXT FOR DEVELOPMENT (The Falmer 

Press). Films wil1 be used to illustrate the areas studied. 

評価方法:Class participation : 20% Oral presentation : 40% 

Mid-teπn paper : 20% Final examination : 20% 

テキスト名:Handouts wi1l be distributed. 

英語総合講座m(m Eー 70)
さ曹 やま うた

崎 山詩子

Medical Ethics 

With the development of modem technology and medicine， what was impossible a generation ago is 

now scientifical1y possible. It is thankful that many lives have been saved and thousands of il1ness de-

tβctβd and/or cured. While continuing scientific advances extend our biological options， they also present 

major moral and ethical dilemmas. 

廿leaim of the course isωprovide students wi出ethicaldiscussions on medical issues. Issues included 

are organ transplants， animal and human c1oning， gene therapy and eugenics. The students are encou子

aged to express their opinions in various ways. 

Reading materials will be taken from newspapers and magazines， and日lmswil1 be used ωillustrate出e

areas s加died.

評価方法:Class participation : 25% Oral presenぬtion: 25% 

恥1id-teπnpaper : 25% Final paper : 25% 

テキスト名:Handouts will be distributed. 
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KAREN MA TTISON 英語総合講座m(m Eー 71) 
カレンマティソン

Ecological Habitats 
This course wil1 focus on habitat issues. We wil1leam about various habitats， such as the desert， the 

tundra， and the plains， which support di仇 rentecosystems. We wil1 also briefly examine the臼 usesand 
e汀'ectsof habitat 10ss， such as acid rain， overgrazing， and deforestation，which have 1ed ωspecies extinc-
tion. 

Students wil1 have the opportunity to explore one topic in depth through writing a paper and presenting 
it to the c1ass. 1n addition， we wil1 have week1y vocabu1ary quizzes and student-1ed discussions. Students 
are expected to come to c1ass prepared and to speak in c1ass. 

Objectives : 

-Improve vocabulary 

-Improve writing ski11s 

-1mprove speaking/presentation skil1s 

-Improve critica1 thinking skills 

-Leam about the environment 

-Gain confidence! 

評価方法:C1ass Participation 40% 

Paper/presentaion 40% 

Quizzes 20% 

Class Participation inc1udes : 

ーComingto c1ass on time 

-Being prepared for c1ass (doing homework) 
-Asking and answering questions 

-Speaking on topic in c1ass 

ーBeingcourteous to other students 

-Leading one c1ass discussion 

p
h
d
 

a
q
 



英語総合講座m(m Eー 72) 杉山 肇

Global Perspectives 

The aim of the course is to lead youωa realization of the graveness new global issues pose us ， and ω 

make you conscious to be a global citizen .ηlen， you'll be expected ωbehave globally-aware . 

A variety of topics will be dealt in this course， but all are concemed wi出 themain theme : the protβction 

of global environtnent and mankind. There wil1 be vocabulary， content， summary questions eveヴ week.

Students are expected to participate actively in c1assroom activities which inc1ude pop songls listening， 

vocabulary exercises， presentation and discussion. The discussion weighs specially in the c1ass. 

評価方法:Attendance 10% 

Class pa吋cipation (presentation 20%， discussion 30%) 50% 

Vocabulary tests 20% 

Paper 20% 

テキス卜名:David Peaty， Global Perspectives，金星堂， 82p.，￥1，680
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英語総合講座m(m E一73)
ポールポズウェル

PAUL BOSWELL 

The Self and Society Accross Cultures 
ηlis course will review a number of psychological constructs and theo討esthat attempt to explain cross-

cultural differences in self-construal， socialization and cultural identity. 

評価方法:1. Class participation 20% 

2. Oral presentation 30% 

3. Quizzes 20% 

4. Final exam 30% 

テキスト名:Handouts will be distributed. Students will be required to pay a copying fee. 

英語総合講座m(m Eー 74)
やす だ えっ

安田悦子

Journeys through Literature 11. 
English in literature is veηr different from English in news media; one gives you information and the 

other gives you enjoyment. Literature appeals to your senses and m出esyou appreciatβmeanings of life. 
In this course， students will read selections from the masterpieces of English and American literature 
which have the theme of a joumey in common. In the second semester， we wil1 read nineぬenth-cen加ry
ωtwentieth四cen加ryAmerican prose and poetrγand discuss the content and the style.of each work. Sinc.e 
the reader's response is as important as the au出or'sintention， students will have a group discussion and 
write their own opinions based on the discussion. Students' ability in reading and writing will be thus 
enhanced， along with acquisition of knowledge in basic literary terms. For most s凶dents，who may be 
beginners in reading literature， this course wil1 0仇rachanceωexplore the unknown， a joumey of discov-
eη/ in the world of literature. 

評価方法:Assessment will be based on attendance， c1ass participation， short essays， quizzes and a 

final paper. 

テキス卜名:To be announced. 

-47-



英語総合講座m(m Eー 75)
やす だ えっ

安田悦子

American Literature 11: The American Renaissance 

The nineteenth-centUIY American literary scene is sometimesreferred to as the American Renaissance. 

引lereemerged a number of great writers such as Em巴rson，Thoreau， Poe， Haw出omeand Melville. This 

course wil1 fami1iarize studentswith these writers by examining their writings and their sty1es. Students 

wil1 form teams and each team wil1 1ead a cIass discussion on the subject it has chosen and prepared. 

Active participation in the class discussion is required. 

評価方法:Assessment wil1 be based on class participation (20%)， one oral presentation with a w討伐en

summary (30%， and a paper at the end of the semester (50%). 

テキス卜名:To be announced. 

英語総合講座m(m Eー 76)
ブルースホートン

BRUCE HORTON 

Research Tools and Academic Writing 

This chal1enging course wil1 deve10p the students' abiIities to perform academic and professiona1 re-

search and to present their findings in a research paper. We focus on the research ωols出atare readi1y 

available in libraries like our university's， and we go through the process of researching and writing in a 

controlled， step-by-step fashion. An added benefit is仕latstudents leam ωuse modem computer sys旬ms

and sophisticated word processors.ηle fina1 project of the course is a relatively short (6-8 page) properly-

documented academic research paper. This Course has many potentia1 benefits， but it requires a substan-

tia1 time commiむnentby students. 

評価方法:The final grade is based on (a) attendance (about 10%)， (b) daily research homework exer-

cises (about 40%)， and (c) the final research paper (about 50%). 

テキス卜名:No textbook is assigned. Handout materials will be distributed. Students will have to 

make copies of articles during their research. 
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英語総合講座m(m Eー 77)
ニールジョンソン

NEIL JOHNSON 

History of British Popular Music 
In this course we will be tracing developments in British pop music from the early 19501s until the 

present day. Against the background of social and cultural change we will examine the major develop-
ments in popular music and related fashion. Following the Teddy boy fashion of the fifties we will100k 
cIosely at the Beatles and the sixties pop revolution. The conflict between Mods and Rockers will also be 
looked at in detai1. This leads on into a look at the connection between British life in the seventies and the 
progressive and廿1eg凶nrock movements. The punk explosion of the late seventies is a1so examined.τne 
eighties sees血erise to power of Margaret Thatcher and her politica1 revolution is linked ωthe music and 
fashion developments of the time. Finally we trace the elements which lead to the nineties revival in 
British fashion and music叩出 Oasisand Blur. 

羽Tewill be using prepared reading matβrials and video ωbe used for discussion and writing exercises. 

評価方法:Class participation : 20% 

Presentation : 40% 

Mid・teπnpaper: 20% 

Attendance : 20% 

テキス卜名:Handouts will be distributed. 

注意事項:An interest in B討出hpop music is required. 
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英語総合講座m(m Eー 78)
フィリップ マーフィー

PHILlP MURPHY 

Communicative Language Teaching: Ideas and Practice 

ηlis course is recommended for students who have an interest in language teaching. The general aim is 

to promote communicative language teaching techniques， particularly focusing on the skil1s of listening 

and speaking. A variety of topics are covered on this course， examples of which are written below: 

-An insight into what it is like being a teacher; 

-Discussing， analysing and constructively criticising activities; 

-Lesson Planning; 

-Communicative c1assroom activities; 

-Ideas for waπn up activities; 

ーIdeasfor teaching vocabulary; 

-Techniques for teaching listening; 

-Techniques for teaching speaking; 

-Ideas for using dictation; 

-Techniques for using video; 

ーTopicalissues regarding English language education in japan; 

-Teaching practice. 

A key part of the course is that students are expected to constructively criticise the activities that they: 

(i) participate in and (ii) observe什omboth a teacher's point of view and also什oma student's. To accom-

plish this， students are given time to express their opinions during various groupwork activities in c1ass， 

and worksheets are provided to guide them through their discussions. Summaries， inc1uding short criti-

cisms of selected activities， together明白 commentsand recommendations for improvements， are then 

written by the students in notebooks for homework. Students are expected ωactivelypa出cipatβinc1ass 

so as to gain the confidence and experience to present a short demonstration lesson at the end of the 

course. 

評価方法:1. Panic Lesson : 20% 

2. Notebook Comment : 20% 

3. Lesson Plan / Presentation : 30% 

4. Participation / Attendance : 30% 

テキス卜名:There is no textbook. Handouts will be provided. 

注意事項:80th teachers and students wil1 use English only in the c1assroom. 

Stud巴ntswil1 need a 85 notebook. 

Maximum number of students : 32 
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英語総合講座m(m Eー 79)
デピ γ ト イシィ

DAVID ISHII 

An Introduction to Garden Design 
This course is aimed at introducing various aspects of garden design such as garden styles， art and 

design elements， plant and material selection， as well as site and needs analyses. An understanding of 
these aspects wil1 be necessary in order to do hand日 n，prac封印]tasks which involve ana1ysing and cri-
tiquing real gardens and designing a garden for your fina1 presentation. In addition， design development 
and small group critiques will provide opportunities for students to discuss their ideas openly with their 
peers and the instructρr. The focus of this course明日 not be on the hands-on leaming of f10wer types or 
gardening skills， but instead an empasis will be placed on leaming about the design process. Students will 
not need a prior knowledge of gardening or garden design vocabulary but wil1 be expected to have a 
strong interest in this subject matter in order ωactivelypa巾cipatein class discussions. 

評価方法 :1. Class attendance and participation (25%) 
2. Garden Design ]oumal (20%) 

3. Test (20%) 

4. Final Presentation (35%) 

テキスト名:Handouts will be distributed. 
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英語総合講座m(m Eー 80)
ゲンジパンチ

GENJI BUNCH 

Introduction to Classical Music History 

Students in this cJass will become familiar with出eidenti削ngcharacteristics of the major periods of 

Westem cJassical music. The course will be roughly divided intρfour segments corresponding wi出 these

periods: Renaissance and Baroque. Classical. Romantic. and 20th Century. We wi11 focus on the lives and 

works of representative composers. the cultural con犯xtsinwhich出eywork (ed). and the dominant musi-

cal s削esof each period. 

In addition ωdeveloping their general knowledge about important figures and genres. students will 

explore a narrower topic of their choice in a semester project.引leproject wi11 concJude with a presenta・

tion of their findings to the cJass. 

It is hoped that the above framework wi11 contribute ωthe other principle goal of the course. which isω 

mcrease出eparticipantsユenjoymentof cJassical music. 

評価方法:Attendance. cJass participation. two unit tests (multiple choice. fill-in the blank. listening 

identification. short answer). one semester project 

テキスト名:Handouts 

注意事項:There is no musical skills requirement for this course. You do not need to know how ωread 

music or play an instlUment. However. students with either or both skills are encouraged to 

join the cJass. as your experience叩11enhance everyoneユsenjoyment of the course. 
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Language Lab A・s.c・D 植田麻実

廿1eaim of出iscourse is to improve the overal1 pronunciation and listening comprehension of the par-
ticipants. Through practicing pronouncing individual sounds， words， and sentences， you willlearn the 
natural rhythm and intonation of how each message is conveyed. This course will also provide you with 
some short poems， stories， and songs in bo出 atextbook and handouts， which will help you to know how， 
in completed pieces of work， they are used artistically as wel1 as effectively. 

評価方法:Class participation 40% 

Examination 60% 

テキスト名:Judy B. Gilbert. Clear Speech. Cambridge University Press 1993. 

時 事英 量五
回目 A • C 杉山 肇

本講座では、アメリカおよび日米関係を扱った政治経済関連の記事や文章を新聞・雑誌から厳選し
た教材を用い、テープを利用したリスニング能力のレベルアップ、キーワードについての解説、トピッ
クについての背景説明を行い、アメリカ人の思想とは何かを英文を通してその本質を探る。
関心ある章をグループ発表し、その後ディスカッションしてもらう。

評価方法:出席状況 10%

グループ発表 20% 

小テスト 40% 

課題 30% 

テキス卜名:副島隆彦， Modern American Discourse，金星堂， 99p.，￥1，732
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時事英語 B ・D ・J ・L
ふく だ もり とし

福田守利

英字の新聞、週刊紙、月刊紙あるいは外国放送などから得られる日米関係、国際政治、国際経済、国

際ビジネスなど包括的な分野のニュースを英語で発表してもらい、それに対する邦翻および簡単な解

説をしてもらう。また、アメリカの法律ケースを読ませ法律英語の素養も学ばせる。

評価方法:学期末試験 l回のみ。平常点、出席を重視する。

テキス卜名:rアメリカ商事法辞典j 福田 守利， ジャパンタイムズ社。他。

注意事項:3回以上の無断欠席者は履修継続不可能となる。

時事英 話一一 E . F 
リチヤード ハ;， 7 リ - :x 

RICHARD HUMPHRIES 

Much of what passes for public debate is filtered through today's media， whether in print or otherwise. 

In order ωkeep current with events andωpical issues we need to possess effective skills in understanding 

and analyzing media language. 

This course wil1 have a dual focus. Students wil1 read and analyze a short critique of current newspaper-

media仕endsand出eywil1 also create their own media-study text using newspaper， magazine， and Internet 

resources. There wil1 be some lectures but the major foωs wil1 be on discussion and skills (e.g. vocabulary) 

building activities. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， participation (30%)， tests (20%) and on per・

sonal media notebooks (20%). 

テキスト名:1. Pete Hamill (1998). News is a Verb: Journalism at the End of the Twentieth Century. 

Ballantine Publishing Group. 

2. Students will， during the course， construct personal media texts. 

臼



時事英語 G • H ・M ・N
おお まがりしょう いち

大曲正

英和辞書だけを頼りに英字新聞やTime 、 Newswe~k といった英文国際情報誌を自由に読みこなすこ

とは実際問題としてきわめて難しい。かなりの英語力を備えていても、書カ通れている記事について

の幅広い背景知識がなければ、その正しい理解はとうてい覚束ない。また、英字新聞を迅速かつ正確

に読む力がなければ、テレビやラジオの英語放送を聴いてもなかなか分からない。

本コースの学習課題は英文ニュース記事の読解演習を通じて、記事の背景や事実関係を十分踏まえ

ながら、時事英語特有の文体、語法、リズム感などを習得することにある。テキストに加え、できる

だけ最新の英文ニュース記事もとりあげる予定である。

評価方法:成績評価はクラスでの発表、出席状況および期末試験を総合的に判断して行う。

テキス卜名:(前期)浅野雅己・阿部朗ー編、 WorldNews Today，2000 Spring、金星堂

(後期)浅野雅己・阿部朗一編、 WorldNews Today， 2000 Fall、金星堂

注意事項:学習効果を高めるため履修人員を30名程度に限定する。履修希望者が多い場合は、高学

年者を優先するが、必要に応じてテストを実施して人員の調整を行う。

時事英 室五
回ロ • K 杉山 肇

2 単位
Tτ41f:: 
覆一一期

本講座では、アジアで発刊されている主要な「英字新聞Jがどのようにして、日本の政治・外交・経済

文化・芸能・スポーツの諸相を捉えているのか、つまりアジアは日本をどう見ているのかをテーマにし

た教材を用い、テープを利用したリスニング能力のレベルアップ、記事の背景の解説、ボキャブラリー

クイズ、コンテントクイズなどを行い、激動する国際舞台の渦中にいる「日本Jを見るアジアの目をそ

の辛口の英文記事を通して学ぶ。

評価方法:出席状況 10%

グループ発表 20% 

小テスト 40% 

課題 30% 

テキス卜名:竹村日出夫、松本利秋編， Asia Watches Japan rアジアから見た日本.1，南雲堂， 121p.，

￥1，995 
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ビジネス英語入門 1A・s.c 田中武雄

ビジネス通信文の書式と社交通信文

企業で必要とされるピジネス通信文の書き方を初歩から学び、簡単な通信文を書けるようにする。

学習内容は次のとおり。

l ビジネスレターの構成と形式を学び、実際にビジネスレターを作成する。

2 社内メモの構成と形式を学び、簡単な社内メモを作成する。

3 電子メールの仕組みと書式を学び、電子メールを作成する。

4 ビジネス通信文作成上の心構え、及び辞書の選び方を学習する。

5 r面会の申し込みJ、「帰国後の礼状J等の社交通信文の書き方を学ぶ。

6 r紹介状Jや「昇進祝p状J等の書き方を学習する。

評価方法:定期試験、宿題(提出物)、出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:田中武雄 「初めて学ぶビジネス英語」 成美堂 1999年

参考図書:I英文ビジネス・レター文例大事典」日本経済新聞社

田久保浩平、橋本光憲、田中武維編著

注意事項:1 手書きでなく、タイプして提出する宿題が課せられるので、ワープロ、または、パ

ソコンが必要となる。

2 履修人員は lクラス最高70名。高学年優先。

ビジネス英語入門J[A ・B • C 
た Q:かたけ お

田中武雄

Oral International Business English 
欧米の多国籍企業の職場で実際に使用されている標準的ビジネス英語の話し方を、録音テープを利

用して、初歩より)1闘を追って学習する。海外での勤務、または外資系企業での勤務を円滑にすること

を目標にする。

1 r自己紹介jや「電話での伝言」などのモデル会話を聴き役割練習を行う。

2 r職場の案内」や「会社組織の説明jなどのモデル会話を聴き、リスニングの力をつける。

3 欧米のビジネスマンが職場の会話のなかでよく使用する慣用表現を、配布資料を使用して学

習する。

評価方法:定期試験、出席状況を総合して評価する。

テキスト名:1 Leo Jones，"New International Business English"， Cambridge University Press 

2 Iスポーツからでたビジネス英語」のプリント

注意事項:履修者はC基準に達していること。しかし、達していなくともそれに近く、休まず出席

する意欲のある者は、履修することができる。履修人員は 1クラス最高30名。高学年優

先。 4年生は後期で履修することを勧める。
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商業英語 1 A ・ B 田中武雄

2 信用照会

3 取引の申し込み

4 取引条件協定書

5 引き合い

6 オファー

7 契約の成立

8 信用状

9 船積み・保険

10 英文履歴書

Business English Writing for Beginners 
国際ビジネスに必要とされるビジネス英語の「読み方Jと「書き方Jを学習する。また、配布する

「貿易用語集jを使用して、国際ビジネスで使用する専門用語を解説する。商業英語検定試験 rc級合

格Jをめざす。学習内容は次のとおり。

l 取引先の選定

評価方法:定期試験、小テスト、出席状況を総合して評価する。

テキスト名:田中武雄 「初めて学ぶビジネス英語」 成美堂 1999年

参考図書:r英文ビジネス・レター文例大事典」 日本経済新聞社

田久保浩平、橋本光憲、田中武雄編著

注意事項:本講座の履修には、「ビジネス英語入門 1Jを事前に、または並行して履修することが望

ましL、。

商 業 英 語 E 
た f，j:かたけ お

田中武雄
14単位
|1~4年

|後期

Advanced Business English Writing 

貿易で取り交わされる長文の英文レターを、どのように作成するのかを学習する。英語だけでなく、

その基礎となる貿易実務も含めて指導する。商業英語検定試験 rB級合格Jを目標とする。学習内容

は次の通り。

l 商英検B級に出題された問題を教材にして、「引き合Lリ「オファ-J i注文Ji決裁jなどに

関する英文レターの書き方を学習する。(商業英語Iの上級編)

2 貿易通信文の基礎となる貿易実務を学習する。

評価方法 :定期試験、宿題、出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:1) プリントを配布する。

2) r貿易の実務」のテキス卜は追って指示する。

注意事項 :受講者は「商業英語1Jを既に履修しているか、または、平行して履修しなければなら

ない。
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2 )中国語学科

中 国 量五
回目 総 A 

ロ
日
郎
み

一
一
一
ゆ

柑
椙
だ
回

目
興
叫
浜

中国語を学ぶ上で最も重要な「正しい発音Jを徹底的に習得することを第一の目的とし、テキスト

の音読と暗唱を繰り返すことにより、中国語のしっかりとした基礎を身につけるようトレーニングを

行います。中国語はあらゆる言語と同様、頭の中だけでの理解では実践において全く役に立ちません。

徹底したトレーニングを繰り返すことにより、中国語を「肉体化jし身体の一部にすることを目指し

ます。その際、正しい中国語を使えるよう初級レベルで必要な文法事項も学び、中国語の基本構造を

把握するよう努めます。中国語を 4年間である程度使えるようにするための大事な基本トレーニング

です。練習はハードですが、しっかり取り組めば、いつしか中国語が自然と口から出るようになりま

す。一緒に頑張りましょう。

評価方法:出席状況、平常テスト、期末試験の三点から総合的に評価します。

テキス卜名:r簡明実用漢語課本(全一冊).1(東方書底)

このほか、補助教材を別途使用します。

中 国 謹一四 作 文 花津聖子

一一
一

「中国語総合 IJと並行して、中国語の基礎力の修練に当たるが、作文では主として基本の文法をふ

まえながら、中国語の文章表現を習得し応用できるようにする。

評価方法 :授業時に毎回行なう小テストと定期試験の結果で評価する。

テキス卜名:r初級から中級ヘ 中国語作文j郭春費、徳永淳子、高橋海生，白帝社

その他
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j毎橋
言活ム

冨語国中

「言葉は生きています。生きた言葉の生きた勉強を!J 
これをモ ットーに「見る・聞く・話す・書く」技能の総合的な訓練に力をいれます。時にはミニ・ド

ラマにも挑戦して楽しく勉強しましょう 。

〈前期〉

発音の基本・発音記号の書き方・抑揚の基本など、まずは中国語になじむ事に重点をおきます。

〈後期〉

簡単な日常会話を、目で見・耳で聞いて分かるだけでなく、音声的にも相手に通じる正しい抑揚で

表現することに重点をおきます。

評価方法:教場での学習態度・テストの成績・出席状況により採点。

テストは平常ひんぱんに行なうので、定期試験には組み入れない。

白水社編訳著芳林

ι
…
津
間
銀

実用中国語会話』張E軍ほか著

帥
花
目
白

テキスト名:r中・日・英対照

z
子
ぇ
栄

む
聖
叫
志

E A‘ 口総軍五
回同国中

「中国語総合IIJでは、第 l学年で学習した発音・文法事項等を基礎に、第 3学年以降の上級レベル

の中国語に挑戦できるように、基礎力の総仕上げを行う 。I簡明実用漢語課本 全一冊J(東方書屈)を

学ぶことによって、総合的な力をつけると共に、 fトレーニング中国語jを併用することによって、更

に文法力・語繋力を強化するよう指導してLミく 。

評価方法:授業時に行なう小テストと定期試験の結果で評価する。なお、授業の出席率、学習態度

も参考とする

テキス卜名:r簡明実用漢語課本 全一冊j東方書底

『トレーニング中国語』竹島金吾，白水社

その他

凸
『
u

F
h
u
 



中 国 缶
四 作 文 E 鍾 敬華

一一一
一

中国語基本文型

二年生を対象に，基本的な文法をふまえながら，さらに多くの中国語表現を習得し，応用力をつけ

ることを目的とする。

評価方法:出席率・学習態度・練習及び前、後期の試験を総合的に判断して判定する。

テキスト名:r中国語作文(中級)j 程美珍・高橋海生，白帝社

中 国 語 ム
冨 話 E 段 威

一一
「

本課程以提高波培口活能力方教学目的。在増加両1仁量、理解課文内容的同吋，対t史浩口語中経常出

現的活言現象，ん人句型到培法遊行許解和担倒。通辻課堂対活和相美喜志耳，着重世1I篠和提高口活理解能

力与表迷能力。

評価方法:出席率・平常点及び前期・後期の試験等を総合的に判定する。

テキス卜名:r量新実用中国語会話』凪書房
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L 中
ドゥアン

段 威 出国 語L 

本課程側重子訳語折、説能力的強化首|は正。通泣学弓和紘耳，提高対訳語口活情音的燐別能力，力求

倣到清音培朔准碗，悟言表述基本流暢，培非迅速、准碗的況活折説能力。

評価方法:出席率・平常点及び前期・後期の試験等を総合的に判定する。

テキスト名:r最新実用中国語会話j思書房

中
品拍

手一 林
ファン | 4 単位
芳 |3~4 年

|通年
文 講 き禽

ロ11;国

現代の平明で優れた文章を精読する。文法・構文を十分把握した上で、正確な「意昧・ニュアンスj

を理解し、さらに日本語らしい訳文に努める。

言葉は音声的な表現が伴なわないと肌身につきにくいので、原文の意味・ニュアンスに則した朗読

のトレーニング(前期)・ヒアリング(後期)にも力をいれる。

1 . 2年で中国語の基礎を学んだ後の更なる飛躍には「動詞の使い方jが不可欠の課題となる。基

本動調 1200語の習得も、重要課題として組み入れる。

評価方法:教場での学習態度・テスト・出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:1) r中国語動詞活用辞典j 王硯農編著、林芳編集・監訳 東方書底

2) プリント

注意事項 :3年生対象

唱
E
A

F
O
 



中 国 文 凶4
十 講

墨唾r
面冗 E 林

め
芳

一一
一

現代の優れた文章を精読して、正確な「意味・ニュアンスjで訳出・鑑賞することを主な内容とす

る。文法を踏まえた的確かつ日本語らしい訳文を重視し、鑑賞には原文の意味 ・ニュアンスに則した

朗読のトレーニングをも含める。

現代の随筆 ・ルポ文学 ・報道記事など、優れた中国文に親しむことにより、生きた中国語の総合的

なレベル・アップと、中国の人 ・文化・社会への理解を図る。

卒業後すぐ役立つよう、中国語会話にも一定の時聞を当てる。

評価方法 :教場での発表 ・テスト・出席状況、により総合的に評価する。

テキスト名:1) プリント

2) rビジネス中国語会話J林芳著 ジャパン・タイムズ社

注意事項:4年生対象

時 事 中 国 三五
回目 塚本 慶

過去二年間で、培った言葉の基本的な四本柱である「聞く、話す、読む、書く jについての能力を下

記のテキスト等を通じて学び、時事中国語に関する表現、文体や文章を即読即解的に理解し、そして

CCTVを始め各種放送を聞きながら、即座に翻訳することにより、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ていくこと、並びに現在使われている中国語とその裏にある中国の現

実をより深く、広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。

なお、受講対象は原則として、 3年生で、「中国語翻訳法1Jをも履修する学生のみとし、かつ開講

時にペーパーテス トを行い決定する。

評価方法:成績の評価は、出席率・平常点及び試験等を総合的に判定する。

テキスト名:輿水優 『新間中国語(第2版).1 東方書庖

井坂孝雄 『中国語放送聞き取り実践教室』 金星堂

円

LP
O
 



時 事 川村嘉夫中 国 器
問 E 

中国の政治、経済、社会、国際関係にかかわる文章を教材として用い、現代中国文の読解力を高め

ると同時に、現代中国に対する理解を深めてゆきたい。

評価方法:授業での発表と定期試験および出席状況によって評価する。

テキス卜名:r新現代を読む時事中国語j中野謙二、志村規矩夫 国際語学社 1997年

ほかに中国の新聞、殺誌

中国語翻訳法 I 塚本慶

現代中国の代表的な作品を教材とし、各自で辞書を引き、考えながら、活きた言葉を読み解く技術

を養成し、さらに言葉の裏にある日中両国の社会、生活、文化、習慣等を認識し、理解する。そして

日本語へ移行させていく中で直訳法と意訳法の両方をふまえて、的確かつ自然に翻訳できるよう指導

し、実際に必要な総合的語学力の向上を目指していきたい。

なお、受講対象は原則として 3年生で、「時事中国語 IJを履修済みの学生のみ可能とする。

評価方法:出席率・平常点及び試験等を総合的に判定する。

テキスト名:北京放送局 『中国語の世界j 東方書底

今宮 正巳 『中国語・日本語翻訳の要領』 金星堂
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中国語翻訳法 E 鍾

日中翻訳

敬華 3主筆
蓮一一軍

中国語翻訳法Eは、日本語の文章を「中国語らしい中国語Jに翻訳するための基礎力を養成すること

を目的とする。

講義は、日文中訳の形式で行う。こうした実践的な作業を通して、中国語の表現方法を習得する。

評価方法:平常の学習態度・普段の発表を総合して判定する。

テキス卜名:プリント等を使用。

中国語討論・スピーチ I 〉王 以文

受講者が関心を持つトピックやあらかじめ提示されたトピックについて各自が準備し、教室で発表

をする。その発表に対する質疑、応答などを通じ、討論、スピーチなどに用いられる表現を学び、状

況に即した適切な表現方法を訓練し、コミュニケーション能力を強化する。

評価方法:成績は授業への参加態度・課題発表と出席状況で総合的に判断する。

テキスト名:r憲新実用中国語会話J(鳳書房)ほかプリント・テープを使用。

注意事項:受講人数は 30名前後とする。
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中国語討論・スピーチ E 鍾 敬華

中国語表現法

討論・スピーチ II(中国語)は、「討論・スピーチ IJの継続で、さらに各人の考えを深めつつ理論的
にまとめ、効果的に伝達する能力を養成することを目的とする。

評 価方法 :平常の学習態度・普段の発表を総合して判定する。

テキスト名:プリント等を使用。
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3 )スペイン語学科

スペイン語基礎 1 (a) 

一一
一

21世紀において英語と並ぶ世界の共通語の地位を獲得すると期待されるスペイン語は、発音上、日

本人にとってもっとも学びやすい外国語である。スペイン語を通して我々日本人が苦手とする話し、聞

くという外国語能力を実践的に身につけることが可能となろう。その学習の中で複雑で理解しにくい

文法事項も徐々に体得していくことができると思われる。よく言葉は習うよりも慣れろと言われるが、

スペイン語の学習ではとくにそのことを力説したい。初年度の授業では、基本単語千語の完全マスター

と基本文法の理解・応用をめざし、実際に発話してコミュニケートすることを目指している。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:未定

スペイン語基礎 1 (b) 
立j邑韮

十一議

基本的にスペイン語基礎1(心で学んだ内容をさらに発展させ、スペイン語の基本的文法構造を理解

し、日常的な会話ができるようになることを目指す。そのためには文法と語蒙の充実は不可欠の条件

である。会話の授業にも積極的に参加して運用能力を高めることが期待される。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:未定
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スペイン語基礎 n (a) 

一一一
一

ここではスペイン語基礎 1(a) (b)でー習得したスペイン語の基礎的な運用能力の発展と、文法知識の完

成を目標とする。文法説明に多くの時聞を割いた基礎 Iの代わりに、語繋と文法の総合力を身につけ

るべく作文と演習に力点が置かれる。二年次も第二レベルの基本語蒙(約千語)を習得することが期

待される。また会話能力の発展を目指して、外国人教師によるパターンプラクティスを取り入れた実

践的授業が展開される。

評 価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:講読/文法:未定

作文:Iスペイン語作文基礎50 0 J (スペイン語学科作成)

スペイン語基礎 n (b) 
6 単位
玄一一葦
荏一一司

基本的にスペイン語基礎II(a)の発展・充実を目指す。この授業をもってスペイン語の基礎能力の養

成は一応の終結をみる。そのためにも作文と演習にさらなる力点が置かれる。第二レベルの基本語蒙

(約千語)を習得を完成し、次なるステップに向けた語乗の充実 (新聞が読める約 4千語の基本語索の
習得)が期待される。また会話能力の発展を目指して、外国人教師によるパターンプラクティスを取

り入れた実践的会話の授業を強化する。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加昧して総合的に判断する。

テキス卜名:文法/演習:未定

作文:Iスペイン語作文基礎50 0 J (スペイン語学科作成)
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スペイン語研究 1 - 1 
え とう いち ろう

江 藤一郎

言語時評講読

スペインの雑誌や新聞でとりあげた言葉の特集記事を読んでお、スペイン語の読解の力が増すような

授業にしたいと思っている。初めに時事スペイン語独特の接続法-ra形の用法を取り上げたいと思って

いる。 RamonCamicer(Desidia y otras lacras en ellenguaje de hoy， 1983， Planeta)から、いくつか言語

時評をとりだし、読む予定。

評価方法:学期末試験を行う。

テキス卜名:プリント

スペイン語研究 1- 2 宮本博司

スペイン語圏の学者、作家、ジャーナリストなどがスペイン語について書いた評論、論文、記事な

どを読むことによりスペイン語の読解力の向上を目指す。授業はかなりのスピードで進め、多読と精

読を両立させるように努める。同時に、読解の基本である語蒙力の増強を図る。

評価方法:期末試験、出席、授業での積極性などを総合して評価する。

テキスト名:プリントを適宜配付する。

注意事項:毎時間予習が必要。教室で辞書を引いていたのでは間に合わない。
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スペイン語研究 1- 3 江藤一郎
2 !主主
3~4 年
荏一一司

言語時評講読

スペイン版「天声人語Jのようなもので、近頃の若者の言葉使いはおかしいと言う、言葉のご意見
番のLazaroCarreterの言語時評 "Eldardo en la palabra" (言葉に投げ槍)(1997， Galaxia Gutenberg， 
Barcelona)からわかりやすいものを選んで、読んでいきたい。スペインの新聞、雑誌を読んで、いて，興

味深い「ことぱJに関する記事がでてきたら、それも授業で取り上げる予定。

評価方法 :学期末試験を行う。

テキス卜名:プリント

スペイン語研究 1- 4 
みや もと ひろ し

宮本博司

スペイン語研究 1-2で身につけた読解力の更なる向上を目指す。

評価方法:前期と同じ。

テキスト名:前期と同じ。

注意事項:前期と同じ。

n
y
 

po 



スペイン語研究 n-1 
ゃなぎはら たか あっ

柳 原孝敦

小説を読む訓練をする。小説は多様な様態の言語で綴られるので、総合的な読解力を要するだろう。

ただし、ある程度の長さのテクストを最後まで授業で終えるには、 一文ずつ訳読していたのでは間に

合わない。一度につき相当量進むので、受講生にはそのつもりで参加していただきたい。ベネズエラ

の作家 ArturoUslar-Pietriの I赤い槍jを読むが、これは独立戦の英雄 SimonBolivarを扱った歴史小

説。文章は平易で章分けも適度なので授業で読むのに良いかと思う。授業では書かれている内容を把

握することを第一目標とするが、歴史的背景なども調べればだいぶ勉強になる素材だと思う。

評価方法:成績は授業への参加(参加とは来てただ黙って座っていることではなp)、レポートなど

をもとに評価する。

テキスト名:Arturo Uslar-Pietri， Las lanzas coloradas， Alianza (EI libro de bolsillo). 

スペイン語研究 E ー 2
ほん だ せい じ

本田誠

スペイン語研究Eはスペインやラテンアメリカの文学に関する評論やエッセー (スペイン語)を読

むことを通して、語学の熟達のみならずスペイン語圏の文学に対する理解を深めることを目的として

L、る。この授業ではスペインの文豪ミゲル ・デ ・セルパンテスの芸術と人生を通じてスペイン黄金世

紀、ひいては今日のスペイン文化のあり方について考える。

評 価 方法 :定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:Rosa Rossi : Escuchar a Cervantes 
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スペイン語研究 n- 3 
ゃなき' はら たか 晶つ

柳 原孝敦

11-1に引き続き、ウスラル=ピエトリ 『赤い槍jを読む。

評価方法:成績は授業への参加とレポートをもとに評価する。

テキスト名:教材は前期と同じ。

注意事項:後期から参加する受講生は、前期の分の内容は自分で確認しておいていただきたい。授

業内で後戻りすることはあり得ない。

スペイン語研究 n- 4 
ほん だ せい じ

本 田誠 持
「スペイン語研究H・4Jは基本的に「スペイン語研究II-2Jの継続で、内容は連続している。スペ

インやラテンアメリカの文学に関する評論やエッセー(スペイン語)を読むことを通して、語学の熟

達のみならずスペイン語圏の文学・文化に対する理解を深めることを目的としている。この授業では

スペインの文豪ミゲル・デ・セルパンテスの芸術と人生を通じてスペイン黄金世紀、ひいては今日の

スペイン文化のあり方について考える。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:Rosa Rossi : Escuchar a Cervantes 
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スペイン語研究 m-l アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

ESTUDIO DE LA GRAMATICA A TRAVES DE LA CULTURA 

Course Objectives. 

EI objetivo de este curso es que 10s estudiantes profundicen e1 conocimiento de 1a gramatica， al mismo 

tiempo que estudian 10s temas mas importantes de 1a cu1tura de Espana. Las area que el estudiante podra 

elegir como estudio son: Hisωria， Literatura 0 Arte espanol. 

Course Description : 

(a) Cada alumno e1egira un tβma de estudio. Hara una composicion de una pagina 0 pagina y media， y 

una exposicion. Esta composicion sera corregida en c1ase， con el doble objetivo de que el alumno amplie 

sus conocimienωs de gram組cay de cultura espanola. 

評価方法:1
0 

Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo escrito y ora1 : 20% 

3
0 

Examen final : 50% 

テキスト名:Fotocopias que los estudiantes tendran que hacer de sus trabajos para repartirlo 

entre todos los alumnos del curso. 

スペイン語研究 E ー 2
セルヒオナパー

SERGIO NAVARRO 

Del Imperio romano al mundo medieval 

EI curso esta orientado al estudio de1 a吋eespano1 desde 1a 11egada de 1a cultura romana a 1a Peninsu1a 

Iberica hasta el periodo medieval. EI proposito del curso es analizar la aportacion cultural y artistica 

extranjera a la cultura autoctona espanola hasta la Edad Media. 

評価方法:平常点とレポートで行なう。

テキス卜名:プリントを配布する。
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スペイン語研究 m-3 
アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

ESTUDIO DE LA GRAMATICA A TRAVES DE LA CULTURA 

Course Objectives. 

EI objetivo de este curso es que los estudiantes profundicen el conocimiento de la gramatica， al mismo 

tiempo que estudian los temas mas importantes de la cultura iberoamericana. Las area que el estudiante 

podra elegir como estudio son: Historia， Literatura 0 Arte de Iberoamerica. 

Course Description : 

(a) Cada a1umno elegira un tema de estudio. Hara una composicion de una pagina 0 pagina y media， y 

una exposicion. Esta composicion sera corregida en c1ase， con el doble objetivo de que el a1umno amplie 
sus conocimientos de gramatica y de la cultura de los diferentes paises iberoamericanos. 

評価方法:1
0 

Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo escrito y oral : 20% 

3
0 

Examen final : 50% 

テキスト名:Fotocopias que los estudiantes tendran que hacer de sus trabajos para repartirlo 

entre todos los alumnos del curso. 

スペイン語研究 m-4 
セルヒオナパーロ

SERGIO NAVARRO 

Cultura arabe y cristiana en la Espana de la Edad Media 

EI curso esta orientado al analisis del a吋ey la cultura en Espana desde el periodo romanico hasta el 

gotico. EI proposito del curso es analizar el intercambio cultural y artistico entre arabes y cristianos 

durante la Edad Media. 

評価方法:平常点とレポートで行なう 。

テキス卜名:プリントを配布する。
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スペイン語研究 N-l
ばやし しんいちろう

小林晋一郎

Gennan Arciniega，Carlos Fuentes，Jose Carlos Mariateguiの作品を取り上げスペイン語を読む力をつ

けながら歴史、社会、政治、経済などラテンアメリカの背景を勉強する。

評価方法:出席と期末試験

スペイン語研究 N - 2 柳沼孝一郎

ラテンアメリカ地域の歴史・文化・社会を扱った平易なスペイン語で書かれた西文の多読および読

解を通して、ラテンアメリカ諸国の地勢や歴史変遷、政治経済、また文化、社会、民族問題など現代

ラテンアメリカの多様な側面について理解を深める。

授業は適宜ビデオを観ながら、そのつど解説を加えつつ進めるが、ラテンアメリカ地域に対する理

解と関心を深め、同時にスペイン語の語葉力および読解力など総合的な運用能力を養成することをこ

の授業の到達目標とする。

あらかじめ配布されたプリントの予習が必要で、あることは言うまでもないが、学生諸君の積極的な

参加を期待したい。

評価方法:定期試験 (60%)、出席点 (40%) を加昧し総合的に評価する。

テキスト名:あらかじめプリントを配布する。
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スペイン語研究 1:1- 3 
ばやし しんいちろう

小林晋一郎

スペイン語研究N-lの続きを勉強する。

評価方法:出席と期末試験

スペイン語研究 N - 4 柳沼孝一郎

昨年にひき続き、 EnriquePedro Urena，“Histroria de la cultura en la America Latina" (Fondo de 
Cultura Economica)を読む。前年度は、①Lasculturas indigenas、②Eldescubrimiento yla colonizacion 
de America、および③Lacultura colonialなどを中心に授業を進めたが、今年度の後期は、 ④La

Independencia， 1800-1825、⑤Despuesde la Independencia， 1825-1860、⑥Organizaciony estabilidad， 

1860・1890、⑦Prosperidady renovacion， 189Cト1920、⑧Elmomento presente， 192仏1945、の内容で授
業を進める。ラテンアメリカの歴史文化への理解を深めると同時に読解力などスペイン語の総合的な
能力を養成することを目標とする。

評価方法:課題提出、平常点、出席点をもって総合的に評価する。

テキスト名:授業時にプリント配布する。
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スペイン語研究 V-l
と かど かず えい

戸門一衛

時事スペイン語

スペイン語検定2級程度の語学運用能力を養成することをめざして、政治経済問題を中心に、専門

用語、語索、表現方法を学んでpく。以下の教材を交互に使用して授業を進めてLぺ 。

1)スペイン πTEニュース (NHK衛星放送で放映)を多用する。ニュースの背景事情について解説

も行うので、国際問題への理解を高めてほしい。

2)日本の政治経済に関する論稿をスペイン語に翻訳してL、く 。日本をグローパルな観点から相対的

に「診るJ力を養いたい。

評価方法:出席点30点、授業への取り組み方10点、筆記試験60点の計 100点で総合評価する。

テキスト名:1)は特に教材なし。必要な場合にプリントを配布する。

2)は 『朝日新聞JAPANALMANAC 2000.1 (朝日新聞社)を使用する。

注意事項:2)は予習が不可欠である。積極的な学習意欲のある学生諸君の受講を歓迎する。

スペイン語研究 V ー 2 =堀悦郎

内外のスペイン語の新聞、雑誌から主としてラテン・アメリカ各国の政治・経済・社会に関する時

事問題を取り上げ、それらを講読しながら今日の各国事情を考察する。

ラテン・アメリカには合計33ヶ国があり、他方、授業日数は年間 25-26時間程度しかないとあって

は「広く、浅く jの弊は免れないが、 2年乃至3年間学んできたスペイン語の更なる研鎖と、『ミニ地

域研究jとの二兎を敢えて追うこととしたい。99年度はエル ・サルパドル、ホンデュラス、パナマ、

ベネズエラ、ボリビア、キューパ等の時事問題を取り上げたが今年度も引き続き、日本での情報が比

較的少ない、いわば I日本にとって遠い国々jを重点的に取り上げる予定である。

受講生諸君にはかなりのスペイン語の読解力が要求されるし、あらかじめ渡されるプリントを予習

するだけでなく、当該の諸問題の背景に関しでも何らかの予備知識を持って授業に参加することが期

待される。

評価方法:出席率と授業への参加の度合、平常の学習態度及び試験の結果などを総合評価する。

テキスト名:プリントを配布する。

注意 事 項:受講生が 40名を超える場合は選抜試験による人数制限を行うことがある。
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スペイン語研究 V - 3 
と かど かず えい

戸門一衛

時事スペイン語

スペイン語検定 2級程度の語学運用能力を養成することをめざして、政治経済問題を中心に、専門
用語、語索、表現方法を学んでL当く 。以下の教材を交互に使用して授業を進めてLぺ 。

1)スペインれTEニュース (NHK衛星放送で放映)を多用する。ニュースの背景事情について解説

も行うので、国際問題への理解を高めてほしい。

2)日本の政治経済に関する論稿をスペイン語に翻訳してLぺ 。日本をグローパルな観点から相対的
に「診るJ力を養いたい。

評価方法:出席点30点、授業への取り組み方 10点、筆記試験60点の計 100点で総合評価する。

テキスト名:1) は特に教材なし。必要な場合にプリントを配布する。

2)は 『朝日新聞JAPANALMANAC 2000j (朝日新聞社)を使用する。

注意事項:2)は予習が不可欠である。積極的な学習意欲のある学生諸君の受講を歓迎する。

スペイン語研究 V - 4 =堀悦郎
ζ_lf!_J立

す笥

内外のスペイン語の新聞、雑誌から主としてラテン・アメリカ各国の政治・経済・社会に関する時

事問題を取り上げ、それらを講読しながら今日の各国事情を考察する。

ラテン・アメリカには合計33ヶ国があり、他方、授業日数は年間 25-26時間程度しかないとあって
は「広く、浅く Jの弊は免れないが、 2年ないし 3年間学んで、きたスペイン語の更なる研鍍と、『ミニ
地域研究jとの二兎を敢えて追うこととしたい。99年度はエル・サルパドル、ホンデュラス、パナマ、
ベネズエラ、ボリビア、キューパ等の時事問題を取り上げたが今年度も引き続き、日本での情報が比
較的少ない、いわば f日本にとって遠い国々lを重点的に取り上げる予定である。

受講生諸君にはかなりのスペイン語の読解力が要求されるし、あらかじめ渡されるプリントを予習
するだけでなく、当該の諸問題の背景に関しでも何らかの予備知識を持って授業に参加することが期
待される。

評価方法:出席率と授業への参加の度合、平常の学習態度及び試験の結果などを総合評価する。

テキスト名:プリントを配布する。

注意事項:受講生が40名を超える場合は選抜試験による人数制限を行うことがある。
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4 )韓国語学科

韓 国 話一目 基 礎
はまのうえ

浜之上 幸

基礎をしっかり身につけよう

5月中旬まで韓国語の文字と発音の基礎を集中的に学ぶ。その後、 1)文法を中心に学ぶ授業を週 2

回、 2)作文を中心に学ぶ授業を週 l回、 3)会話を中心に学ぶ授業を週 3回、という構成で行なってい

く。

このうち、文法の授業は日本人教員が担当し、文法に関する体系的な知識の修得を行う 。また、作

文と会話の授業は韓国語の母語話者が担当し、個々の音、語、文の各レベルでの聴取力・発話力が体

得できるように徹底的に練習する。

さらに、約850語の単語テストも実施する。

評価方法:履修内容についての試験、単語テスト、平常時の出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:菅野裕臣著 『朝鮮語の入門』白水社、菅野裕臣監修 『朝鮮語を学ぼう』三修社、菅野裕

臣著 『基礎朝鮮語一文法と作文一j白帝社、徐尚授著 『基礎朝鮮語一会話編j白帝社、菅

野裕臣他編 『コスモス朝和辞典J白水社

注意事項 :最初の滑り出しが非常に重要であるので、必ず出席して授業の展開に遅れないようにさ

れたい。また、既習の者も慢心せず毎回出席すること。

L竺 国 語 基 礎 E 
はまのうえ

浜之上
みゆき

幸

6 単位
了一~
覆一一期

語形の分析力を身につけよう

基本的には、韓国語基礎 Iの5月中旬からの内容を継続する。異なる点は、文法の授業において、入

門書を 11月中旬に終え、その後 f韓国語初級読本jによるやさしい文章の読解を行なう点である。

評価方法:履修内容についての試験、単語テスト、平常時の出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:韓国語基礎 Iの使用教材に加えて、 『韓国語初級読本.1(神田外語大学韓国語学科編)を

使用する。

注意事項:1とは違って予習中心の授業になるので、よく準備して毎回の授業に臨まれたい。

。。
弓
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韓 国 語 基

自主的に学ぶカを身につけよう

礎 E 
はまのうえ

浜之上 幸

1)講読の授業を週 3回、 2)作文の授業を週 1回、 3)会話の授業を週 2回という構成で、行ってLぺ 。

講読の授業は、①語学的に多彩な文章を読むもの(菅野)、 ②時事的・文化的な内容の文章を読むも

の(土佐)、 ③論説文を読むもの(浜中)に分かれる。それぞれの授業の目標をよく理解して授業に臨

まれたい。

作文の授業(浜之上)では、まず f朝鮮語の入門jを30課まで終えた後、様々な分析的形式、用言
語尾などに焦点を当てつつ、発話場面が設定された会話体の作文練習を行う 。

会話の授業(南、鄭)では、基本的な文法事項を用いた会話が自由にできるような能力をつけるこ

とを目標とする。

また、 l年次に引き続いて、約2000語の単語テストも実施する。

評価方法:履修内容についての試験、単語テスト、平常時の出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:神田外語大学韓国語学科編 『韓国語初級読本1、菅野裕臣著 f朝鮮語の入門j白水社、徐

尚授著 f基礎朝鮮語一会話編J自帝社、プリント

注意事項:1年次よりも内容が高度化し、予習も大変である。気合を入れて能動的に授業に臨まれ

たい。

韓 国 量墨
田ロ 基

多彩な言語運用能力を身につけよう

礎 N 

韓国語基礎皿の内容を高度化させながら行ってpく。

評価方法:韓国語基礎皿に同じ。

テキス卜名:韓国語基礎Eに同じ。

はまのうえ

浜之上 幸 妄二事

注意事項:韓国語の中級レベルの完成期である。さらに高度な言語運用能力の修得を目指して努力

されたい。
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韓国 量五
回目 口 頭表現

ナム

南 潤珍

口頭での表現能力を習得することを目標とする。授業はすべて韓国語で進行する。様々な状況に応

じた会話の練習を行うと同時に、与えられたテーマに対する各自の考え方や、テーマに基づいて書い

た作文などを、授業への参加者の前で実際に発表してみることを通じて、口頭での表現能力を高めて

いきたい。

評価方法:試験、出席状況、発表内容などを総合して評価する。

テキス卜名:プリント

韓国 語 口 頭表現 E 南 潤珍
之』主主

主主語

「韓国語口頭表現 1Jの内容を引き継ぎ、さらに発展させつつ、一定のテーマをもとに韓国語による

プレゼンテーションやディスカッションを行うなど、様々な形で韓国語の口頭表現能力を高めたい。各

自の能動的、積極的な参与が望まれる。

評価方法:試験、出席状況、発表内容などを総合して評価する。

テキスト名:プリント
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韓 法 浜之上 幸通 訳日

通訳の技法を学ぼう

この授業では、逐次通訳や同時通訳のための基本的な技術を学ぶことを目標とする。LL教室を用
いて、基本的な文章を手始めとして、ある程度まとまった会話やニュース放送を通訳する練習を行っ
ていく 。

評価方法 :通訳内容をテープに録音するテストと出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:テープ教材を当方で準備する。

注意事項:韓国語の標準的な聴取能力を有していることが受講の必須条件である。なお、毎回の講

義時に 90分テープを必ず持参すること。

日 韓 権
出差
覆一一爾

通 訳 法 在淑

通訳の技法を学ぶ

逐次通訳や同時通訳の基礎的な技術を学ぶことを目的とする.基本的な短い発話を通訳することか
ら始め，さまざまな話題を扱いつつ，まとまった対話やニュース放送などにまで範囲を広げて通訳す
る練習を行っていく. LL教室を使用する.

評価方法:授業への参加度や学習態度，試験などを総合して評価する.

テキス卜名:プリント
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韓 日 翻 訳 法
はまのうえ

浜之上 幸

2 単位
百二弓王手
覆一一羽

翻訳書を分析してみよう

韓国語で書かれた小説と、それに対して信頼できる日本語訳のあるものを用いて、韓国語から日本

語への翻訳がどのように行われているかを調査し、毎時開発表していく形式で授業を行ってLぺ 。

その際、特に注目するのは、終止形の諸形式、分析的形式、階称、語索、年齢や性別による文体の

違いなどである。

評価方法:テストと出席状況を総合して評価する。

テキス卜名:プリントを配布する。

注意 事 項:日本における朝鮮語の文学作品の翻訳のあり方について関心のある者の受講を特に歓迎

する。

日 韓 翻 訳 法 権 在淑

一一
一

翻訳の技法を学ぶ

日本語で書かれた小説や詩をはじめとする文学作品と ，既存の韓国語訳を複数，比較対照しつつ，翻

訳のあり方を検討し，かつ実際の翻訳も試みる.

語葉と文法，そして文体の全てにわたって，具体的かつ体系的な分析を志向する.

評価方法 :授業への参加度や定期試験及び日常的な提出物によって総合的に評価する.

テキスト名:プリント
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時 鄭 長勲

一一
一事 韓 国 三五

回ロ

五月半ばまでは日本語Window上で、のハングル入力、及びハングルサイトの検索方法について習い
練習する。その後はそれをもとに韓国語の様々なメディアを読み聞きするととで、今日の韓国社会の
理解に努め、ひいてはそれらについての自分なりの批評能力を身につけることを目標とする。

評価方法:発表とレポート 。

テキスト名:随時プリントを配る。
/' 

時 鄭 長勲

2 単位
吉亡す草
覆一一期

事 韓 国 語 E 

時事韓国語 Iの継続。

評価方法:発表とレポート 。

テキスト名:プリント
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韓国語対話文
かん の ひろおみ

菅野裕臣

朝鮮語の生きた姿を対話文(テレビ劇のシナリオ)を通して学ぶことがこの講義の目的である。朝

鮮語は書きことばと話しことばのちがいが大きく 話しことばの露出した文にあらわれる形はしばし

ば辞書にもあらわれない。また韓国人の書く文には方言がまじったり，つづりをまちがえたり ，分か

ち書きに到っては特に不統ーもはなはだしいことが多い。これらをひとつひとつ親切にときほぐして

解説する。受講生は文のどの要素にも細心の注意が要求される。

評価方法 :平常の学習態度と試験

テキス卜名 ..金秀賢"Sarangimweogillae" (プリントを配布する)

注意事項:r韓国語対話文IIJをあわせて履修することが望ましい。

韓国語対話文 E 
かん の ひろおみ

菅野裕臣
2 !色主

主主語

「対話文 1Jにひきつづき，テクストを細心の注意をもって読み進める。表記にあらわれない濃音化

やリ エーゾンについて特にやかましく注意する。また句読法のあやまりについても指摘するであろう。

「対話文IIJでは特に学生諸君に読解してもらう。

評価方法:平常の学習態度と試験

テキス卜名:金秀賢"Sarangimweogillae" (プリントを配布する)

注 意事項:r韓国語対話文 1Jをあわせて履修することが望ましい。

-84-



2.副専攻語科目

英 ( a ) 
.LJ主主
上ニユ主
藍一一旦

量五
回目

First Year English for Non-English Majors 
ηlis course meets for two 90-minu旬 periodsper week. One of these c1asses focuses on reading/writ-

ing， the other emphasizes speaking/listening. A11 c1asses emphasize communication. In the reading c1ass 
students summarize and discuss the ωpics in出etβxtbook.In the speaking c1ass， students are given出e
oppo吋unityto interact in spoken English. 

評価方法:各々の先生が個別的に試験を行う。

テキスト名:未定

注意事項:中国語学科の学生は必修。

スペイン語学科、韓国語学科の学生は選択必修。

英 ( b ) 
L主主4
iニニ主主
後期

室五
回目

First Year English for Non-English Majors 
ηlis course meets for two 90-minutβperiods per week. One of these c1asses focuses on reading/writ-

ing， the other emphasizes speaking/listening. A11 c1asses emphasize communication. In the reading c1ass 
students summarize and discuss the ωpics in the textbook. In the speaking c1ass， students are given the 
opportunity to interact in spoken English. 

評価方法:各々の先生が個別的に試験を行う 。

テキス卜名:未定

注意事項:中国語学科の学生は必修。

スペイン語学科、韓国語学科の学生は選択必修。

E
U
 

0
0
 



英 量五
回ロ E ( a ) 

之j色i主
主ニ主主
前期

Second Year English for Non-English Majors 

This course is a continuation of First Year English for N on-English Majors. It meets for two 90-minute 

periods per week. One of these c1asses focuses on reading/writing， the other emphasizes speaking/lis-

tβning. All c1asses emphasize communication. In the reading c1ass students summarize and discuss the 

topics in the textbook. In the speaking c1ass， students are given the opportunity to interact in spoken 

English. 

評価方法:各々の先生が個別的に試験を行う 。

テキス卜名:未定

注意事項:中国語学科の学生は必修。

スペイン語学科、韓国語学科の学生は選択必修。

英 語 E ( b ) 
之j主主

左宣

Second Year English for Non-English Majors 

ηlis course is a continuation of First Year English for Non-English Majors. It meets for two 90-minute 

periods per week. One of these classes focuses on reading/writing， the other emphasizes speaking/lis-

tening. AlI c1asses emphasize communication. In the reading class students summarize and discuss the 

topics in the textbook. In the speaking c1ass， students are given the opportunity to interact in spoken 

English. 

評価方法:各々の先生が個別的に試験を行う 。

テキスト名:未定

注意事項:中国語学科の学生は必修。

スペイン語学科、韓国語学科の学生は選択必修。
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中 1 (a) 
之j邑韮

主三量
国 器

開

生きた教材を通して、中国語を「耳」で開いて分かり、「口」から正しい音を発せられるように、で
きるだけ発音の習得につとめ、その上に基礎的な語葉、文法、表現などを学習してゆく 。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキス卜名:rポイント学習中国語初級(新装版).1 東方書庖

r 1年生のコミュニケーション中国語J白水杜

中 1 (b) 
之』主主
i二二主主
後期

国 語

1 (a)に引き続き、さらに中国語の基礎能力を全面的に高めてゆく 。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキス卜名:rポイン卜学習中国語初級(新装版).1 東方書庖

r 1年生のコミュニケーション中国語j白水社

-87-



中 国 語 n (a) 
L..lI主主
主ニ主主
前期

初年度の学習を基礎に、購読、作文、会話を通じて、中国の文化、風俗、習慣の理解を深めるとと

もに、中国語の「聴」、「説J、「読j、「写」の総合能力をいっそう高めてゆきたい。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキスト名:rポイント学習中国語初級(新装版)J 東方書j吉

中 国 量五
ロロ n (b) 右主義

II (a)に引き続き、さらにバランスのとれた中国語学習の完成を目指す。

評価方法 :以下の各要素を総合して評価する。

1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキス卜名:rポイン卜学習中国語初級(新装版u東方書庖
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中 農 晃 主宝
国 語一一 E 

現在、専攻する言語以外に、副専攻としての中国語も将来のキャリアに役立つものにしようとする
学生は少なくない。本講義は、基本文法を一通り勉強しただけでは満足せず、さらに実用的な中国語
を身につけたい皆さんのためのものである。授業では、新聞、雑誌、テレビなどを活用することによっ

て、現在の中国社会を理解する上、聞き取る能力、話す能力、また文章の書く能力などの中国語の応

用能力を高める。さらにこの授業を通じて、中国語圏での旅行、生活やビジネスなどの実戦力を磨き、

将来のキャリアに役立つ中国語を身につけたい。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

l、学習態度

2、定期試験

3、出席状況

テキスト名:r実用中国語会話』 鳳書房

注意事項:授業中の勉強よりは、普段の練習、宿題の完成を要求し、重視する。

スペイン語 I ( a ) 

一一一
一

スペイン語 1(a)はスペイン語の「話し、書き、読み、聞くJという基本的言語運用能力を身につけ

ることを目的としている。授業は初級文法書を用いて二人の異なる先生について週二時間学ぶことに

なるが、履修者は進んで授業に参加し、外国語に対する抵抗感を無くすように心がけてほしい。なお

辞書と教科書はかならず持参すること。また出席をきわめて重視するので注意すること。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:未定
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スペイン語 I ( b ) 
ζ旦主主
1~3 年
覆一一司

基本的にスペイン語 1(b)はスペイン語 1(砂の継続・発展で、スペイン語の「話し、書き、読み、聞

くJという基本的言語運用能力を身につけることを目的としている。授業は初級文法書を用いて二人

の異なる先生について週二時間学ぶことになるが、履修者は進んで授業に参加し、外国語に対する抵

抗感を無くすように心がけてほしい。なお辞書と教科書はかならず持参すること。また出席をきわめ

て重視するので注意すること。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加昧して総合的に判断する。

テキスト名:未定

スペイン語 E ( a ) 

一一
一

スペイン語n(心は基本的にはスペイン語Iの発展で、スペイン語の「話し、書き、読み、聞く jと

L寸基本的言語運用能力を確実に身につけることを目的としている。授業は中級文法や購読、会話等

の教材を用いて二人の異なる先生について週二時間学ぶことになるが、履修者は進んで授業に参加し、

外国語に対して知的関心をもって積極的にかかわってLぺ姿勢が求められる。なお辞書と教科書はか

ならず持参すること。また出席をきわめて重視するので注意すること。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:未定
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スペイン語 E ( b ) 
2 j色4主
ξ笥

スペイン語II(b)は基本的にはスペイン語II(a)の継続・発展で、スペイン語の「話し、書き、読み、
聞く jという基本的言語運用能力をより充実させることを目的としている。授業は中級文法や購読、会
話等の教材を用いて二人の異なる先生について週二時間学ぶことになるが、履修者は進んで、授業に参
加し、外国語に対して知的関心をも って積極的にかかわってLぺ姿勢が求められる。なお辞書と教科
書はかならず持参すること。また出席をきわめて重視するので注意すること。

評価方法:定期試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:未定

ノ/

ス ノ、: イ 量五
回目

パロマトレナド

PALOMA TRENADO / E 

INTEGRACION DE DESTREZAS 
EI objetivo del curso es que el estudiante logre comunicarse eficazmente en las situaciones mas frecuentβS 

con las que puede encontrarse en un pais de habla hispana. 

Para el10 se consolidaran los conocimientos adquiridos en cursos anteriores y tambien se incluiran 
nuevos aspectos gramaticales， orientados al ambito de la comunicacion. 
Ellibro de texto se decidira el primer dia de c1ase. Se usara material audiovisua1 que ayudara tanωal 

area comunicativa como a la presentacion de la informacion sociocultural. 

評価方法:Asistencia， pa巾 cipacionyejercicios. 50% 

Examen 50% 

テキスト名:EI libro de texto se decidira el primer dia de clase. 

Q
U
 



韓 国 語 ( a ) 
さ
佐と

土
い
鄭

き
樹
ル
禎

目
昌
一一
一恩

韓国語はさまざまな面で日本語に似ており、日本人にとって最も学びやすい外国語であるといって

よいでしょう。英語のように語順の違いに戸惑うこともありませんし、日本語と共有する漢字語の発

音が似ているところなど、親しみをおぼえる点も少なくありません。しかし、やはり外国語である以

上、苦労せずにマスターできる道があるわけではありません。特に、発音のややこしさには悩まされ

ること必至でしょう 。悪戦苦闘する場面もあるでしょうが、どうか途中であきらめず、外国語習得の

楽しみを満明していただきたいものです。やる気さえあれば、週二回という限られた枠のなかでも、十

分に上達できる可能性のある言語だからです。授業では、文法と会話の両面から、韓国語を分かりや

すく、段階的に修得できるよう心がけています。でも、なによりも出席者の積極的な姿勢こそが成功

の鍵であることはいうまでもありません。

評価方法 :出席状況と試験

テキスト名:随時指定

韓 国 語 ( b ) 
き
樹
一一
禎

H

昌
心
恩

さ
佐

と
土
一鄭

「韓国語 1(a) Jを継続し、韓国語の基礎の修得を目指す。

評価方法:出席状況と試験

テキス卜名:随時指定

ワ
U

Q
d
 



韓 ( a ) 
…
昇
曾
樹

H
昌

m
中
さ
佐

叫
演
と
土

国 缶
四 E 

「韓国語 IJで学んだことを基礎に、韓国語の文法の知識を深め、さらに読解の能力を高める。文法
的にはこの段階で既に基礎的な事項はマスターすることが可能である。さらに、日本語と共通する漢
字語を効率的に学んで語葉を増やす努力をすれば、かなりの程度まで運用能力を身につけることがで
きる。積極的な学習態度で高い達成目標を目指していただきたい。

評価方法:出席状況と試験

テキス卜名:随時指定

韓 ( b ) 
…
昇
・
樹

目
昌

ω
中
さ
佐

山
演
と
土

国 語 E 

韓国語II (a)の内容を継続し、主として読解力の向上をめざす。

評価方法:出席状況と試験

テキスト名:随時指定
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フランス語 I ( a ) 
2 単位
了二弓草
前一一司

フランス語は典型的な「はじめ絶壁あとなだらか」式の言語です。とくに最初は苦労が多いのです

が、そこを持ちこたえることが肝腎です。皆さんのやる気をくじかないよう、できるだけポイントを

絞って教えていきます。ぜひこつこつと新しい知識を吸収し覚えていってください。その努力さえ惜

しまなければ、徐々に、フランス語という新しい言語を学ぶ楽しさと魅力に気づくはずです。

授業では日常の平易な対話をテキストとして、発音・語蒙・文法を学んでいきます。副教材として、

フランス文化の紹介を兼ねたビデオや音声資料等をしばしば使用します。言葉の学習を通して、フラ

ンス文化にも目を向けてほしいと思います。

評価方法:数課終わるごとに 1学期につき最低 2回の筆記試験を行います。豆テストはほとんど毎

回あります。未知の言語を学ぶ以上、出席は当然の条件であり、総合点で評価します。

テキスト名:教科書は開講時に指示します。

フランス語 I ( b ) 
三旦主主
1~3 年
夜一一司

フランス語 1(a)と同じ方針で授業を続けます。NHKラジオ・テレビのフランス語講座を活用す

るとさらに効果が上がるでしょう 。秋にはフランス語検定 4級に挑戦してみませんか。継続は力なり

をモットーに必ず声を出して勉強して下さい。

評価方法:1 (a) と閉じ。

テキスト名:1 (a)で使用する教科書を継続して使用。

-94-



フランス語 E ( a ) 

一一一
一

前半は初級の知識の仕上げを行います。後半は、各授業ごとに傾向の異なる 2種類の教材を選び、発
音・語蒙 ・文法の力を磨きます。同時に、フラ ンスという固とフランス人がもっている文化の多面性
を紹介していきます。NHKラジオ・テレビのフランス語講座を併用するとさらに効果が上がるでしょ
う。フラ ンス語検定 3級に挑戦してみましょう。

評価方法:進度に応じて筆記試験を行います。試験成績と出席および平常点の総合で評価します。

テキスト名:教科書は教室で指示します。

フランス語 E ( b ) 

一一一
一

フランス語n(a)と同じ方針で授業を続けます。2年間の苦しくて楽しい勉強を通して、皆さんは、
日本語、英語に続いて、フランス語という自分自身を相対化するための 3つ目の言葉のチャンネルを

まがりなりにも造ったのです。ごの際、もうひと手聞かけて、けっこう使えるレベルまでフランス語

をもっていってはどうでしょうか。NHKラジオ・テレビを活用し、フランス語検定 3級にぜひ挑戦

してみましょう。

評価方法:進度に応じて筆記試験を行います。試験成績と出席および平常点の総合で評価します。

テキスト名:教科書は教室で指示します。

F
D
 

A
3
 



フ フ ン ス 盟
問 E 藤田知子

一一
一

フランス語の話す、聞く、読む力を磨く語学面の勉強を続けます。フランス語圏の国々に行ったと

き、やっぱりフランス語をやっておいてよかった、と思えるレベルまで皆さんを引っ張っていきたい

と思います。仏検3級はかならずクリアしましょう 。授業でもその対策を講じながら、フランス文化

に親しむ時間も作る予定です。

評価方法 :平常点と定期試験により総合的に評価します。

テキス卜名:開講時に教室で指示します。

ド イ ツ 語 a 一一円

「新しい外国語を学び始めるときは、いつも、新しい恋人に出会ったときのように心が弾む」と言っ

た人がいますが、それほどではないにせよ、少なくとも諸君の知的好奇心を大いに刺激してくれるこ

とは間違いないでしょう。ドイツ統ーから早いものでもう 10年になりますが、ヨーロッパでのドイツ

語の重要性も増してきているようです。この授業ではまずABCと発音から始めますが、この時点です

でに挨拶のことばくらいは言えるようになっているでしょう。そして文法の基礎を学びながら、やさ

しい文章を読んだり、身近なととがらをドイツ語で表現する練習をします。語学は慣れです。積極的

に勉強してください。

評価方法:定期試験と平常点

テキスト名:未定
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ド イ 鴇筆
覆---，耳

語 b ツ

ドイツ語を半期やってみて、それほど難しくない、むしろ面白いという印象をもてたらしめたもの
です。ドイツ語は、英語に比べれば、発音も文法も随分規則的な言葉だというととも分かったでしょ

う。今学期ではドイツ語の知識をさらに深めていきます。具体的には、重要な動詞表現、時制、副文
章などを学び、ドイツ語による様々な表現の習熟を目指します。文法はもちろんそれ自体が目的では
なく、ごとばを使うための便利な道具にすぎません。そしてこの道具を自由に使いこなすには、ーに
も二にも反復練習あるのみです。毎年11月にはドイツ語技能検定試験があります。その四級合格を目
指して頑張ってください。

評価方法:定期試験と平常点

テキス卜名:未定

ド イ 量五
回目

一一
一jツ a E 

英語では数年かけて徐々に学ぶ文法事項を、ドイツ語の場合、わずか一年で一通りやってしまうわ
けですから、いくら大学生とはいえ、これはなかなか大変です。今学期は、その文法の復習を兼ねな
がら、様々なドイツ語の表現に触れるごとにしましょう。ドイツ語は基本的な文法をマスターしてお
けば、読むのはかなり楽です。もちろん読むだけではなく、語索(これが案外大事です)を増やしな

がら、口頭の表現練習にも多く時間を割きたいと，思っています。ドイツ人の先生が話す生のドイツ語

を聞くことでヒアリングの力もつくでしょう。

評価方法:定期試験と平常点

テキスト名:未定
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ド イ ツ 盟
問 E b 

之主主
2~4 年
覆一一羽

ドイツ語も一年半(ただし真面目に)勉強すれば、もう相当に慣れているはずです。 ドイツ語の言

語構造が分かることで、逆に英語の理解も深まったのではないでしょうか。さて、今学期はワク構造

など、いかにもドイツ語的な表現が多く出てくる文章を読むことで、さらに読解力をつける練習をし

ます。これは頭の訓練にもなるでしょう。聞き話す練習も当然ながら続けていくつもりです。外国語

は書く乙とができれば話せるともいわれますが、できれば書く方の練習もしたいと思っています。ド

イツ語技能検定試験三級合格は間違いないでしょう。

評価方法:定期試験と平常点

テキス卜名:未定

ド イ 、ソ 量五
回目 E 

あか ざわ もと む

赤沢元務

一一
一

今回は iSchauins LandJという、アメリカで作られた語学教材用のオーディオ・マガジンを使う

予定です。これはテキストとテープがセットになったもので、最新のニュースから歴史や文化まで、ド

イツ語圏の様々な情報が盛り込まれています。それにドイツ語のヒット曲もいくつか入っていますか

ら、諸君にも興味をもってもらえると思います。読解とヒアリングが授業の中心になりますが、それ

をもとに積極的な表現練習もするつもりです。耳に餅低ができるほどにドイツ語を聞いてもらいます。

そして時聞がゆるせば、 一流の作家の文章も読みたいと考えています。

評価方法:定期試験と平常点

テキス卜名:コピー。テープはダビングします。
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凶
知
的
綾

折
内
・
木

臥
坂
町
法

子

子
a 話一叩アン口

坂内知子

月曜の授業は実践的体験的な学習方法によりロシア語に馴れることを目的とする。 1(a)ではまず、
一文字一音が基本のロシア文字を早く修得し、スムーズに読めるようにする。やさしい構文での発音
発話練習へと続いてゆく 。

評価方法:定期期末試験(ペーパーとオーラル)。平常点重視。

ナウカ社

法木綾子

基礎的な文法の習得が中心で、簡単な表現からさらにそれを応用できる力を養っていきたいと思い
ます。ロシア語は文字が独特なので、まずはそれに慣れることからじっくり取り組んでいきます。

アキーシナA. テキスト名:r新ロシア語教程』狩野亨，

評価方法:授業中に行う小テスト、学期末試験等で評価します。

白水社テキス卜名:rロシア語へのパスポートl中島由美他

子

子

凶
知
山
綾

炉
内
・
木

日
取
り
法

b 盟
問アン口

坂内知子

1 (a)からのテキストにそって進むが、そろそろ前期学習の努力の差が現れるころ。積極的な意欲

は実感的な能力と単語力となる。内容も複雑になり必要に応じて文法的説明も行うが、音読、暗記、会
話練習が学習の要点。

評価方法:定期期末試験(ペーパーとオーラル)。平常点重視。

ナウカ祉A.アキーシナ

法木綾子

ロシア語 1 (a) に引き続いて授業を進め、

テキス卜名:r新ロシア語教程j狩野亨，

ロシア語の基礎文法のひと通りの習得を目指します。

評価方法:授業中に行う小テスト、学期末試験等で評価します。
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(a) に同じ。テキス卜名:ロシア語 I



子

子

凶
知
山
綾

U

内

-e木
臥
坂
町
法

a E 語アン口

坂内知子

過去 1年間で身につけた文法力、単語力、ロシア語感覚をさらに練習によって充実させつつ、応用

表現へと発展させてゆく。教科書外のコピー教材、ビデオ等によるロシア文化の紹介も行う。

評価方法:定期期末試験(ペーパーとオーラル)。平常点重視。

ナウカ社

法木綾子

前年度のロシア語Iのテキストの続きを学習します。それが終わったら文法の足りない部分を補い

ます。ロシア語を読む量も増えるので、必ず辞書を持つようにして下さい。

アキーシナA. テキス卜名:r新ロシア語教程j狩野亨，

評価方法:授業中に行う小テスト、学期末試験等で評価します。

口
子

子

凶
知
的
綾

U

内
き
木

日
現
m
法

大学書林テキスト名:rロシア語文法への旅』黒田龍之助

b E 缶
四アン

坂内知子

教科書やコピー、テキストを使用しての会話練習と並行して、コピー教材による講読も行う。ロシ

ア文化、現代ロシア事情に関するテキストを読み、ビデオ等を鑑賞することによって、ロシア語およ

びロシアへの広い興味と知識を得る。

評価方法:定期期末試験またはレポート。平常点重視。

(a) に引きつづき同じ。

法木綾子

今まで同様文法を中心に据えた授業ですが、ビデオを見るなどの生のロシア語に触れる機会も多く

していきたいと思います。

テキスト名:n 

評価方法:授業中に行う小テスト、学期末試験等で評価します。
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テキス卜名:コピー



イタリア語 I ( a ) 

一一一
則

簡単な日常会話を題材としてイタリア語の初歩を学びます。基礎的な文法事項の学習と会話表現の
練習を並行する形で進め、イタリア語の発音と初歩的な文法の知識を身につけるとともに、挨拶、自
己紹介、お礼の言い方、品物の頼み方など、ごく基本的な会話ができるようにします。受講する学生
は、新しい外国語に対して疑問を持ち、考えることによって、積極的に自分の視野を広げるようここ
ろがけてください。

評価方法 :期末試験および平常点で評価します。

テキスト名:未定

イタリア語 I ( b ) 一戸
イタリア語 1(a)にヲ|き続き、イタリア語の初歩を学びます。基礎的な文法の知識を確実にすると

ともに、場所や時聞をたずねる、自分の希望や好みを言う、相手に依頼するなど、実用的な表現を身
につけます。イタリア語を読んだり書いたりする練習もあわせて行ないます。

評価方法:期末試験および平常点で評価します。

テキスト名:未定
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イタリア語 E ( a ) 

一一
一

おもに日常会話を題材としてイタリア語を学びます。新しい文法事項の学習と会話の表現の練習を

並行する形で進め、過去の表現も含めて自分の日常生活についてイタリア語で表現できるようにしま

す。受講する学生は、単に言葉を暗記するのでなく自分で考え、表現することによって、外国語に対

する柔軟な態度を身につけるようこころがけてください。なお、受講できるのはイタリア語Iを履修

した学生に限ります。

評価方法:期末試験および平常点で評価します。

テキスト名:未定

イタリア語 E ( b ) 主互事

イタリア語II(a)に引き続き、おもに日常会話を題材としてイタリア語を学びます。それまでに学

んだ文法の知識を確実にするとともに、自分の日常生活や簡単な話題についてイタリア語で表現でき

るようにします。やや長い文を読んだり書いたりする練習もあわせて行ないます。

評価方法:期末試験および平常点で評価します。

テキスト名:未定
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アラビア語 I
引
則
一
滋

一日公
ω
村
吋
山

ω
中
川
柴

( a ) 

生まれて初めてアラビア文字に接する学生が大半であろうと思われる。最初の二ヶ月間位は目がな

れるまで大変であろうが、何とかついてきてほしp。字母が全部で28文字なのでやってみれば、思っ

た程難しくはないのにほっとすると思う。ただこの時期に手を抜くと取り返しがつかなくなるのでひ

とつ頑張って貰いたい。

評価方法:毎回の授業への参加と平常点を最も重視する。小試験も行う。定期試験の成績も加味し

て総合的に判断して合否を判定する。

テキス卜名:rたのしいアラビア語j本多孝一著、たまいらぽ

アラビア語 I ( b ) 
川
則
一
滋

U
H

公
叫
村
叫
山

材
中
川
柴

1 (a)に引き続きアラビア語の基礎を学ぶ。1(b)はアラビア語とはどんな音を発する言語か注

意深く聞いてもらう機会を多くするつもりである。アラビア語文章の単文構成について多くの例文に

接する。文法中心ではなく、例文に慣れることによってアラビア語というものに馴染んでいってもら

いたい。

評価方法:基本的には 1(a)同様の成績評価法をとる。

テキスト名:rたのしいアラビア語.13-4本多孝一著、たまいらぼ
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アラビア語 E ( a ) 
川
則
一
滋

μ
公

U

村
吋
山

町
中
山
柴

pよいよ動調の完了形を学ぶこととなる。アラビア語は動詞から始まる文章が圧倒的に多いという

面白い言語である。それが何故そうであるのか一緒に考えよう。また辞書は字母の順番に並んではい

ないという珍しい言語でもある。時制は二つのみ。即ち完了時制と未完了時制である。本学期は未完

了時制にも挑戦できるかもしれない。

評価方法:アラビア語Iと同様であるが、出席を重視する。四年生で就職活動のため出席できない

者についてはそのつど欠席屈を提出しておいてほしい。

テキス卜名:rたのしいアラビア語.]4~5 本多孝一著、たまいらぼ

アラビア語 E ( b ) 
川
則
一
滋

み公
U

村
内
山

ω
中
川
柴

二年間のアラビア語学習のしめくくりである。不規則動詞や派生形についても触れる所存である。使

用教材は日本で市販されている教科書として例外的といってもよい程例文の豊富な教材である。カセッ

トを使用して聴解練習してもらってきた能力を大切にしてほしい。

評価方法:普段の講義に真面目に出席してきた学生は例年優秀な成槙を試験でおさめてきた。それ

に鑑み、 二年聞とれまでやってきた勉強方法をそのまま継続しでも大丈夫である。

テキスト名:rたのしいアラビア語.15~6 本多孝一著、たまいらぽ
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ポルトガル語 I ( a ) 子
日
耕

制
昭付安

e
木

子
日
高

基礎的な会話・文法・語象を学ぶ(初級)

ブラジル、ポルトガル、 5つのアフリカ諸国など、ポルトガル語を公用語とする人々は現在約 l億
8000万人。世界で 7番目に多く話されている言語です。本授業ではもっとも多くのポルトガル語人口

をもっブラジルのポルトガル語を対象とし、基礎的な文法、会話、語葉を学んでいきます。また授業

では言葉の習得だけでなく、文化や習慣なども紹介していきます。

ブラジルはサッカーや音楽など日本人には親しみのある国ですが、それだけではありません。経済

や貿易関係、またすでに90年を迎えた日系移民の歴史など、地理的には遠くにありながら、日本との

接点は非常に多い国です。ポルトガル語の授業であるとともにブラジルへの関心をもっ学生諸君の参

加を歓迎します。

評価方法 :出席、平常点(授業への参加度、豆テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:最初の授業で指示します。

ポルトガル語 I ( b ) 
-』子日耕一

日
昭
一

円
安
e
木一

子
日
高
一

基礎的な会話・文法・語象を学ぶ(初級)

ブラジル、ポルトガル、 5つのアフリカ諸国など、ポルトガル語を公用語とする人々は現在約 l億
8000万人。世界で 7番目に多く話されている言語です。本授業ではもっとも多くのポルトガル語人口

をもっブラジルのポルトガル語を対象とし、基礎的な文法、会話、語葉を学んでいきます。また授業

では言葉の習得だけでなく、文化や習慣なども紹介していきます。

ブラジルはサッカーや音楽など日本人には親しみのある国ですが、それだけではありません。経済

や貿易関係、またすでに90年を迎えた日系移民の歴史など、地理的には遠くにありながら、日本との

接点は非常に多い国です。ポルトガル語の授業であるとともにブラジルへの関心をもっ学生諸君の参

加を歓迎します。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、 豆テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:最初の授業で指示します。

E
d
 

n
U
 



ポルトガル語1I (a) 子
日
耕

日
昭

付
安
e
木

子
日
高

文法・読解・会話力をさらに磨く(中級)

ポルトガル語 I修了者を対象とします。週2回の授業のうち l回は文法・読解(子安)、もう l回は

会話・作文(高木)を重視したクラスにする予定です。前期はしばらく昨年の基礎クラスの復習、仕

上げを行い、その後次のステップに移っていくことにします。1年間使用するテキストのほかに新聞

記事やハンドアウトなどを教材に利用します。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、豆テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:最初の授業で指示します。

ポルトガル語1I (b) 子
日
耕

日
昭

付
安
ぎ
木

子
日
高

文法・読解・会話カをさらに磨く(中級)

ポルトガル語 I修了者を対象とします。週2回の授業のうち l回は文法・読解(子安)、もう 1回は

会話・作文(高木)を重視したクラスにする予定です。1年間使用するテキストのほかに新聞記事や

ハンドアウトなどを教材に利用します。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、豆テス ト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキスト名:最初の授業で指示します。
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ベトナム語 I ( a ) 
き
紀
一
一
浮

き
佐
a

み
美

い井
v
日

首
相
付
春

ベトナム語は、中国語やタイ語と同様、声調のある言語です。声のトーンを上げたり下げたり、低
く止めたり、短く跳ねたり、なだらかに上下させたり・・・と大変変化に富む言語なのです。そのた
め、女性が話しているベトナム語を聞くと、小鳥がさえずっているような感覚を覚えます。もちろん、
この上がり下がりのために、同じスペルでも意昧が違ってきますから、用心してくださ p。

ベトナム語Iでは、ベトナム語の基礎を学びます。まずは、ベトナム語の 6声調と 11の母音を中心
に、発音練習から始めます。そして、「聞く、話す、読む、書く j乙とをバランスよく身につけること
を目指します。

正しい発音を身につけ、ベトナム人と簡単な日常会話ができるようになることが目標です。将来、ベ
トナムに旅行する際、ベトナム語で意思の疎通がはかれるように、実践的なベトナム語を身につけま
す。楽しい買い物の値切り方を覚えましょう!

評価方法:毎回の小テスト、宿題の提出、および学期末試験。

テキスト名:rベトナム語入門j(腹腐義塾外国語学校ベトナム語教員編集)

ベトナム語 I ( b ) 
き
紀
一
一
淳

さ
佐
a

み
美

い
井
が
日

ゆ
岩
村
春

ベト ナム語は、中国語やタイ語と同様、 声調のある言語です。声のトーンを上げたり下げたり、低
く止めたり、短く跳ねたり、なだらかに上下させたり・・・と大変変化に富む言語なのです。そのた
め、女性が話しているベトナム語を聞くと、小鳥がさえず、っているような感覚を覚えます。もちろん、
この上がり下がりのために、同じスペルでも意味が違ってきますから、用心してください。
ベトナム語 Iでは、ベトナム語の基礎を学びます。まずは、ベトナム語の 6声調と Hの母音を中心

に、発音練習から始めます。そして、「聞く、話す、読む、書く jことをバランスよく身につけること
を目指します。

正しい発音を身につけ、ベトナム人と簡単な日常会話ができるようになることが目標です。将来、ベ
トナムに旅行する際、ベトナム語で意思の疎通がはかれるように、実践的なベトナム語を身につけま
す。楽しい買い物の値切り方を覚えましょう 1

評価方法:毎回の小テスト、宿題の提出、および学期末試験。

テキス卜名:rベトナム語入門j(慶慮義整外国語学校ベトナム語教員編集)
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ベトナム語 E ( a ) 
き
紀
一
淳

さ
佐
a

み
美い

井
が
日

ゆ
岩
村
春

ベトナム語 Iで学んだ基本文法を基に、ベトナム語の運用能力をさらにアップさせることを目指し

ます。会話における丁寧・尊敬語などの複雑な表現や、対人関係による人称代名詞の使い分けを学び、

どのような年齢層の人ともスムーズに会話できるような応用力を身につけます。

また、図書館にあるベトナム語の新聞や雑誌などを講読することによって、語蒙を増やすと同時に、

ベトナムの時事問題にもアプローチできるようにします。

評価方法:毎回の小テスト、宿題の提出、および学期末試験。

テキスト名:rベトナム語入門.1 (慶慮義塾外国語学校ベトナム語教員編集)

ベトナム語 E ( b ) 
き
紀
一
淳

さ
佐
a

み美い
井
が
日

ゆ
岩
村
春

ベトナム語 Iで学んだ基本文法を基に、ベトナム語の運用能力をさらにアップさせることを目指し

ます。会話における丁寧・箪敬語などの複雑な表現や、対人関係による人称代名調の使い分けを学び、

どのような年齢層の人ともスムーズに会話できるような応用力を身につけます。

また、図書館にあるベト ナム語の新聞や雑誌などを講読することによって、語索を婚やすと同時に、

ベトナムの時事問題にもアプローチできるようにします。

評価方法:毎回の小テスト、宿題の提出、および学期末試験。

テキスト名:rベトナム語入門j(慶慮義塾外国語学校ベトナム語教員編集)
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インドネシア語 1 (a) 
，i'、な だ きょう 」

舟 回京子

『好きこそものの上手なれ。jある国の言語をマスターするには、まずその言語を好きになる乙と。イ
ンドネシア語はアルファベットで表記し、発音もローマ字読みで、文法もある程度までは非常に簡単
なので、単語さえしっかり覚えておけば初歩の会話はすぐにできるようになります。

一年終了時にはインドネシアへ行っても日常生活には困らない程度の「読み，書き、会話Jの力を

身に付けることを目標に、楽しい雰囲気の中で学生を中心に授業を進めていきます。

評価方法:成績の評価は出席回数、授業中の態度、試験結果を総合的に判断し、判定。

テキス卜名:rやさしい初歩のインドネシア語j舟田京子、南雲堂出版、その他。

インドネシア語 1 (b) 
ふな だ きょう

舟田京子

『好きこそものの上手なれ。jある国の言語をマスターするには、まずその言語を好きになること。イ
ンドネシア語はアルファベットで表記し、発音もローマ字読みで、文法もある程度までは非常に簡単

なので、単語さえしっかり覚えておけば初歩の会話はすぐにできるようになります。
一年終了時にはインドネシアへ行っても日常生活には困らない程度の「読み，書き、会話」の力を

身に付けることを目標に、楽しい雰囲気の中でインドネシア語 1(a)と同様の教科書を使用し、授業
を進めていきます。インドネシアを理解してもらうため、 1(b)ではインドネシア映画やインドネシ
アに関するビデオ鑑賞および音楽のディクテーションを行います。

評価方法:成績の評価は出席日数、授業中の態度、試験結果を総合的に判断し、判定。

テキスト名:rやさしい初歩のインドネシア語』舟田京子、南雲堂出版、その他。
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インドネシア語 n (a) 
，;.、な だ きょう 』

舟 田京子

前年度にインドネシア語 Iを履修した学生およびインドネシア語基礎文法を修得している学生を対

象に、話す力と読解力を更に養うことを目標に授業を進めます。まず、各学生に 1週間の間にあった

出来事をインドネシア語で話してもらい、それに対し質疑応答を行います。

次にインドネシアの文化、歴史、地理などについてインドネシア語で書かれている本を読み、イン

ドネシアについての知識も同時に深めていきます。

n (b)ではインドネシアの雑誌や新聞を講読する予定です。

評価方法:成績の評価は出席日数、授業中の態度、試験結果を総合的に判断し、判定。

テキスト名:プリント使用

インドネシア語 n (b) 舟田京子

前年度にインドネシア語 Iを履修した学生およびインドネシア語基礎文法を修得している学生を対

象に漉く力、書く力を更に養うことを目標に授業を進めます。

視聴覚の力を養うため、インドネシア音楽を聞いてディクテーションを行ったり、ビデオでインド

ネシア映画やニュースを見てもらいます。

次に簡単な手紙や書類を書くことが出来るようになるよう、インドネシア語で手紙や日記を書いて

もらい、その中でインドネシア語文法の修得を確かなものにしていきます。

また、会話の本を使用し、会話の決まり文句を覚えていきます。

評価方法:成績の評価は出席日数、授業中の態度、試験結果を総合的に判断し、判定。

テキス卜名:rやさしいインドネシア語の決まり文句j舟田京子、南雲堂出版、ビデオテープ、 CD使

用
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タ イ ( a ) 
すぎ やま しょう

杉山晶子
三五
回目

タイ語は、 5つの声調を持ち、見慣れない文字を使っていますが、語順が英語と基本的に同じで、助
調や単語の語尾変化がないため、文法は簡単です。やる気さえあれば、初歩的な会話はすぐにできる
ようになります。

授業は、発音、文字、文法の基礎をしっかりと学びつつ、聞き取り練習や実用的で楽しい会話の練

習、作文練習を中心に進めます。一年間の学習を通して、基礎的なタイ文字の読み書きを習得し、タ

イ人と意志疎通ができるようになる程の聞き取り能力、会話能力を身につけることを目指します。

評価方法:出席状況、試験などにより総合的に評価。

テキス卜名:水野潔・上田玲子 Iエクスプレス タイ語』白水社

タ 語 ( b ) 杉山品子

t
-

一一一
一イ

タイ語は、 5つの声調を持ち、見慣れない文字を使っていますが、語順が英語と基本的に同じで、助
詞や単語の語尾変化がないため、文法は簡単です。やる気さえあれば、初歩的な会話はすぐにできる

ようになります。

授業は、発昔、文字、文法の基礎をしっかりと学びつつ、聞き取り練習や実用的で楽しい会話の練

習、作文練習を中心に進めます。一年間の学習を通して、基礎的なタイ文字の読み書きを習得し、タ
イ人と意志、疎通ができるようになる程の聞き取り能力、会話能力を身につけることを目指します。

評価方法:出席状況、試験などにより総合的に評価。

テキスト名:水野潔・上田玲子 fエクスプレス タイ語』白水社

噌
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3.基礎科目

基礎演習 1 ，_ 2 3 
|2単位|

|1 年|

i 前期|

本演習では、演習形式を通じて、大学における学修・研究の基礎の習得を目指します。具体的には、

テキストの読み方、文献の検索の仕方、データの処理法、発表に対する準備や心構え、レポート作成

の方法、大学における研究生活のあり方等の基礎的・実践的オリエンテーションを図ると共に、様々

な専門分野の教員が分担することによって多彩Eつ広い学問的関心を呼び起こし、知的・学問的オリ

エンテーションを行うことをねらいとします。

以上の目的に基づき、各教員が自らの専門を生かした教育内容を独自に組み立てて授業を行うこと

になります。

(平成9年度以前入学者対象)

4単位(2クラス)必修。クラス指定あり。

(平成 10年度以降入学者対象)

2単位必修。4単位まで履修可。前期必修となる演習はクラスを指定しますが、後期の演習は自由選

択クラスとなります。
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基礎演習
ふな だ きょう

舟田京子
2 単位 l
1 年|

後期|
2 4 

最近、随分身近に感じるようになったアジア。しかしまだアジアを深く知る機会が少ない。そこで
本演習ではアジア、特にインドネシア、マレーシアを中心とした文化、歴史、社会に的を定めて学習
する。

その方法として、インターネットで世界中からどの程度インドネシア、マレーシアに関する知識を
得ることができるか、実体験してもらい、その中から各自がテーマを決め、発表してもらう。その後、

その発表についてディスカ ッションを行う。アジアを中心とする国際関係にも目を向けたい。

評価方法:出席、授業態度、発表内容、レポートを総合的に判断し、評価する。

テキスト名:なし

基礎演習 伊藤

2 単位 1
1 隼|
後期|

2 5 敬

人間の社会的形成

へレン・ケラーの『私の生涯jを基にして、私たちが社会の中でひとりの人間としてどのように形
成されていくかを考察しようとする。時代と社会の相違を認識しながら、現在の自分を振り返ってみ
る。三重苦といわれるヘレン・ケラーから、われわれは思いがけない多くの観点を気づかされるに遣
いない。それを明らかにすることを目標とする。

評価方法:レポート提出。出欠席を考慮する。

テキスト名:ヘレン・ケラー著 岩橋武夫訳 『わたしの生涯J(角川文庫)角川書庖

注意事項 :受講生は20人までとする。

内

J
唱
目
且

唱
・
且



基礎演習 2 6 岩井美佐紀
之j主主

上一一主
後 期

主に、新聞 ・雑誌などに掲載されたエッセイや世論調査の結果などを用い、読解力や分析力を養う

と同時に、各自の関心に沿った地域やテーマを選び、問題意識を鮮明にすることが目標である。

テーマに沿ってグループをつくり、文献収集やアンケート調査などを行い、学期末に数回に分けて

発表を行う。発表の際に行ったクラス ・ディスカッションを通し、さらに問題意識を深め、最後にレ

ポートを作成する。レポートの書き方(引用・参考文献リストの作成など)についても、適宜授業の

中で指導する。

評価方法:発表内容、ディスカッションでの意見およびレポートを総合的に判断して評価する。

テキスト名:印刷資料を随時配布して使用する。

基礎演習 2 7 
やす 島幸

子 安昭子

2 j主主

す一義

大学生活において最低 l度はレポー トを書く機会があるだろう 。なかにはゼミを履修し最終的に卒

業論文を仕上げる諸君も少なくないであろう 。レポート(論文)を書くにあたってはいくつかの「約

束事jがある。本授業ではそうしたレポート作成に必要なステップおよび方法を学ぶことにする。と

ともに「ものを書く jことを通して「自己の考えを表現する」練習の場となるようにしたい。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度)、レポートで評価。

テキスト名:最初の授業で指示する。
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基礎演習 藤田知子
2 j色4
1 1f 
後期

2 8 

問題意議をはっきり結った口頭発表とレポートの作成

言語に興味をもっ人のための基礎演習である。言語に関わるテーマならばどのような問題でも受け
入れる。およそのテーマを決めたら、必ず教師と意見交換し、自分はそのテーマについて一体何を知

りたいのか、何がわからないのか、明確な意識をもって調査を開始したい。だらっとしたしまりのな
L、発表は避けよう。自分で問題を発見し、構成を組み立て、まとめて、口頭発表をし、それを基に学
生が中心となって討論を行う。さらに、その成果を学期末までに小論文としてまとめて提出する。

評価方法:口頭発表、討論への参加度、および、最終レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:必要に応じて参考文献を指示する。

基礎演習
よし だ みつひろ

吉田光宏
L主主主

す一義2 9 

大学における知的活動の基礎的なことを学ぶ。特に以下の根本的な学問の方法の習得を目的とする:

1 )レポートの基本的な書き方、文章の組み立て方、議論の進め方;2)英文を中心としたテクスト
の読み方、要旨のつかみ方;3)データの収集、分析。2、3については、文化人類学的なものを学
ぶ。平易な入門書的テキストからの抜粋で、トピックとしては、日常生活と文化、女性/男性である
ことの意昧、異文化理解などについて扱う。

評価方法:レポート、発表、授業への参加

テキスト名:テキストの指定はしない。教材は随時配付する。

p
h
u
 



基礎演習 3 。ひ かきかっ し

樋笠勝士
之主主i立
上一___A
後期

自分の意見や考えを他人に分かるように表現することは、大学の研究において、例えばゼミやレポー

ト、そして(卒業)論文などにおいて重要であるのみならず、広く 一般的に他人とのコミュニケーショ

ンにおいても当然深く関わるものである。乙の基礎演習では、このようなコミュニケーションについ

ての広い見地から、自分の見解を(主観的に自己本位的にではなく)客観的に論理的に表現できるよ

うになることを目指す。そのために、政治・社会・文化・芸術などの様々な分野の事例を素材にして、

それに対して自分独自の「言説」を作る練習をしたい。

評価方法:成績の評価は、出席率・平常の学習態度・提出物などを総合的に判断する。

テキス卜名:なし

歴 史

近代日本史概観 I

品比

千 A 山領健
之』主主
1ニニ丘主
前期

言うまでもないことだが、近代日本の国家、近代日本の社会はもともとあったわけではなく、歴史

の中で作られて来たものである。その事実を確かに知るために、開国・明治維新を起点とする近代社

会と近代国家の歴史を学ぶ。前期の Iでは主としてその形成過程に重点を置いて概説的に講義する。

聴講者一人一人が近代日本について一定の基礎的な知識を身につけ、自ら歴史的展望を開くための

手掛かりを得ることを、授業の到達目標としたい。

評価方法:前期末の筆記試験で評価する。試験を放棄した場合は単位を認定しない。

テキスト名:テキストは追って指定する。参考書として、坂野潤治著 I大系日本の歴史⑬ 近代日本

の出発J(小学館ライブラリー)を推す。

注意事項:この科目を履修後、第二次世界大戦の戦時期を中心とする歴史学Eの講義を引き続き履

修することが望ましい。
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歴 史
戸比

一手 E A 
やま りょうけん じ

山領健
2 !邑丘

析官

近代日本史概説E

言うまでもないごとだが、近代日本の国家、近代日本の社会はもともとあったわけではなく、歴史
の中で作られて来たものである。その事実を確かに知るために、開国・明治維新を起点とする近代社
会と近代国家の歴史を学ぶ。主としてその形成過程に重点を置いて概説した Iに引き続き第二次世界

大戦の戦時期を中心に講義する。

聴講者一人一人が近代日本について一定の基礎的な知識を身につけ、自ら歴史的展望を開くための
手掛かりを得るととを、授業の到達自標としたい。

評価方法:後期末の筆記試験で評価する。試験を放棄した場合は単位を認定しない。

テキスト名:色川大吉 『近代日本の戦争-20世紀の歴史を知るためにJ(岩波ジュニア新書305)岩

波書庖

注意事項:あらかじめ歴史学 Iの授業を履修した上で聴講することが望ましい。

歴 史
凶4
f- B 桂 芳樹

之ー主主

主士重
ルネサンス史 (XV世紀後半)

ルネサンス史のうち、x.v世紀後半を扱う。東ローマ帝国の滅亡、百年戦争の終結による国際危機対

処の政治体制を歴史的転換ーニコラウスV世・コジモ主唱による 1455年「イタリアの平和J体制一世
紀前半を導いた各界指導者の交代と時代精神の転換一市民的人文主義から形市上学的人文主義へ一実
践的生活から観照的生活へ一争乱の 70年代:ノTッツィの乱とシクストゥス戦争。黄金の 80年代:ロ
レンツォ豪華公時代の芸術と文化一新プラトン主義・へルメス主義の制覇ーフィレンツェ・プラント
アカデミ一一フィチーノとコピー芸術の内面化、「根源的形象界jの図像としての芸術の開花ーギルラ

ンダイヨ、ボッティチェッリ、レオナルドーパドヴァ・アリストテレス主義の変容。「イタリアの平和J
の終罵の90年代:フランスの国家統一とシャルルXIII世のイタリア侵略ールネサンスの全ヨーロッノf

的光被。

評価方法:期末試験、平常点、出席状況など統合する。定期試験には教科書持ち込み可。

テキスト名:rルネサンス歴史年表n 1400ー1500j桂 芳樹著、エーアンド・工一社

注意事項:前後期通じて受講する方が分かりやすいが、絶対的条件とはしない。

人数制限は行わない。芸術関係はヴィデオ、スライドも使用。

円

i



• 

歴 史
品同

千・

ルネサンス史 (xv世紀後半)

E B 桂 芳 樹
Z一堂丘
工二二主主
後 期

ルネサンス史のうち、 xv世紀後半を扱う 。東ローマ帝国の滅亡、百年戦争の終結による国際危機対

処の政治体制を歴史的転換ーニコラウス V世 ・コジモ主唱による 1455年「イタリアの平和」体制一世

紀前半を導いた各界指導者の交代と時代精神の転換一市民的人文主義から形而上学的人文主義へ一実

践的生活から観照的生活へー争乱の 70年代:/ ~ ッ ツィの乱とシクストゥス戦争。 黄金の 80年代 : ロ

レンツォ豪華公時代の芸術と文化一新プラトン主義・ヘルメス主義の制覇ーフィレ ンツェ ・プラント・

アカデミ一一フィチーノとコピー芸術の内面化、「根源的形象界」の図像としての芸術の開花ーギルラ

ンダイヨ、ボッティチェッリ、レオナルドーパドヴ7・アリストテレス主義の変容。「イタリアの平和」

の終罵の 90年代 : フランスの国家統一とシャルルXIII世のイタリア侵略ールネサンスの全ヨーロ ッ / ~

的光被。

評価方法:期末試験、平常点、出席状況など統合する。定期試験には教科書持ち込み可。

テキスト名:rルネサンス歴史年表n1400 -1500J桂 芳樹著、工ーアンド・工一社

注意事項:前後期通じて受講する方が分かりやすいが、絶対的条件とはしない。

人数制限は行わない。芸術関係はヴィデオ、スライドも使用。

歴 史
，u.r， 
ザー

ルネサンス史 (xv世紀前半)

C キ量 芳樹
2 1邑丘

証主義

ルネサンス史のうち、泊/世紀前半を扱う 。クリュソロラスのフィレンツェ学寮で、の講義一古典文献

学と初期人文主義の発生一書記官文化と都市国家の論理一初期資本主義の発展とメディチ体制(コ ジ

モ) 都市共同体の発展と都市計画(フィレンツェ、ローマ)ールネサンス芸術の革新(ブルネ ッレ

スキ、マザッチョ、ドナテッロ、アルベルティ)ールネサンス精神の精華としてのサンタ ・マリア大

聖堂ールネサンス教皇権の確立(ピサ、コンスタンツ、パーゼル公会議、公会議至上主義の克服)ー

ギリシア ・ヘレニズム文明との遭遇としての東西両教会統一フィレンツェ公会議一百年戦争の終結と

コンスタンティノポリス陥落の衝撃ーローディの平和条約一イタリア五大国体制の成立。

評価方法:期末試験、平常点、出席状況など統合する。定期試験には教科書持ち込み可。

テキス卜名:rルネサンス歴史年表n 1400 -1500j桂 芳樹著、工ーアンド・エ一社

注意事項:前後期通じて受講する方が分かりやすいが、絶対的条件とはしない。

人数制限は行わない。芸術関係はヴィデオ、スライドも使用。
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歴 史
品L先

手

ルネサンス史 (xv世紀前半)

E C 桂 芳樹
之j主主

左官

ルネサンス史のうち、xv世紀前半を扱う。クリュソロラスのフィレンツェ学寮での講義一古典文献

学と初期人文主義の発生一書記官文化と都市国家の論理一初期資本主義の発展と メディチ体制(コ ジ

モ)一都市共同体の発展と都市計画(フィレンツェ、ローマ)ールネサンス芸術の革新(ブルネッレ

スキ、マザッチョ、ドナテッ口、アルベルティ)ールネサンス精神の精華としてのサンタ・マリア大

聖堂ールネサンス教皇権の確立(ピサ、コンスタンツ、パーゼル公会議、公会議至上主義の克服)ー

ギリシア・ヘレニズム文明との遭遇としての東西両教会統一フィレンツェ公会議一百年戦争の終結と

コンスタンティノポリス陥落の衝撃ーローディの平和条約一イタリア五大国体制の成立。

評価方法:期末試験、平常点、出席状況など統合する。定期試験には教科書持ち込み可。

テキス卜名:rルネサンス歴史年表n1400 -1500.]桂 芳樹著、工ーアンド・工一社

注意事項:前後期通じて受講する方が分かりやすいが、絶対的条件とはしない。

人数制限は行わない。芸術関係はヴィデオ、スライドも使用。

歴 史
μ4  
・チ

日本古代史〈武士の発生から武士政権の成立〉

D 粛藤 融
2 1主主
iニニ土主
前 期

日本における中世国家の形成とは、律令制国家の解体の過程でもある。古代的社会が変質し、新た

な秩序の担い手として武士が歴史の舞台に登場する。その具体的な様相を概観して日本史に対する理

解を深めることを目的とする。

講義例:武士とは何か/律令国家の軍事制度/蝦夷征討/平将門の乱/藤原純友の乱/平忠常の乱

/前九年・後三年の役/保元の乱・平治の乱/源平合戦/鎌倉幕府

評価方法:論述試験

テキス卜名:棚橋光男 I小学館ライブラリー 大系日本の歴史④ 王朝の社会J小学館

五味文彦 『小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑤ 鎌倉と京』小学館
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歴 史 ー民f-

日本中世史〈武士政権の展開〉

E D 寮藤 融
之j主主
1二二主主

筆一一週

治承寿永の内乱を経て源頼朝は鎌倉幕府を聞き、ここに本格的な武士政権が誕生する。東国政権か

ら出発して徐々に京都の公家政権から実権を奪って全国政権としての実質を備えるようになるが、中

世社会の具体的な様相を概観して日本中世史に対する理解を深めることを目的とする。

講義例:鎌倉幕府の組織/承久の乱/執権政治/得宗専制政治/元冠/鎌倉新仏教/倒幕運動/建

武新政/南北朝の動乱/室町幕府

評価方法:論述試験

テキスト名:五味文彦 f小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑤ 鎌倉と京J小学館

永原慶ニ 『小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑥内乱と民衆の世紀j小学館

歴 史
品L品

千

日本近世史〈江戸幕府の成立〉

E 斎藤 融
三一旦韮
1二二i主
前期

日本における近世国家の形成は、中世的秩序の解体によって開始された。中世的社会が応仁の乱な

どを契機に群雄割拠・下魁上の社会に移行し、新たな秩序が形成されてpく。その具体的な様相を概

観して日本近世史に対する理解を深めることを目的とする。

講義例:応仁の乱/戦国大名/織田信長と豊臣秀吉/関ヶ原/江戸幕府の成立/大坂の陣/島原の

乱と鎖国/元禄時代/新弁白石の時代

評価方法:論述試験

テキスト名:朝尾 直弘 『小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑨天下一統』小学館

漂谷 克己 『小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑨ 士農工商の世』小学館
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歴 史
戸崎

ー子

日本近世史〈幕藩体制の展開〉

E E 粛藤 融
L皇:....1立

が官

日本における近世の国制は幕藩体制と称され、戦乱の終息と鎖国によって比較的安定した時代であっ

た。商品貨幣経済の浸透により自給自足制が崩れていき、様々な矛盾を内包しつつ体制の維持を模索

する。その具体的な様相を概観して日本近世史に対する理解を深めることを目的とする。

講義例:享保の改革/田沼意次時代/寛政の改革/外国船の来航/化政文化/天保の改革/黒船来

航/安政の大獄/大政奉還

評 価方法 :論述試験

テキスト名:竹内 誠 『小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑩江戸と大坂j小学館

青木美智男 f小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑪近代の予兆j小学館

石井寛治 『小学館ライブラリー 大系日本の歴史⑫開国と維新』小学館

歴 史

20世紀世界史の展望 J 

品比

千・
やまりょうけん じ

山領健F 
z一旦i立

が笥

20世紀の世界全体の歴史を記述した一冊の歴史書を読み進める形式の授業である。取り上げる本は、

エリック・ホプズボウム (EricHobsbaum)の著書『極端な時代J(“AGE OF EXTREMES")0 r短い20
世紀 1914-1991Jの副題を持つこの大著を読んで、世界現代史と 20世紀の人類について総合的理解

を持とうとの無謀な挑戦を敢えて試みたい。内容は概ね下記の通り。1F. n Fは、後期2コマ続き

の授業なので(教師も学生も大変だが)、それを逆に生かして輿昧の続く授業の形を工夫したい。

評価方法:平常の授業への参加、レポート 、期末試験などを組み合わせる。

テキスト名:テキス卜については授業での指示を待つこと。

注意事項:r歴史学 1F Jを履修する学生は必ず「歴史学nF Jも同時に履修すること。
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歴 史

20世紀世界史の展望

~島
守ー E F 

やま りょう けん じ

山領健
2 1主主
lニニA主
筆一~星

20世紀の世界全体の歴史を記述した一冊の歴史書を読み進める形式の授業である。取り上げる本は、

エリック・ホブズボウム (EricHobsbaum)の著書 『極端な時代J(“AGE OF EXTREMES")0 r短い20

世紀 1914-199Uの副題を持つこの大著を読んで、、世界現代史と 20世紀の人類について総合的理解

を持とうとの無謀な挑戦を敢えて試みたい。内容は概ね下記の通り。1F. n Fは、後期 2コマ続き

の授業なので(教師も学生も大変だが)、それを逆に生かして興味の続く授業の形を工夫したい。

評価方法:平常の授業への参加、レポート、期末試験などを組み合わせる。

テキス卜名:テキストについては授業での指示を待つこと。

注意事項:r歴史学 IIF Jを履修する学生は必ず「歴史学 1F Jも同時に履修すること。

哲
戸.1.1，

一手 A 樋笠勝士
l......lt主主
工ニ1主
前期

西洋哲学の探究の歴史を概観すると、探究の対象について大きく 二つの問いの形式があると言える。

それは、「世界(宇宙・自分を含めた客観的環境)とは何か」という聞いと、「わたし(人生・自分自

身の主観的意識)はどこに向かうのかjという聞いである。例えば、 二つの問いは「普遍と個Jの問

題と言ってもよいし、また「事実と価値」の問題と言ってもよいであろう。すなわち、二つの問いは

「人間とは何かJという問いと「わたしとは何かJという問いの対比にもなり、また「この世の中の存

在は全体としてどのようなものであるのか、実際この世界はすべて何を根拠に成立し、どのように展

開しているのかjという問いと「わたしという個人は何のために生きているのか、わたしはどこから

来てどこへ向かっているのか、今のわたしはこれで良いのか」という問いの対比にもなるであろう 。そ

れぞれ我々にとって切実な問題となるが、おそらく科学的な考え方が浸透した現代の我々にと っては、

そして近代的市民社会の民主主義的な個人の価値観が行き渡った現代の我々としては、前者の問いに

は科学が、後者の間いには人生論が占有しているように思える。その時社会の中で一般的に「哲学Jと

呼ばれる営みは、実際の哲学の専門的な場とは違って、かなり後者の方の意味で捉えられることにな

るのではないだろうか。もしそうなら、そういう捉え方は現代の我々にと って容認していいものなの

であろうか、それとも本来的には別の捉え方をするべきなのであろうか。このような問題を考えてみ

たい。

評価方法:試験で判断する。

テキス卜名:適当なテキストを教室にて指定する。
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哲 ~ 
ーテ E A 

ひ かきかっ し

樋笠勝士
之j邑4立
iニニ主主
後期

Iの問題意識を前提にして、「普遍と個jや「事実と価値j等の問題を、具体的なテクストを読むこ
とで、解釈学的に探究してゆきたい。できれば、学生諸君の問題意識を共有するために、ゼミ形式や
ディスカッションを取り入れて、 一方的な講義にならないようにしたい。

評価方法:出席状況、平常の学習態度、提出物、試験等で総合的に判断する。

テキスト名:適当なテキストを教室にて指定する。

注意事項:原則として、哲学IAを履修し、単位を取得した者のみに受講資格があるものとする。

哲 品Lι
f- B 

ひ かきかっ し

樋笠勝士
之』主主
Lこ主主
前期

「哲学とは何かjという問いを掲げて、具体的な思想の理解を通じて、できるだけこれに答えること
を目指す。さしあたり以下の目次にて講義を進める予定である。

1) i知への愛jとしての哲学 a)広義の哲学・・・教養活動(パイデイア)

b)狭義の哲学・・-知の吟昧

c)l哲学」という言葉・・・西周
2)哲学する行為、その主体、その所産 a)哲学と哲学者

b)哲学と思想

c)哲学と哲学史

3 )哲学の課題一西洋哲学史解題心自然探究としての哲学

b)エロースとしての哲学

c)学としての哲学

d)哲学と神学

e)哲学と科学

。哲学と自我(文は「他我J)

g)哲学の将来

評価方法:試験で判断する。

テキスト名:適当なテキス卜を教室にて指定する。

q
J
 

n
L
 

唱
目
且



哲
声l.I，

ーま・ E B 
ひ かきかっ し

樋笠勝士
之j邑i立
1二二主主
後期

「哲学とは何かJという問いを掲げて、具体的な思想の理解を通じて、できるだけこれに答えること

を目指す。Iの概説を踏まえて、 Eでは特殊講義を行う。テクストを読みながら哲学の行為の現場を

理解し、自分でもその実践に自然に入れるように自己鍛練する。従って、履修者には積極的な参加意

識をもつことが要求される。

評価方法:出席状況・授業態度・試験等総合的に判断する。

テキスト名:適当なテキス卜を教室にて指定する。

注意事項:科目の性質上、哲学 1Bを履修し単位を修得した者のみに受講資格があるものとする。

倫理学 I A 

「近代」の方向づけ

. B 
み やiす まさずみ

宅正純
.2......lI主主

軒主義

われわれは日々、意識するしないにかかわりなく、さまざまな「方向づけ」を受けつつ人間関係を

営み、振る舞いを行なっている。本講義では、近代(現代)社会において機能している方向づけ・倫

理について論じることにしたい。取り上げるテーマは、「近代家族Jr競争社会Jrアイデンティティ」

「性Jなどである。

評価方法:レポートあるいは筆記試験。聴講態度を考慮する。

テキスト名:プリント、および 『それからJ(夏目激石、角川文庫版)

注意事項:倫理学Iを履修した者にのみ、倫理学IIA'Bの受講を許可する。
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倫 理
"Us. 

+ 

所有と理解、恋愛と友情

E A • B 
み やげ まさ ずみ

宅 正純
2....Jf主主

主宣

本講義では、「所有関係」と「他者理解J、また「恋愛Jと「友情Jを主題として取り上げ、これら
における「言語」の機能や「時間性jのあり方を考察する。乙れにより、さまざまな人間関係の質的
な差異を明確に出来れば、と考えている。

評価方法:レポートあるいは筆記試験。聴講態度を考慮する。

テキスト名:プリント

注意事項:倫理学IIA'Bは、倫理学Iを履修した者にのみ、受講を認める。

倫 理
品砧

-T 

自分が生きることついて知るとはどういうことか。

C 窪田高明
2 単証一「
1-4年|
後期|

動物は自分がいかに行動するかについて、あまり考えてはいないようだ。つまり、彼らは自分がし
たいことをしようとし、できないことはしない。彼らの行動の仕方は、生まれっき持っている一定の
パターンに従っているのである。ところが、人間にはさまざまの行為の仕方が可能なのである。そこ
で、人聞は行為の仕方を選択しないと生きてはいけない。人間の日々の生活は選択の連続であり、そ
の集積が人生である。では、人聞が行為を選択するための判断基準は何なのだろうか。それは楽しい
人生、立派な人生を実現することであろう。正しく生きることが、単純に感覚的な満足をもたらすも
のではないにしても、それが精神的な満足をもたらすものであると考えるならば、人聞は広い意味で

幸福になることを目標に自分の行為を選択しているといえよう。

しかし、自分が幸福になるためには、何をしたらいいのだろうか。どのような目標を設定し、どの
ように行為すればいいのか。一つの方法として、自分にとって理想的に見える人物をモデルにして、そ
の生き方を模倣するというやり方がある。しかし、これは実行すればわかるように、模倣すればする
ほど、その人と自分との違いを思い知らさせることになる。特定の時間、特定の場所、特定の環境に

産まれ、生き、死んでいく自分、そういう自分自身にとっていかに行動することがよいことなのか、そ
れを知るというのはどういうことなのだろう。

他の知とは基本的に異なる特質を持つ、倫理の知の在り方を考える。

評価方法:筆記試験。小論文に近い、記述式の問題である。

テキスト名:永井均・大庭健 『続道徳の理由jナカニシヤ出版
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宗教学 A • B 矢内義額
2 1主主
工二二主主

前期・後期

宗教現象の諸相

宗教学は，文化現象として，個人の諸々の行動や社会の場に現れている宗教を，客観的な立場から

研究する学問である。もちろん，多種多様な宗教現象を網羅することは不可能に近いが，本講義では，

諸宗教に見出される平行現象を取り上げ，宗教比較のための基本的観点を明らかにする。講義は以下

のように進められる予定である。

l宗教とは何か 2聖なるもの 3神と神々 4神話と儀礼 5清浄性の規定

評価方法:成績の評価は 出席試験ないしレポートを総合的に判断して評価する。

テキス卜名教科書は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。

宗教学 E A . B 矢内義額
之主主
1ニ丘主

後期・前期

世界の諸宗教

宗教学は，文化現象として，個人の諸々の行動や社会の場に現れている宗教を，客観的な立場から

研究する学問である。もちろん，多種多様な宗教現象を網羅することは不可能に近いが，本講義では，

個々の宗教をできるだけ取り上げ，それらの歴史的発展形態をたどることによって，諸宗教への理解

を与えるようにする。取り上げる宗教は以下の通りである。

l古代オリエン卜の宗教(メソポタミア・エジプト) 2古代イスラエルの宗教

3古代ギリシアの宗教 4古代インドの宗教(ヴェーダの宗教・仏教)

5キリスト教

評 価方法:成績の評価は，出席，試験ないしレポートを総合的に判断して評価する。

テキス卜名:教科書は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。
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文 飯田
之且主i立

証士量
声L島

守・ A 
いさむ

勇

『古事記1の神話

『古事記jを取りあげ、日本神話を概観する。日本最古の古典である I古事記jには、スサノヲの命

によるヤマタノヲロチ退治や因幡の白兎の話などが載っていて、この書物を読むとだれでもどこか懐

かしい思いをいだくだろう 。しかし、その懐かしい話が、 f古事記jという書物に、とのようなかたち

で記載されている乙とを知っている人は、かなり少ないに違いない。まず、 『古事記jという書物にじ

かに触れ、存在のそのままを知ってほしい。また、 『古事記jには、古典の始発の書物として、文学の

様々な問題を考えるヒントがたくさんある。例えば、神話と伝説や昔話との遠い、神話の主人公と小

説の主人公の違いなども、 『古事記』から学ぶことができることがらである。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:角川文庫 『古事記J

文 声同
一手 飯田

2.___ll主主
i二二企主
後期

E A 勇

f古事記j中・下巻の物語

Iでは I古事記jの上巻(神話)を講義し、 Hでは f古事記jの中・下巻の物語を読みながら解説

する。神武記からはじまり、 三輪山伝承、サホビメ・サホピコの物語、ヤマトタケルの物語など、紹

介したい話、是非読んで考えたい話は、ここにも多い。f古事記jを学ぶ大きな魅力のひとつは、文学

の源がぎっしり詰まっていることだ。私たちが文学をもとのもとから考えようとするとき、 f古事記j

の存在は絶対に欠かせない。例えば、文学はなぜ発生したのだろうか、などなど。Hでも、 f古事記j

の物語を読みながら、文学のあれこれを考えて、学生諸君を知的に刺激したい。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:角川文庫 『古事記』

巧
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文

1万葉集jの歌

，1lI， 

子 B 飯田 勇

之j主主

軒主義

『万葉集jは、日本最古の、たいへん魅力的な歌集である。Iの講義では、 f万葉集jの代表的な歌

や歌人を取りあげて、 『万葉集jの基本的な世界を概観する。I万葉集jは天皇の歌からはじまってい

るが、 天皇はなぜ歌をうたうのだろうか。このような問題にも、ちゃんと理由があるのだ。また、有

名な柿本人麻呂とは、いったいどんな人物だったのだろうか。人麻呂に関する研究は驚くほど多いが、

f万葉集jの記述から知られることは、ほんのわずかな情報に過ぎない。古代人の思考方法や歴史的な

背景を考えながら、 『万葉集jの歌をじっくりと味わうことにしよう 。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:講殻社文庫 f万葉集(ー)j 

文

万葉の恋歌

品L島

千 E B 飯田 勇

2 j邑丘
1-4年

後期

Hの講義では、特に 『万葉集jの恋歌を中心に取りあげる。万葉の恋歌を読み、古代の日本人が、恋

というもの、男女関係というものを、どのように考えてきたかなどを、文化史的に概観したい。ある

意味で、恋や男女関係に関する、日本的な考え方のルーツを、 I万葉集jの恋歌の有り様に求められな

いとともない。また、古代の官僚は、恋や女性についてどのような考え方をもっていたのだろうか。こ

れなども、興味深い問題であり、万葉恋歌を読むことによって、ある程度わかる問題である。万葉の

恋歌を丁寧に読み解きながら、日本の恋の文化について思いをめぐらしてみよう。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:教材は講義時に配布する。
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文 声A

T C • D 
いの うえ まさ 畠つ

井上正篤 主士量
「愛J、「罪」、「死j、「実存J等をキーワードに、青春小説の名作を鑑賞する。小説の細やかな読み込

みと、人生を文学的、哲学的に深く考察することを体得されたい。映画化・ドラマ化された作品はそ
のヴィデオも鑑賞する。

評価方法:成績の評価は、平常の学習態度およびレポート(詳細は掲示)を総合的に判断して判定

する。

テキスト名:サ ガ ン f悲しみょこんにちはj(新潮文庫)

石川 達三 『青春の躍朕j(新潮文庫)

文

その他 未定

品Lι
+ E C • D 

いの うえ まさ 畠つ

井上正篤
z一旦i立

が笥

「愛J、「罪J、「友情J、「死」、 「実存J等をキーワードに、夏目激石の長編小説を鑑賞する。小説の細

やかな読み込みと、人生を文学的、哲学的に深く考察することを体得されたい。映画化・ドラマ化さ

れた両作品のヴィデオも鑑賞する。

評価方法:成績の評価は、平常の学習態度およびレポート(詳細は掲示)を総合的に判断して判定

する。

テキスト名:夏目激石 fそれからj(岩漉文庫)

夏目激石 fこころJ(岩渡文庫)

その他未定
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美術史 A . B 

西洋絵画史くクラシック美術から古典主義の成立と発展>

おきゅ書

隠岐由紀子
之旦主i立
i二二主主
前期

紀元前5世紀に栄えた古代ギリシャの文化と美術は、古代ローマに受け継がれ、さらにはルネサン

スで見直されて、大きな古典主義の流れとなって、その後の西洋文明を支配してきたといっても過言

ではない。絵画の歴史において、それは教育規範(アカデミスム)ともなって、伝統、保守にも行き

着くのだが、一方でこれなくして革新、前衛もありえなかった。古典主義の成立と発展を、絵画中心

にたどり、西洋美術の行く末を左右した古典主義とはいかなるものであったか、その功罪を検討する

ことが、本講義の目標である。

古代ギリシャ、古代ローマ、ヘレニズム、ビザンティン、ゴシッ夕、ルネサンス、マニエリスム、パ

ロッ夕、フランス古典主義などの作例を紹介する予定である。

評価方法:学期末に自筆ノート持ち込み可で筆記試験を行う。出席数を考慮する。

テキスト名:特に定めないが、以下のような参考書を身近において、授業の進みにそって参照するこ

とが望ましい。

高階秀爾監修 『カラー版西洋美術史J(美術出版社)

諸川春樹監修 『西洋絵画史WHO'SWHOj(美術出版社)

f西洋絵画の主題物語 l聖書編、 J神話編J(美術出版社)

高階秀爾、三浦篤編 f西洋美術史ハンド‘ブ.ックj(新書館)

千足伸行監修 I新西洋美術史J(西村書庖)

美術史 E A . B 隠岐由紀子

西洋絵画史<アカデミスムの成立とそれへの反発>

主三量

古典主義はアカデミーの成立にともない美術教育の規範に取り入れられ、古典古代を真似さえすれ

ば芸術になるとするほど極論も飛び出すにいたる。その一方で古典主義からの逸脱の魅力、反逆の美

学も育ってゆき、豊かな近代美術が花開くのである。

宮廷美術の発展、市民美術の勃興、フランス革命期、新古典主義、ロマン主義、風景画の流行、レ

アリスム、モダニスム、印象派、新印象派、象徴派などの作品を紹介する。

評価方法:学期末に自筆ノート持ち込み可で筆記試験を行う。出席数を考慮する。

テキスト名:特に定めないが、以下のような参考書を身近において、授業の進みにそって参照するこ

とが望ましい。

高階秀爾監修 fカラー版西洋美術史j(美術出版社)

諸川春樹監修 『西洋絵画史WHO'SWHOJ (美術出版社)

f西洋絵画の主題物語 l聖書編、 J神話編J(美術出版社)

高階秀爾、三浦篤編 『西洋美術史ハンドブック.1(新書館)

千足伸行監修 f新西洋美術史j(西村書庖)
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美 吉村稔子
2 1主主
土二二主主
直一一塑

史術 C 

東洋美術史

日本を除く東洋諸地域(インド、東南アジア、中国、韓国)の仏教美術について概説します。各地
域の仏教美術の代表的作例をとりあげ、その伝播と変遷の様相について理解を深めることを目標とし
ます。スライド、ビデオによる作品鑑賞をまじえつつ講義をすすめます。

評価方法:レポート (400字詰原稿用紙10枚程度)。出欠席を考慮、します。

テキスト名:適宜指示します。

美 史 吉村稔子
2 1主主
iニ丘主
前期

術 D 

日本彫刻史<飛鳥・奈良時代>

飛鳥、奈良時代の仏教彫刻の代表的作例をとりあげ、関連する諸問題について講義します。個別の
彫刻作品の①制作(歴史的/思想的)背景、②表現技法、 ③様式の解明を通して、日本彫刻史の流れ

を明らかにすることを目標とします。スライド、ビデオによる作品鑑賞をまじえつつ講義をすすめま

す。

作品例:法隆寺金堂釈迦三尊像/法隆寺救世観音像・百済観音像/中宮寺半蜘思惟像/興福寺仏頭
/薬師寺金堂薬師三尊像/法隆寺五重塔塑像群/興福寺十大弟子像・八部衆像/東大寺法華堂不空絹

索観音像/東大寺戒壇堂四天王像/唐招提寺金堂庫遮那仏像/唐招提寺木彫群

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮します。

テキス卜名.'水野 敬三郎 『岩波ジュニア新書89 奈良・京都の古寺めぐり一一仏像の見かた一一一j

岩波書庖

水野敬三郎他編 『日本美術全集j第2、4巻講談社
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美術史 E C • 

日本彫刻史く平安・鎌倉時代>

D 吉村稔子
2 !邑丘
工二二.!A.
後期

平安、鎌倉時代の仏教彫刻の代表的作例をとりあげ、関連する諸問題について講義します。個別の

彫刻作品の①制作(歴史的/思想的)背景、 ②表現技法、 ③様式の解明を通して、日本彫刻史の流れ

を明らかにすることを目標とします。スライド、ビデオによる作品鑑賞をまじえつつ講義をすすめま

す。

作品例神護寺薬師加来像・新薬師寺薬師如来像/東寺講堂諸像/神護寺五大虚空蔵菩薩像・広隆

寺講堂阿弥陀知来像/室生寺金堂本尊像/平等院鳳風堂阿弥陀加来像/興福寺南円堂不空調索観音像

/東大寺南大門金岡IJ力士像/興福寺北円堂弥勅仏像

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮、します。

テキス卜名:水野敬三郎 『岩波ジュニア新書89 奈良・京都の古寺めぐり一一仏像の見かた一一』

岩波書庖

水野敬三郎他編 f日本美術全集j第 5、6、10巻講談社

言語学入門 1 A ・ B

言語記号とは何か

かな おか ひで ろう

金 岡秀郎

記号の体系である言語の基本的な特色を解説し、言語学の基礎を習得する。

l.記号とは何かを日常的な事例を挙げつつ説明する。

2.言語記号の特色を考える。日本語・英語のほか、方言 ・漫画等を例に見る。

3.音声・音素とは何かを解説する。

4.言語と文化の関係を考察。異文化の実例として遊牧的牧畜文化とモンゴル語の関係を取り挙げ

る。

評価方法:1 .定期試験

2.平常点(出席・授業態度等)

テキス卜名:田中春美他著 f言語学のすすめl大修館書庖

金岡秀郎著 『モンゴルを知るための60章j明石書庖

注意事項:定期試験には本人の写真(プリクラ不可)を貼付すること。教室内では携帯電話 'PH

Sの電源を切ること。当然ながら授業中の私語・飲食禁止。
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言語学入門 nA ・ B
かな おか ひで ろう

金岡秀郎
之j邑丘
i二二主主
後期

言語学と比較思想

I履修者の言語学理解をより広くし、今世紀の人文科学との交流を考察する。

1.言語学史のひとつとして比較言語学を略説する。

2.上記1.を踏まえ、 20世紀の人文科学における比較の思想を学ぶ。特に比較神話学・比較宗教
学の誕生を言語学との関連で考察する。自然科学との思想史上の交流にもふれる。

評価方法 :1 .レポート提出(12月に課題を出し、新年に提出)

2.平常点(出席・授業態度等)

テキス卜名:田中春美他著 『言語学のすすめj大修館書底

金岡秀郎著 『モンゴルを知るための60章』明石書J吉

注意事項:1 A. B履修者に限る。レポートには本人の写真(プリクラ不可)を貼付すること。教

室内では携帯電話・ PHSの電源を切ること。当然ながら授業中の私語・飲食禁止。

言語学入門 C 
いずみ

泉
くに ひさ

邦寿

人間の本質的なところと関わる「ことば」をどのように考えていったらよいのか、言語の内部構造
はもちろんのこと、それだけではなく、認知とのかかわりや、社会、文化といった外部との関係をも
視野に入れた広い立場から言語を考察していきます。ただし、あくまでも身近な具体的事例を分析す
ることを重んじます。

扱う分野は音声から意昧・語用論までを一応の対象としますが、すべてをまんべんなく取り上げる

のではなく、いくつかのトピックを取り上げる方式で授業を進めるつもりです。
Iでは、言語学の考え方、世界の言語状況、音声、形態などを扱う予定です。

評価方法:定期試験、出席状況、その他の課題(ある場合には)それらを総合して決めます。

テキスト名:鈴木孝夫 f教養としての言語学J岩波新書

注意事項:100人を超える場合は抽選とします。

q
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自語学入門 E C 
いずみ

泉 邦寿

2 単位
TτI草
覆一一羽田

人間の本質的なところと関わる「ことばJをどのように考えていったらよいのか、 言語の内部構造

はもちろんのこと、それだけではなく、認知とのかかわりや、社会、文化といった外部との関係をも

視野に入れた広い立場から言語を考察していきます。ただし、あくまでも身近な具体的事例を分析す

ることを重んじます。

扱う分野は音声から意昧・語用論までを一応の対象としますが、すべてをまんべんなく取り上げる

のではなく、いくつかのトピックを取り上げる方式で授業を進めるつもりです。

Hでは、統語論、意味論、語用論、社会言語学の諸問題を見渡します。

評価方法:定期試験、出席状況、その他の課題(ある場合には)それらを総合して決めます。

テキスト名:鈴木孝夫 f教養としての言語学j岩波新書

注意事項:この後期の授業の履修は、原則として、私の前期の授業「言語学入門 1CJを修得して

L、ることを前提とします。

言語学入門 E D 藤田知子

一一
一

言語分析の基礎(形態論から語用論まで)

昨年度後期に開講した「言語学入門 IJの後半部分に当たる授業です。言語学の分野である形態論、

統辞論、意昧論、語用論における基本的な問題の組み立て方と観察の仕方を、具体的な言語事実の分

析を通して学びます。取り上げる問題が自分が知っている言語ではどのようになっているのか、常に

考える習慣をつけて下さい。授業は講義形式になりますが、学生の皆さんの参加を期待します。「入門」

なので 1-2年次での履修が好ましい。

評価方法:筆記試験により評価します。

テキス卜名:開講時に教室で指示します。

注意 事 項:言語学入門 Iを既に修得していることを履修条件とします。前期のみの授業であること

に注意。履修希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。
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社 同 4

+ 加藤譲治

一一
一ム

宮 A 

個人が先か、社会が先か

社会学の基礎理論を学生諸君に理解してもらうことを意図している。いわば社会学入門の授業であ
る。社会学は「社会を扱う」学であるが、その社会とは自分と他者が、個人と個人が切り結ぶ相E作

用または関係性をさす。その関係性は多くの場合、規範や制度という形をとって私たちの前に立ち現

われる。その社会が、あるいは現代社会が、いかなる特徴を持ち、そしてどんな変化に晒されている

かを一緒に勉強していきたい。

評 価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価する。

テキスト名:rソシオロジ一事始めl中野秀一郎、有斐閣

注意事項 :出席重視

社 A 
~ 

凶s，

千・
か とうじよう じ

加藤譲治

2 単位
Tτ41F 
覆一一期

E A 

現代社会はどこへ行くのか

私たちは何らかの組織や集団に所属して生活している。そうした組織や集団、たとえば家族、学校、

企業などがそれであり、もう少し範囲を広げると都市とか国家、さらには国際社会まで含むのだが、そ

れらの現代的特徴を社会学的視点、から分析する。現代社会は、モダンからポストモダンへと大きな社

会変動に遭遇している。ここでは現代社会の問題を多元的にかつ判り易く講義する。

評価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価を行なう。

テキス卜名:rソシオロジ一事始めJ中野秀一郎、有斐閣

注意事項:受講条件とはしないが、加藤担当の「社会学 1Jを受講しておくことが望ましい。

F
D
 

q
u
 

'E且



社 ム一
A

品尚

子 B 
やま ぎし み I.J 

山 岸美穂
間差
前一一一司

日常生活の社会学

社会学の課題は、人間、社会、日常生活、人々の世界体験を理解することにある。この講義では、社

会学の基本的なものの見方、考え方を学習しながら、具体的な日常生活の理解を目指したい。人々の

関係、コミュニケーション、文化をキーワードに、誕生から死まで、人生のさまざまな場面にアプロー

チし、さまざまな人々との出会いと交わりのなかで、人生を旅するととの意味を探究する。

学生の皆さんには、社会学の知識を身につけながら、自らが生きる社会や自分自身の生活について

再考し、積極的に問題に立ち向かう力を身につけて欲しいと考えている。衣食住に始まり、家族関係、

友人関係、メディアと人間の関わりなどさまざまなテーマが社会学の視野に入ってくるのである。

評価方法 :定期試験を中心に評価する。ただし、双方向性の講義を目指し、講義時に感想を求めた

り、聞いを投げかけることがあるので、出席も重視する。

テキスト名:山岸健・山岸美穂 f日常的世界の探究風景/音風景/音楽/絵画/旅/人間/社会学』

慶慮義塾大学出版会， 1998 

その他、適宜、参考文献を紹介したり、講義時に、プリント、ビデオを使用する。

注意事項:自らの身体を通して、世界及び社会を深く体験しながら、講義内容の理解を深めてもら

いたい。

社 ム
宮

品同

寸・ E B 
やま曹し み ほ

山岸美穂

2 単位
TτI草
覆一一羽

現代社会論

現代はいかなる時代なのか。現代社会は、高齢社会、国際社会、情報社会など、さまざまな仕方で

理解されるが、私たちの日常生活や人々の関係は、時代の移り変わりのなかで、どのように変貌して

L、るのか。どのような事が「社会問題jになっているのか。

この講義では、具体的に、私たちの時代を読み解く出来事をとりあげると共に、文学、絵画、写真、

音楽、映画、建築などにも注目しながら、人間 ・社会・日常生活の舞台で人々が展開するドラマにア

プローチし、私たちが生きている時代と社会に対する理解を深めたい。出席者の皆さんにも意見を求

めながら、これからの時代の人間の生き方について共に考察したいと思う。

評価方法:定期試験を中心に評価する。ただし、双方向性の講義を目指し、講義時に感想を求めた

り、問いを投げかけることがあるので、出席も重視する。

テキス卜名:山岸健・山岸美穂 『日常的世界の探究風景/音風景/音楽/総画/旅/人間/社会学J
慶慮義塾大学出版会， 1998 

その他、適宜、参考文献を紹介したり、講義時に、プリント、ビデオを使用する。

注意事項:自らの身体を通して、世界及び社会を深く体験しながら、講義内容の理解を深めてもら

いたい。
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ネ土 ム
冨

~ι 

ー壬ー
C 

やまずし み 鼠

山 岸美穂 一一円

時間と空間の社会学

社会学の課題は、人間、社会、日常生活を理解することにある。

とごでは、人々のく時間〉、〈空間〉体験に注目し、社会学の基本的なものの見方を学習しながら、人

間の生活体験、世界体験を探究する。情報化の進展は私たちに何をもたらしているのか。旅すること

は、人聞にとってどのような意味をもっているのか。居住空間や学校空間は、今日、どのように変貌

しているのか。

人生を旅することの意味を、時問、空間体験を手がかりに考察し、さまざまな人々が世界のなかで

共に生きることの意義と意味を考察する。社会学の視点から日々の平凡な出来事にアプローチする時、

〈現実〉はこれまでとは異なる相貌で立ち現れるのである。

テキス卜名:山岸健 『日常生活の社会学j日本放送出版協会， N H Kブックス 309，1978 

山岸美穂・山岸健 f音の風景とは何かサウンドスケープの社会誌』日本放送出版協会，

NHKブックス 853，1999 

その他、適宜、参考文献を紹介したり、講義時にプリント、ビデオを使用する。

評価方法:定期試験を中心に評価する。ただし、双方向性の講義を目指し、講義時に感想を求めた

り、聞いを投げかけることがあるので、出席も重視する。

注意事項:自らの身体を通して、世界及び社会を深く体験しながら、講義内容の理解を深めてもら

いたい。

国 ム一
A

品L色

千・ E C 山岸美穂
主j主主
1-4年
覆一一潮

感性、身体、音の社会学

本講義では、人々の〈感性〉とく身体〉、ならびに、人々の音体験と人々によって体験された音風景

に注目しながら、人間・社会・日常生活・現代の時代様相についての理解を深める。

現代は、効用性や合理性が重視され、経済的価値が尊重され、機械技術の進歩によって、自然の人

間化が進み、人間の感性が次第に弱体化し、想像力の衰退が不安な出来事として感じられるようになっ

たことが指摘される時代である。こうした時代において、感性を豊かに躍動させ、想像力を柔軟に展

開させていくためにも、私たちにとっては、感性及び身体という視点から、人間の存在様相やリアリ

ティを問い直すことが重要なのである。

具体的な出来事に注目しながら、生きることを問い直したい。

評価方法:定期試験を中心に評価する。ただし、双方向性の講義を目指し、講義時に感想を求めた

り、問いを投げかけることがあるので、出席も重視する。

テキス卜名:山岸健 f日常生活の社会学J日本放送出版協会， N H Kブ.ックス 309，1978 

山岸美穂・山岸健 I音の風景とは何かサウンドスケープの社会誌J日本放送出版協会，

NHKブックス 853，1999 

注意事項:自らの身体を通して、世界及び社会を深く体験しながら、講義内容の理解を深めてもら

いたい。
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社 ム一
A

声比
一昔ー D 

あん どう きくお

安藤喜久雄 一叶

社会の基礎的単位としての人間の行為の分析、検討から始める。次いで人間の行為を規制する規範

や価値をはじめ、相E行為、対人関係、コミュニケーション、社会化など社会学における基本的概念

の検討を通して社会と個人とのかかわりについて考える。授業ではできるだけ具体的事実に即して説

明し、理解を深めるよう努める。

評価方法:受講生が少ない場合はレポートと出席点、の両者で評価する。

テキスト名:r社会学続論J安藤喜久雄・児玉幹夫編，学文社，￥2，100

ネ土 A
Z
 

A比

千 E D 安藤喜久雄
ζj主主
1~4 年
覆一一羽田

社会学の主要な対象である家族、地域、組織(官公庁、企業など)、国家などについてこれまでの研

究成果をふまえて社会学的視点より解説する。それとともに上記の各分野において、現在、どのよう

なことが問題になっているかを明らかにし、それを通して現代社会の当面している課題について理解

を深めるよう心掛けるつもりである。

評価方法:受講生が少ない場合はレポートと出席点の両者で評価する。

テキスト名:r社会学概論j安藤喜久雄・児玉幹夫編，学文社，￥2，100
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法

国家と法

~品
千 A • C 

あお やま はる き

青山治城

法や法学はとっつきにくいという印象があるかもしれないが、現代において「法のない世界jを想
像することができるだろうか。その際問題になるのは「法jということで何を思い浮かべるかであり、
それによって相当に違った世界が想像されるはずである。一口に法といっても、自然法、慣習法、礼
儀作法、国家の制定法、裁判所の判例法等々、さまざまなものがある。
本講義では、日常生活において出会う具体的な問題に即して、法の意味と限界について考えたい。そ

の上で、国家を構成する法(憲法)や国家と国家の関係を律する法(国際法)の基本問題(具体的に
は人権や国家機関、民主主義の問題など)に関する理解を深めることを目標とする。

評価方法 :成績評価は平常の発言や態度を勘案しつつ、基本的には期末試験の成績によって判定す
る。

テキス卜名:西村健一郎他編 『判例法学j(有斐閣)

参考文献:中川剛 f日本人の法感覚j(講談社現代新書)

樋口陽-r自由と国家J(岩波新書)

注意事項:法学Eから先に履修しでもよいが、法学は非常に広い問題領域に関わるので、基礎科目
としても両方を合わせて履修することが望ましい。

法

社会と法

品尚

子ー E A 
あお やま はる 曹

青 山治城 告主

現在では法と国家との関係が特に重要になってきているが、一般的人間関係のなかでも法は欠かせ
ない。例えば、盗品とは知らずにある商品を買った場合、もとの持ち主から返還請求されたら返さな
ければならないのだろうか。そもそも、「他人のものJを取ることはなぜ非難されるのか、約束はなぜ
守らなければならないのか。また、人を殺すことが犯罪になることを知らない者はいないと思われる
が、刑法には「人を殺してはならなpJとは書いていない。「死刑jと「殺人Jとは一体どこが遣うの
だろうか。

こういった身近な問題を手がかりにして、民法と刑法の領域における法の意義と限界について理解
を深めることを目標とする。

評価方法:成績評価は平常の発言や態度を勘案しつつ、基本的には期末試験の成績によって判定す

る。

テキス卜名:西村健一郎他編 『判例法学.1 (有斐閣)

参考文献:山田卓生 f私事と自己決定j(日本評論社)

団藤重光 f死刑廃止論J(有斐閣)

注意事項:法学Iと法学Eとは、どちらから履修しでもよいが、連続して履修することが望ましい。
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法
品u.
T B 森下史郎

一一一
一

本講義は、法学の基礎知識を理解することをテーマにして、法と法学への道では主として、法の解

釈と適用を、刑法では、犯罪と刑罰というテーマで、犯罪とは、刑罰とは何か、非行と少年法、安楽

死とプライパシイ、正当防衛と緊急避難、残虐刑と死刑等の問題を、また労働法では、労働契約、労

働条件、解雇、不当労働行為、争議行為等を基本判例を紹介しながら検討する予定。

評価方法:定期試験で評価

テキスト名:r法学j森泉章有斐閣ブックス

『判例法学』酉井/西村編有斐閣ブヅクス

法
声比

一章一
E B 森下史郎

主j主主
1-4年
覆一一羽

本講義は、民法、憲法の基本問題の理解にテーマを置いて授業を進め、民法では、私的自治と契約

の自由、過失責任と不法行為、内縁、婚姻、離婚、嫡出子、人工受精といった様々な問題を抱えてい

る家族法、親族法、遺言、遺留分、法定相続等の相続法を対象に、憲法では、プライパシー権利、法

の下の平等、表現の自由、人身の自由を検討する予定。

評価方法:定期試験で評価

テキス卜名:r法学j森泉章有斐閣ブックス

f判例法学j酉弁/西村編有斐閣ブ.ックス

-140一



政 =ιA 
Jロ

品均

千

デモクラシーの比較政治学

A • B 
いけ や とも あき

池 谷知明

今年度は比較政治学の観点から先進諸国の政治について考察する。アメリカ、イギリス、フランス、
ドイツ、イタリア、カナダの内閣、議会、選挙、政党などをテーマに講義を行う。これらの国は先進
デモタラシー諸国と一括されるが、講義を通じて、デモクラシーの有り様が、国によって様々である
ことが理解されるであろう 。またそのような相違にも関わらずデモクラシーと一括されるなら、デモ
クラシーとは何であろう。この疑問に答えることが、講義のもう一つの目的となる。

評価方法:原則として試験および任意提出のレポートの結果で評価する。

テキスト名:教科書は指定しない。参考文献については適宜指示する。

注意事項:講義が中心となるが、テーマによっては学生諸君に意見を求めることがあるので、積極
的に参加してほしい。

政 ごム
Jロ

市民と政治

品崎

千 E A • B 
いけ や とも 晶君

池谷知明

現代政治をめぐるいくつかのトピックにふれながら、政治および政治学の理解を深める乙とを目的
とする。扱うテーマはデモクラシ一、ファシズム、エリートと政治、大衆社会と政治、環境と政治、女
性と政治、世論と政治などである。

評価方法:原則として試験および任意提出のレポートの結果で評価する。

テキスト名:教科書は指定しない。参考文献については適宜指示する。

注意事項:講義が中心となるが、テーマによっては学生諸君に意見を求めることがあるので、積極
的に参加してほしい。
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政 :A 
J口

現代日本政治論 I

品L色

・チ C 
なが い

永井
ひろし

ご生
，回

日本は現在、大きな転換点に立たされている。戦後の発展を支えてきた経済成長が行きづまると同

時に、それと車の両輪をなしてきた平和憲法の空洞化が進んできているからだ。民主政治の出発、日

米安保体制、 55年体制の成立、高度成長とバブルの崩壊、自民党一党支配の終罵、政治改革と行政改

革、「国際貢献J論と PKO参加、日米ガイドライン、沖縄基地問題などを学ぶなかで、 21世紀の日本

が進むべき進路をみんなで考えてみよう。そのために、新聞・雑誌などの政治記事に関心をもち、そ

れを読み解く力を養いたい。

評価方法:期末試験を中心にその他の要素も加味する。

テキス卜名:テキス卜は特に指定しないが、参考書としてジェラルド・カーティス f日本の政治をど

う見るかj(N H Kライブラリー)、石川真澄 I戦後日本政治史J(岩波新書)など。

その他は授業中に適宜紹介する。

注意事項:r現代日本政治論 IJの次に rIIJを受講するのがのぞましい。

新聞、雑誌、テレビなどのニュースを通じて、日々の政治の動きに関心をはらうように

こころがけてほしい。

政 :A 
J口

現代日本政治論E

声比

一手 E C 
(1:がい

永井
ひろし

浩

2 !主主
1~4 年
葎一一商

国際社会と日本の関係を概説する。日本は現在、「第三の開国j期を迎えているといわれるが、それ

は、とれまでのように日本のお手本となるモデルがどこかにあった時代から、モデルのない時代への

船出である。また、国際社会にむかつて聞かれるのは、「国家」だけでなく「社会」もである。日本の

国際的地位の歴史的変化をふまえながら、米国とアジア諸国との関係を中心に経済の相互依存、戦後

処理と未来志向、 oDA (政府開発援助)外交、環境問題、 NG0 (非政府組織)の役割などを学ぶ。

それをつうじて、わたしたち一人ひとりが 21世紀の国際社会のあるべきモデルづくりにいかにかか

わっていくかを考えてみたい。

評価方法:期末のレポートを中心にその他の要素も加味する。

テキスト名:テキストは特に指定しないが、参考書として入江昭 『新・日本の外交J(中公新書)、五

百旗頭真 『戦後日本外交史J(有斐閣)。その他は授業中に適宜紹介する。

注意事項:r現代日本政治論 IJを受講したあとに rIIJをとるのがのぞましい。
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経済学 A • B 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

マクロ経済学を中心に

国内総生産 (GDP)の仕組みとその決定メカニズム、経済成長と景気循環、金融市場とその動き、実

物市場と金融市場の同時均衡のメカニズム(lS/LM分析)、財政金融政策と乗数効果、対外経済取引

と国際収支・為替レートなどマクロ経済学の基本的な概念、分析手段等について解説する。経済学的

な考え方を身につけ、現実の経済を見る目を養うことにより、新聞等で目にする機会の多い景気の動

きや経済政策の解説記事等を十分に理解できるようになることを目標にする。

評価方法:出席率、筆記試験(小論文、講義内容への感想等)

テキス卜名:未定(簡明な教科書を用いる)、適宜資料を配布する。

注意事項:経済学I、Hの内容を l学期に凝縮した99年度の経済学Eと内容的に一部重視するが、

GDP、景気、金融等のメカニズムを十分に理解するために重ねて受講することは差し支

えない。

経済学 1(前期)一一>経済学 II(後期)の順に受講しでも、逆に、経済学II(前期)一

一>経済学 1(後期)の順でもよい。また、前期あるいは後期に経済学 I、Hをまとめ・

て受講することも可能であり、経済学Iあるいは経済学Hを単独受講しでもよい。

経済学 E A • B 小菅伸彦

ミクロ経済学を中心に

需要と効用、企業と生産、消費者余剰と生産者余剰、市場と価格メカニズム、競争と独占、外部経

済と外部不経済などミクロ経済学の基本的な概念、主な学説の基本内容等について解説する。経済学

的な考え方を身につけ、現実の経済を見る目を養うことを目的とし、規制緩和の意味や、経済と環境

のかかわり等についても理解できるようなることを目標にする。

評価方法:出席率、筆記試験(小論文、講義に対する感想、など)

テキス卜名:未定(簡明な教科書を用いる)

注意事項:経済学 1(前期)一一>経済学II(後期)の順に受講しでも、逆に、経済学n(前期)ー

ー>経済学 1(後期)の順でもよい。また、前期あるいは後期に経済学I、Hをまとめ

て受講することも可能で、あり、経済学Iあるいは経済学Eを単独受講しでもよい。
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'L' 理

臨床心理学入門

，.u.ゐ
千・ A 

た はらしゅん じ

田原俊司
之』主i立
iニi主
前期

本講義では、心理的に不適応を起こし、悩み苦しんで、いる人々に対して、心理学や関連諸科学の知

識を用いて社会的・心理的に適応できるように援助するための基礎知識を学習することを目的として

いる。具体的には、①ICD-lO(国際疾病分類第 10版 1993年、WHO)やDSM-N(精神障害の診断統

計マニュアル第 4版 1994年、アメリカ精神医学会)に基づく神経症、精神分裂病、修病、精神遅滞、

自閉症、学習障害、多動性障害精などの精神(発達)障害の臨床像と診断基準、②面接法、行動観察

法、心理テスト法による心理アセスメント、について理解を深める。

*なお、受講対象は、実技をともなうため、人数を 60名程度に制限する。

評価方法:出席 (20%)、課題・実技 (40%)、試験 (40%)の総合により評価する。

テキス卜名:田原俊司(編著)rいじめ相験室』八千代出版

伊藤隆二・松本恒之(編)r現代心理学 25意』八千代出版

'L' 理

カウンセリング入門

声比

一手 E A 
た はらしゅん じ

田原俊司
2 1邑i立

が主義

本講義では、心理的に不適応を起こし、悩み苦しんでいる人々に対して、心理学や関連諸科学の知

識を用いて社会的・心理的に適応できるように援助するための基礎知識を学習することを目的として

いる。具体的には、心理学 Iの知見に基づき、クライエント中心療法、ゲシュタルト療法、論理情動

療法、マイクロカウンセリング等の心理療法について理解を深める

*なお、受講対象は、心理学Eあるいは教育心理学を履修済みの学生のみ受講可能で、ある。

評価方法:出席 (20%)、課題・実技 (40%)、試験 (40%)の総合により評価する。

テキスト名:伊藤隆ニ・松本恒之(編)r現代心理学 25章J八千代出版

田原俊司(編著)rいじめ相談室j八千代出版
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心理学 矢部富美枝• C B 

認知心理学入門

人聞を一種の情報処理システムと見なす認知心理学の観点から、環境の認知、記憶、思考過程につ

いて概観する予定である。

評価方法:定期試験(出席も考慮する)

テキスト名:大山 正(編)r実験心理学』 東京大学出版会

注意事項:定員60名(抽選)

認知心理学の全体的理解のためには、通年で履修することが望ましい。

心理学 E
や ベ ふみえ

矢部富美枝 平日B • C 

認知心理学入門

人聞を一種の情報処理システムと見なす認知心理学の観点から、環境の認知、記憶、思考過程につ

いて概観する予定である。

評価方法:定期試験(出席も考慮する)

テキスト名:大山 正(編)r実験心理学J東京大学出版会

注意事項:定員60名(抽選)

認知心理学の全体的理解のためには、通年で履修することが望ましい。
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心理学 D . 

社会心理学入門

E 
や ベ ふみえ

矢部富美枝
之且主i立

前育器期

社会心理学入門であるが、主として対人行動および対人関係に関する領域について概観する予定で

ある。

評価方法 :定期試験(出席も考慮する)

テキス卜名:大坊都夫・安藤清志(編)r社会の中の人間理解j ナカニシヤ出版

'L' 理

社会心理学入門

~ 
f- E D 

や ベ ふみえ

矢部富美枝
2 1色i立
i二二丘主
後 期

社会心理学入門であるが、主として対人行動および対人関係に関する領域について概観する予定で

ある。

評価方法:定期試験(出席も考慮する)

テキスト名:大坊郁夫・安藤清志(編)r社会の中の人間理解』 ナカニシヤ出版
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教 =岳町
同

件比

一章一

教育の基礎への間いかけ

A . B 
島ずま

東 敏徳
2 ~主主
1~4 年

前期・後期

教育ほど人の一生の中で重要なことは数少ない。その意味で私たちは教育について、学校教育はも
ちろん、様々な角度から考えなくてはならない。本講義ではまず、人が成長していく中で教育の果た
す役割について考える。それはとりもなおさず、「教育とは何かjという問いにつながる。この間いは
歴史上多くの人々により答えられてきた。その足跡を辿ることで教育に関わる本質的な知識を獲得す
ることができる。また授業では教育に関する身近なトピックを取り上げ、討議することで上の問いを
考えてpく。なお教職課程履修者はこの科目を履修しておくことが望ましい。

到達目標

今日の教育が持つ問題点を構造的に理解することを目標とする。その理解を得るため、授業では受
講者各自の教育に対する考え方をつきあわせつつ行う。

評価方法: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

つ。

テキス卜名:東 敏徳著 『教育って何だろうJ(ユージン伝 1 9 9 5) 

文化人類学 1A ・ B

アイヌ文化

みたむら しげ たか

三田村成孝

Iでは北海道アイヌ民族の文化について学んで、Lミく。近年、自然との共存がいわれているが、自然
民族としてのアイヌ民族は、狩猟採集民として自然とともに生きてきた。ただそうした生き方も、明
治以降は日本化の流れの中で農耕民として生きることを強制され、急速に変化を遂げ今日に至ってい

る。講義では、アイヌ文化復興の試みとともに、本来かれらの営んできた生活を再構成しながら、自
然と文化、民族などを学んでLぺ 。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:なし。参考文献は授業の中で紹介する。
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文化人類学1I A ・ B

沖縄文化

みたむら しげ たか

三田村成孝
之j邑i主
i二二主主
後期

Hでは沖縄の文化に焦点をあてて見てLミく 。沖縄は、明治になるまで琉球王国として独自の文化を

はぐくんできた。その中には日本の古い姿も随所に見出される。講義ではそうした沖縄文化から日本

人の生活について考えてみたい。

評価方法:筆記試験

テキスト名:;なし。参考文献は授業の中で紹介する。
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文化人類学 1 C ・D ベ
倍

あ
安 宰

ζj邑韮
上二丘主
前期

ヒトの一生

文化人類学は 120年程前に成立した若い学問である。世界には私たちの理解を越えた数多くの文化
がある。そのような文化を理解しようとするのがこの講義の目的である。本講義では「ヒトの一生Jを

テーマとして文化人類学の基本を概観する。

I ヒトはなぜ文化を持つのか一一 「文化Jとは何か

H ヒトはなぜお弔いをするか一一 「死Jの人類学

皿 子供はなぜ「お子様jか 一一 「誕生」の人類学

N i一人前Jとは何か一一 「成人Jの人類学

V i老pJの人類学

官 女性の人類学一一異質性と文化

四 身体と文化

咽 ヒトと世界観

評価方法 :学期末に試験を行い判断する。「一発jに自信の無い者は“保険"どして自主的にレポー

トを提出すること(強制ではなp)。詳細は講義中に話す。

テキス卜名:テキストに相当するものはない。文化人類学の全体像を知るだめには以下に示すうちー

冊を通読すれば足りるだろう。

f文化人類学を学ぶj蒲生正男他、有斐閣選書

f文化人類学j村武精一他、有斐閣

参考書は随時紹介する。一冊でも多く読みこなしてほしい。

注意事項 :出席が “単位"のための重要な鍵になる。
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文化人類学 nc ・ D ベ
倍

あ
安 宰

.Llt主主
1二二主主
後期

「他者」の文化人類学

文化人類学 Iの内容を受け、ヒトが異なった文化に接触したときにどのような事が生じるかを講義

する。我々とは異質な世界を もっ人達にとっての異質な人々という込み入った世界を考えて行く 。

1 i鬼」 一一異質な者の象徴

日 都市の人類学

皿 ヒトと交換

百 婚姻と交換

V 二元的世界観

VI i民族」 が創造されるとき一一エスニシティ

評 価 方法:学期末に試験を行い判断する。「一発jに自信の無い者は“保険"として自主的にレポー

トを提出すること(強制ではなp)。詳細は講義中に話す。

テキス卜名:テキストに相当するものはない。文化人類学の全体像を知るためには以下に示すうちー

冊を通読すれば足りるだろう。

『文化人類学を学ぶJ蒲生正男他、有斐閣選書

f文化人類学J村武精一他、有斐閣

参考書は随時紹介する。一冊でも多く読みこなしてほしい。

注意事項:出席が“単位"のための重要な鍵になる。

|文化人類学 E 
よし だ みつひろ

吉田光宏
之j色韮
工二二主主
前期

異文化・他者の文化人類学的理解:基本的アプローチ

文化人類学の基本的なパースペクティブ、 概念、方法論、問題点等を検証する。 異文化を理解す

るために、どのような文化人類学的アプローチがあるか、どのようにしてデータを収集するか、そこ

にはどのような問題点があるのだろうか。以下のような根本的な項目 を検証し文化人類学的理解や視

点を学んでいく :1)文化相対主義、2)自民族中心主義、 3)全体論的視点、 4)文化の概念、 5) 

Etic/Emicの分析概念、 6)文化の象徴性、 7)方法論としてのフィ ールドワーク、 8)実証主義と解

釈主義。

評 価 方法 :筆記試験

テキスト名:テキストの指定はなし。以下のような入門書等を使用。適宜コピーを配付。

Kottak， C. Phillip. 1997. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural An-

thropology. 

Schultz， Emily A.，and Robert H. Labenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspec-

tive on the Human Condition. 
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文化人類学 E E 
よし だ みつひろ

吉田光宏
L主主」主

主主語

異文化・他者の文化人類学的理解:社会構造とアイデンティティ

文化人類学的視点によるエスノグラフィー(英文のものが中心)を紹介しながら、以下のトピック
を中心に、奨文化/他者理解のためにどのような分析がなされ、問題点があるかを検証する:1 )ジェ

ンダーの視点;2)アイデンティティ形成と反抗;3)感情表現の文化的意昧;4)消費欲求の社会

性、政治性など。基本的な理論的概観をする一方で、具体的な例として、地域的には、日本、アメリ

カ、ミクロネシア、北アフリカなど多くの地域からのものを扱い、文化人類学への興味を深め、異文

化理解の在り方を探る。

評 価方法:筆記試験

テキス卜名:テキス卜の指定はなし。以下のようなものを使用。コピーを適宜配付する。その他随時

紹介。

憲

人権論

Abu-Lughod， Lila. 1987. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a 8edouin Society. 

Kondo， Dorinne. 1990. Crafting Selves: Power， Gender， and Discourses of Identity in 

a Japanese Workplace. 

Lutz， A. Catherine. 1988. Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian 

Atoll and their Challenge to Western Theory. 

McCracken， Grant. 1991. Culture and Consumption: New Approaches to the Sym-

bolic Character to Consumer Goods and Activities. 

法 A • B 青山治城

フランス人権宣言には「権利の保障と権力の分立が定められていない社会は憲法をもつものではな

pJという有名な条項がある。この定義からすると、憲法典の有無によって憲法の存否が決定される

わけではない。実際、憲法学が法学の l分野として定着したのはかなり新しいことである。

そういう点を踏まえて、本講義では、憲法が存在するといえるための第 l条件とされる「権利の保

障Jの意味考えることを通して「憲法jの理解をはかる。具体的な問題に即しながら、日本国憲法の

意義と限界を考えてLぺ 。

評価方法 :成績評価は、日常の授業態度や発言を加味しつつ、期末試験の成績によって行う。

テキス卜名:滝浦賢治編 『憲法の精神.1 (日本評論社)

参考文献:樋口陽一 I自由と国家.1(岩波新書)

注意事項:憲法Hから先に履修することは妨げないが、両方を合わせて履修することが望ましい。
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憲 法 E A • B 
島お やま はる き

青山治城
2 1邑」立

ま主義

統治機構論

日本国憲法はすでに50年余りの歴史を持っているが、最近では憲法改正論議も表面化している。こ

の憲法に対しては成立当時から反対論があり、政権政党が改憲を党是とし、革新派といわれる政党が

憲法擁護の立場をとるという、非常にねじれた様相が見られる。

その際、最も問題になってきたのは憲法9条の戦争放棄条項であり、これに対する態度は、政府・与

党も野党の側でも大きく変化しつつある。また、戦後の議会制度、行政組織に関する見直し作業も実

際に行われるようになってきた。こうした事態を受けて、改めて日本国憲法の成立事情を踏まえ、国

際環境の変化をも視野に入れて、日本国憲法の意義を考えたい。フランス人権宣言がいう近代憲法の

第2の条件である「権力の分立Jの意味を中心に、憲法理解を深めることを目標とする。

評価方法:成績評価は、日常の授業態度や発言を加味しつつ、期末試験の成績によって行う。

テキス卜名:滝浦賢治編 『憲法の精神j(日本評論社)

参考文献:樋口陽一 『自由と国家J(岩波新書)

注意事項:概要の所で述べたように、近代憲法は「権利保障jと「権力分立」という 2つの部分か

らなる。憲法Iが前者を、憲法Hが後者を中心に構成されているので、両者合わせては

じめて「憲法Jといえることを理解してもらいたい。

憲 法 I C 森下史郎

一一
一

本講義は、主として憲法の人権論に焦点をあて、近代憲法の成立過程で確立したものとされる様々

な自由権一法の下の平等、信教の自由、表現の自由、財産権を保障する経済的自由等ーを、また、現

代情報化社会の下で多様な問題を抱えているプライパシーの権利を検討する予定。

評価方法:定期試験で評価

テキスト名:r法学、憲法j森下他共著敬文堂

『新版憲法判例j池田、阿部編有斐閣双書

nJ
“
 

F
町

u
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憲 法 E C 森下史郎
2 1主主
1~4 年
覆一一司

本講義は、現代的人権とされる社会権一人間らしく生きる権利の保障としての生存権、能力に応じ

て、等しく教育を受ける権利、働く意思と能力のある人への勤労権、労働者の団結権、団体交渉権、団

体行動権ーを、また、公権力の不当な逮捕、監禁、拷問等をうけない自由としての人身の自由を中心

に、憲法改正論争の争点となっている戦争放棄、戦力不保持と自衛隊の問題、国民主権の原理、人権

論を支える平等主義の諸原則と矛盾する象徴天皇制の問題をも視野にいれて、進める予定。

評価方法:定期試験で評価

テキスト名:r法学、憲法1森下他共著敬文堂

『新版憲法判例J池田、阿部編有斐閣双書

経

人はなぜ働くのか

戸内
昌

品&品

千 加藤譲治
2 1邑丘

軒主義

現代は企業社会であると言っていい。企業の目的は特定の財とサービスを社会に提供することによっ

て利潤を獲得することにある。そこに貫徹する論理は経済合理性である。企業で働く従業員は生身の

人間である。人間の働く動機は社会性や公正性にある。企業と従業員との間にある緊張関係を、いか

に調整できるかが良い経営の条件である。人事労務管理の思想的変遷を学習し、今日的問題を考える

分析視点を明らかにする。

評価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価する。

テキス卜名:r人事労務管理の思想j津田真徹、有斐閣

注意事項:出席重視
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経

「働き方」がかわる

戸崎

昌
品同

手・ E 加藤譲治

2 !主主

析官

わが国企業社会も、また勤労者の働き方も、今日大きな転換期を迎えている。そのことに焦点、を合

わせて授業をすすめたい。従来型の組織人モデルと新しい働き方であるプロフェッショナルモデルと

を対比させて、その可能性と問題点を明らかにしたい。このことは「日本的経営」の評価と検討につ

ながる問題でもある。これからの時代の「働き方jを学生諸君と一緒に考えてみたい。

評価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価する。

テキス卜名:教材はそのっと配布ないし指定する。

注意事項:受講条件とはしないが、「経営学 IJの受講を望む。

統計学 A • B 芝原信幸

本講義において、まず、現実の統計データの記述に関する基本事項から出発し、データ解析の基本

と考えられる回帰分析までを講義したい。

講義に際しては、統計解析の背後のある、統計理論を学び取っていくことを主眼とするが、統計学

は実践上の学問であり、統計理論に裏付けられた実践も、統計学に課せられた課題でもある。従って、

実践演習を多く取り入れた授業内容となろう 。また、必要上、パソコンを用いた授業となるが、パソ

コン初心者を前提とした授業を心がけるつもりである。

評価方法:試験、レポート、平常の学習態度を総合的に評価する。

テキス卜名:テキス卜は使用せず、レジュメ、データは必要に応じ、ファイルの形で配布する。従つ

て、フロッピーは各自用意すること。

注意事項:パソコンの台数の都合上、受講希望者が多数の場合、履修人数制限を行うことになろう。

(定員 40名程度)
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統計学 E A • B 芝原信幸

前期の統計学Iから、さらに、 一歩進み、得られた統計情報から、対象となる事柄の推定、あるい
は、検定、予測等の科学的判断のツールとしての統計手法に重点を置いた講座である。
本講座では、確率を根底に置き、統計的に判断をしていく手法を説明していくことにする。授業に

おいて、統計学の理論的側面をある程度満喫していくことになろう。また、その理論的側面を理論の
み終わらせないように、コンビュータを用いての実践演習を併用した授業となる。

評価方法:試験、レポート、平常の学習態度を総合的に評価する。

テキス卜名:テキストは使用せず、レジュメ、データは必要に応じ、ファイルの形で配布する。従つ
て、フロッピーは各自用意すること。

注意事項:※講座の性質上、原則として、統計学Hの履修者は、統計学Iの履修者に限定する。
※パソコンの台数の都合上、受講希望者が多数の場合、履修人数制限を行うことになろ
う。(定員40名程度)

生 物
，u.島
千 A 

てら だ みな

寺田美奈子
之主主i立
証主義

生物と環境とのかかわり

新聞やテレビのニュースの中には、環境問題に関するものが毎日のように報道されている。また、現
在の国際問題の理解や解決には多くの環境問題に関する知識が不可欠とされるようになってきた。特
に地球環境問題の多くは、人間活動によって環境と生物の関わり合い方のバランスにくるいが生じた
ことによっておこっている。この授業では、生物と環境とのかかわりについて、基本的、 一般的な関
係を理解してもらうことを目的としている。授業は、出来るだけ多くのビデオ教材やスライド使いな
がら講義を中心に進める。

講義計画 l回 生物と環境のかかわり① 7回生物と水環境

2回生物と環境のかかわり②

3回生物と環境のかかわり③

4回生物と温度環境

5回様々な温度環境と生物

6回生物と光環境

8回様々な水環境と生物の生活
9回生物と大気環境

1 0回生物と土撰環境

1 1囲気候と植生

1 2固 いろいろな気候と生物の生活

評価方法:定期試験の点90% 平常点 10%で評価する。

テキスト名:必要に応じてプリント資料を配布するので、特に使用しない。

注意事項:特に無し。
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生 物
品尚

子一 E A 
でらだ み

寺田美奈子
之j邑i立

証官

生態系と環境問題

新聞やテレビのニュースの中には、環境問題に関するものが毎日のように報道されている。また、現

在の国際問題の理解や解決には多くの環境問題に関する知識が不可欠とされるようになってきた。地

球環境問題の多くは、生物と環境のかかわりについての有効な概念である生態系のしくみと深くかか

わっている。この授業では、先ず生態系の概念を確実に理解してもらい、さらに現在おとっているい

くつかの環境問題について、生態系のしくみと関連づけながら、出来るだけ最新のビデオ教材やスラ

イド使い講義を中心に進める。

講義計画 l回環境問題と生態系 7回環境汚染と生物濃縮

2回生態系の概念 8回 生態系における生物群一分解者

3回 エネルギーと物質の流れ 9回海や湖沼の富栄養化

4回 生態系における生物群一生産者 1 0回 熱帯林の破壊と地球環境

5回 植物生産と食糧問題 1 1回 環境にかかわる国際機関・条約①

6回 生態系における生物群一消費者 1 2回 環境にかかわる国際機関・条約②

評価方法:定期試験の点 90% 平常点 10%で評価する。

テキスト名:必要に応じてプリント資料を配布するので、特に使用しない。

注意事項:生物学IAを履修していることが望ましい。
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生 物 ~負

手
てら だ みな

寺田美奈子B 

生物と環境のかかわりくキャンパスの自然観察とビデオテープによる>

之主主i立
証主義

この授業では、生物と環境とのかかわりについて、主に観察や簡単な実習など実際に目や手の感覚
を使って調べることによって理解してもらうことを目的としている。授業は、二つのテーマで進める。
①キャンパス周辺の生物を教材にして、身近な生物と環境の観察および測定を中心に授業を進める。②
地球上のいくつかの特徴的な環境に生息する生物の生活について、ビデオテープやスライドを教材に
して生物と環境の関わり合いについての理解を深める。

主な内容を以下にあげると

・キャンパス周辺の生えている植物の観察

.キャ ンパス周辺の野鳥の声とその観察

-植物の構造(葉 ・花・果実)と簡単な分類

.熱帯の環境と生物の生活

-乾燥地の環境と生物の生活

-寒帯、亜寒帯の環境と生物の生活

.日本列島の環境と生物

-葛西臨海水族国見学

などを予定している。

評価方法:観察や実習を中心とするので、出席点を重視する。毎回レポート等の提出物を要求する。

テキス卜名:必要に応じてプリント資料を配布するので、特に使用しない。

注意事項:観察や実習を行うための器具や準備の必要上受講者の人数を50名に限定する。人数調整

は抽選による。
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生 物
品L島

千 E B 

生態系と環境問題<簡単な実習とビデオテープ学習による>

てら だ みな

寺田美奈子
之j主主

炉主義

この授業では、生態系と環境問題とのかかわりについて、主に観察や簡単な実習など実際に目や手

の感覚を使って調べることによって理解してもらうことを目的としている。Hでは、環境問題の理解

の基礎となる生態系のしくみについての理解を深めてもらった後、出来うる限り観察および測定を中

心に授業を進める。また、現在おこっている環境問題について生態系のしくみと関連ずけながら、ビ

デオテープやスライドを教材にして授業をすすめてゆく 。

主な内容を以下にあげると

-キャンパス周辺の植物生産量の測定

.キャンパス周辺の水の汚染度の測定

.落葉の分解過程の観察

-食物連鎖と生物濃縮(ビデオ)

-熱帯林の破壊と地球環境(ビデオ)

.キャンパスに酸性雨は降っているか

などを予定している。

評価方法:観察や実習を中心とするので、出席点を重視する。毎回レポート等の提出物を要求する。

テキス卜名:必要に応じてプリント資料を配布するので、特に使用しない。

注意事項:観察や実習を行うための器具や準備の必要上受講者の人数を70名に限定する。人数調整

は抽選による。
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イヒ

生活化学

品L品

千
お ぐら ひき

小倉久子
主主」立

軒主義

「化学Jと聞いただけでアレルギーをおこす人はいませんか。でも、私たちの生活はあらゆるところ

で化学の思恵を受けているのです。化学では化学の苦手な人のために、身近な生活の中からテーマを

取り上げて、化学的な視点から考えます。

テーマ例

・ものが燃えるというとと

.貴金属と宝石

・石鹸と洗剤

など

評価方法 :筆記試験およびレポート

テキスト名:必要に応じてプリントを配るので、テキストは特に使用しない。

イヒ

環境化学

声且.t，

T E 
お ぐら ひき

小倉久子
之J邑4
1二二主主三
後期

いま、私たちの環境が脅かされているといわれています。化学ではそのような環境問題の中からテー

マを取り上げて、化学的な視点から考えます。

テーマ例

・生活排水と水質汚濁

.地球温暖化

・ダイオキシン、環境ホルモン

など

評価方法:筆記試験およびレポート

テキスト名:必要に応じてプリントを配るので、テキストは特に使用じない。

注意事項:化学 Iを履修していることが望ましい。
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自然科学概論 1 A 
お ざわ

小沢 誠

グラフ理論

物と物との関係として表される諸現象を、物を点で表示し、関係ある物どうしを線で結ぶことによ

り、得られる図形をグラフと L寸 。グラフ理論をパズル的問題を通じて学び、数学的直観性と論理性

を身に付けることを目標とする。題材として、友達関係・回路網の設計・命令伝達系統・試合はこび・

迷路図・ )1頃路図の設計・頂点巡りなどを扱う。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:田淳新成/白倉嘩弘/田村三郎共著 『やさしいグラフ理論ーパズルを題材としてーj

自然科学概論 nA 小沢 誠

グラフ理論

物と物との関係として表される諸現象を、物を点で表示し、関係ある物どうしを線で結ぶことによ

り、得られる図形をグラフという。グラフ理論をパズル的問題を通じて学び、数学的直観性と論理性

を身に付けることを目標とする。題材として、一方通行・しりとり遊び・見合い結婚・路の交差・地

図の色分け・線の色分け・輸送問題などを扱う 。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:田津新成/白倉嘩弘/田村三郎共著 『やさしいグラフ理論ーパズルを題材として-J
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自然科学概論 1 B ・C 徳元琴代

人類は自然をどのように理解してきたか
人類はおよそ 200万年の昔より、宇宙や地球の自然現象と闘いながら、これを理解し、利用するな

かで、今日の科学技術文明を築きあげてきた。さまざまの発明発見は、人類の生活と自然観を変革し
た知的遺産である。科学技術の本質とは何か。とかく、遠ざけられがちな科学技術を人問、社会との
相補的発展から、その本質にせまりたい。自然科学にたいする新しい視点となろう。

1.自然科学について知る意義。自然の形成(地球46億年)
2.人類と技術の誕生ーサルとヒトとの違い、脳の発達、火、道具
3.合理的自然観のはじまりーピラミッド、アリストテレスの自然学
4.科学革命ーローマ、アラビア錬金術、ダ・ヴインチの解剖図、飛行機
天動説から地動説へ、錬金術から原子分子の発見 生命研究の新展開

5.日本独自の自然観、科学技術と世界との比較

評価方法 :レポート提出、筆記試験の総合評価

テキスト名:r科学史概論j渋谷一夫その他 ムイスリ出版

随時プリントを配布する。

参考文献:r図説科学披術の歴史j平田寛朝倉書底

f科学の歴史J大沼正則 青木書庖

注意事項 :VrR映像の際メモをとること、配布の資料をよく読むこと。
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自然科学概論 H B ・C

現代における科学技術の発展と人間社会

とく もと こと よ

徳元琴代

21世紀を目前にした現在、科学技術はますますそのあり方を問われている。産業革命期以降の急速

な科学技術の発展を分析するなかで、人類と自然との真の共存とは何かにたいする展望、突破口を見

p出したい。

1.科学技術の現代的課題とはなにか。

(1) 豊かな現代生活と戦争 ・平和、環境、生命めぐる現状と問題点

(2) 最先端の科学技術の到達段階、現代の物質観 ・自然観、日本と世界

(3) なぜ科学史を学ぶのか。科学者、企業、政治、大衆、国際競争

2. 産業革命から現代への科学技術の発展をどう見るか。

(1) 紡績と機械に始まる大量生産、大量消費、火薬、染料、ナイロン、エレクトロニクス コン

ピュータ一、石炭、石油、原子力開発

(2) X線と放射能、キュリ一夫妻、核兵器、毒ガス、ダイオキシン遺伝子工学、脳死、臓器移植、

クローン技術

(3) 科学技術は現代の人間と社会にいかなる意義があるのか。

評価方法:レポート提出、筆記試験の総合評価

テキスト名:r科学史概論j渋谷一夫その他 ムイスリ出版

随時プリントを配布する。

参考文献:r図説科学技術の歴史j平田寛朝倉書庖

『病気の社会史J立JlI回二 NHKブックス

注意事項 :VrR映像の際メモをとること、配布の資料をよく読むこと。
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情報処理 1 A ・ G
L.lt 1:ら のぷ 申書

芝 原信幸

情報の「表形式に表現することの有効性Jと適用事例を学習し、表計算ソフトウェアの基本的な仕

組みと特徴を理解し、その特徴に基づいて、情報加工の技術を、情報機器をを使って、実践していけ

る能力を身につけることを目的とする講座である。

授業の内容としては、表計算ソフト (Excel)を使用しての授業色なる。

本講座は表計算ソフトに関しての初心者を前提としているので、受講に際し、パソコン、表計算ソ

フトに関しての予備知識は一切必要とはしない。

評価方法:数回のレポート、平常の学習態度、および、出席状況から総合的に評価する。

テキス卜名:テキストは使用せず、レジュメ、データは必要に応じ、ファイルの形で配布する。従っ

て、フロッピーは各自用意すること。

注意事項:ノfソコンの台数の都合上、受講希望者が多数の場合、履修人数制限を行うことになろう 。

(定員 40名程度)

情報処理 n A ・ G
しIt 1:ら のぷ 申書

芝 原信幸

情報処理Iの内容をさらに一歩進めた内容となり、表計算ソフトウェアを完全に活用する能力を培

うことを目的とする講座である。

授業内容は、表計算ソフトのマクロ機能を用いた活用事例の学習を中心として、マクロ機能を活用

していくために、 VBA(Visual basic for Application)の解説と、そのプログラムも解説してみたい。

評価方法:数回のレポート、平常の学習態度、および、出席状況から総合的に評価する。

テキス卜名:テキストは使用せず、レジュメ、データは必要に応じ、ファイルの形で配布する。従つ

て、フロッピーは各自用意すること。

注意事項:※上記の授業内容から明らかなように、本講は、原則的には、表計算ソフト (Excel)の

基本操作の修得者を前提としているため、情報処理 Iの履修者を主体とした講座である。

※パソコンの台数の都合上、受講希望者が多数の場合、履修人数制限(初回授業におい

て、抽選等)を行うことになろう。(定員 40名程度)

-163-



情報処理 18 ・C ・H • 
よし なが こう すけ

吉 永耕介

本講義では、パソコンの操作及び日本語ワープロを使って、文章作成の基礎の習得、 Eメールの操

作法、インターネットを通じで情報の収集の仕方を学習することを目的とする。パソコンに関して初

心者である学生を対象にしている。具体的には以下のことについて講義および演習をおこなう。

1 .パソコンの基本

1.コンビュータの仕組みとパソコンの取り扱い

2.ビデオ「電子立国の自叙伝Jの鑑賞を通じてのコンピュータ史の学習

II.文書作成(ソフト:Microsoft Word) 

1.基本操作の説明 2.運指法練習、文書の入力、編集、保存

3.文書の読み込み、編集、印刷 4.レポート作成

皿.Eメールの操作法

1.基本操作の説明 2.Eメールの書き方と送受信

N.インターネット

1.インターネット接続の周辺機器 2.インターネットによる検索

3.ホームページの作成

評価方法:出席状況とレポートによる

実習形式なので、毎回必ず出席すること。

テキスト名:オリジナルテキス卜を配布。

情報処理 n8 ・C ・H ・
よし なが こう すけ

吉 永耕介

本講義では、表計算ソフトを使って、演算の基礎や簡単な統計手法を習得することを目的とする。履

修者としては、パソコンに関する知識が初級者である学生を対象としている。具体的には、以下のこ

とについて講義および演習をおこなう。

1.図表計算(ソフト:表計算MicrosoftExceI) 

1.エクセル操作の基本 2.データの入力、編集、保存

3.数式の利用行列の自動集計、データの再配置

4.データへの書式設定、罫線、表示形式の変更

5.グラフの作成 6.ワークシートとグラフの印刷

II.データベースと統計手法

1.売上表の作成 :データの並べ替え、検索と抽出

2.成績の分散分析 3.マクロ機能

評価方法:出席状況とレポートによる

実習形式なので、毎回必ず出席すること。

テキス卜名:オリジナルテキストを配布。
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情報処理 1 D ・E ・F 橋本明浩

情報リテラシー

ネットーワークに接続された複数のコンピュータによるネットワークの時代を迎えている。ネット
ワークが広い範囲の人々に様々な目的で利用されるようになり、ビジネス分野、生活の面で不可欠の
ものになってきている。

本講義では情報リテラシィーとして、

1.ネットワークを題材として、電子メール、情報検索の基本的な使い方及びその情報伝達の仕組な
どを学ぶだけでなく、その社会的法的な問題点、倫理的な問題点を研究する。
2.ワードプロセッサ (WORD97を予定)のソフトウェアを題材として、文書処理の実際およびISO

規格となっている SGML/HTMLを学び、文書の科学(ScienceOf Document)入門までを目標とし
ている。

評価方法:定期試験及びレポートを実施する他に出席などを考慮、して総合的に評価する。

テキスト名:朝倉書庖“現代情報処理入門"橋本他を利用する。

授業資料はネットワークで配付する。

情報処理 nD ・E ・F

情報リテラシー

はし もと あき ひろ

橋本明浩

情報処理の単位をすでに 2単位取得した学生を対象にして、情報解析の基礎を研究することを目的
とする。表計算ソフトウェア (EXCEL97を予定)を用いて記述統計、因子分析、多変量解析の結果を
グラフ化して見やすい形式になおすことを実例として、ビジネス文書、プレゼンテーション作成等へ
の応用までを目標とする。

評価方法:定期試験及びレポートを実施する他に出席などを考慮して総合的に評価する。

テキスト名:朝倉書庖“現代情報処理入門"橋本他を利用する。

授業資料はネットワークで配付する。
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情報処理 1 J • K 
ひ お曹さ曹 布

日置咲夫
2 1色」立
i二二主主
前期

「ワードjで文章を作成する基本的な事項を演習し、「ワードjの基本をマスターすることを学習の目

擦とします。

演習では、 ①日本語入力システムの切り替え②はがきの裏面作成③表の作成④イラスト入り文章の

作成⑤縦書き、横書きの混在した文書の作成⑥家庭新聞の作成などを行います。

評価方法:成績の評価は、平常の学習態度及び学期末の実技試験により判断して判定します。

テキスト名:授業時にプリントを配布する。

情報処理 n J ・ K
ひ おきさき お

日置咲夫
主主主主
1ニニ主主
後期

「エクセル」の貼り付け関数の使い方、表のグラフ化を例題演習で学習します。また、簡単な表計算

処理をマクロ命令を組んで行う演習も行います。これらの演習により正確にに貼り付け関数を使いこ

なせること、簡単なマクロ命令を組むことが出来ることを学習の目標とします。

評価方法:成績の評価は、平常の学習態度及び学期末の実技試験により判断して判定します。

テキスト名:rエクセル演習』実数出版
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身 体 運動 文化 墨A
日間

とみ まっ きょう いち

冨柏京

私たちは学校教育の制度的枠組みの中で体育やスポーツを学習してきた。しかし、その学習の内容
や目的は発育・発達における身体的トレーニングやその方法が主であり、できる・できない、上手・

下手、速い・遅い等がややもすると評価の基準であったりしてきた。そこでは社会的、文化的視点が

欠落していたことは否定できない。本講義は体育やスポーツを身体文化・運動文化という概念でとら

え私たちの生の模索としたい。

評価方法:評価は平常学習状況とその成果(出席、レポート、発表、討論)を総合して判定する。

テキスト名:授業者作成プリント

V T R r炎のランナーj、ドキュメンタリー 他

健康科学論 A ・ B

運動と生活習慣病

かわはら や よい

河原弥生

近年、日常生活における身体活動の減少が生活習慣病(成人病)の擢患率を高めていると言われて

いる。この運動不足と深く関わる生活習慣病を防ぐためには、日常生活における運動習慣が重要とな

る。

そこで本講では、生活習慣病について、また、運動が身体にもたらす効果について理解し、日常生

活での運動の生かし方を学ぶ乙とを目的としている。

講義内容

l、生活習慣病

2、運動の効果

3、運動不足の害

4、運動処方の実際

評価方法:授業中に行う小テスト、学期末に提出するレポートを総合的に判断して評価する

テキスト名:授業中にプリントを配布する。

-167一



体育・スポーツ (195，_197) A 
とみ まっ きょう いち
白 ....1> ~ 

|昌平口尽

スポーツを楽しむ

現代人は体を酷使することをしなくなったという 。一方では健康に対する意識やその表象は顕著で

ある。このアンバランスな状況に気がつくことが必要であり、その克服の方法としてスポーツを楽し

むのです。ここでは体を鍛えるのではなく、いくつかのスポーツを通じて各自の身のこなし方を考え

てみたいと思う。

評価方法:出席重視、課題に対するレポート 。

テキスト名:必要に応じてプリントアウ卜したものを配布する。

注意事項:必ず運動できる服装で参加すること。

体育・スポーツ (195'_'97) B 

運動の楽しさと健康

いちの せ よし 申書

市 瀬 良 行

本講義では、様々なスポーツ実践を通してスポーツの楽しみ方を学び、それらを通じて自分自身の

体力を評価し、スポーツが身体にもたらす効果等を学び、健康の維持・増進のためのスポーツを自ら

の生活に取り入れることのできる能力を身につける。

評価方法:授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:運動着と運動靴を着用すること。また、施設及び用具等の関係から人数調整をする場合

があるので注意すること。
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体育・スポーツ(卓球 A ・C)
とみ まっ きょう いち

冨柏京

卓球を楽しむ

ヒトがスポーツを楽しむための最低条件として技術の獲得が上げられる。スポーツの技術とは身の

こなしに他ならない。ここでは卓球を通して技術としての身のとなし方を学習し卓球を楽しくプレイ

することを学ぶ。また、楽しくプレイするためには人間関係を始め多くの成立条件があることを実践

の中で確認する。

評価方法:出席重視、課題に対するレポート 。

テキス卜名:プリントアウ卜したものを配布。

注意事項:運動できる服装で参加すること。

体育・スポーツ(卓球 B) 
いちの せ よし ゅ吉

市瀬良行

生涯スポーツ、レクリェーションスポーツ、健康スポーツとしての卓球

卓球は幼児から高齢者に至るまで、また男女問わず、誰にでも自分の年齢や体力に合わせて楽しむ

ことのできるスポーツである。その点から「生涯スポーツ・レクリェーションスポーツ・健康スポー

ツJとして、最も適したスポーツといえる。この授業では、卓球の基本的技術を習得し、さらに戦術、

ゲーム運びのノウハウを体験、最終的にダブルスによる試合までこなせるようにする。卓球というス

ポーツ実践を通して、「スポーツをする楽しさJrスポーツが身体にもたらす効果」等を学び、健康の

維持・増進のためのスポーツを自らの生活に取り入れることのできる能力を身につける。

評価方法 :授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:運動着と運動靴を着用すること。また、施設及び用具等の関係から人数を 30名とし、希

望者が多い場合は、抽選とする。
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体育・スポーツ(フットボール)A・B

ミニサッカーの実践とフットボールの発展過程

いちの せ よし ゆき

市瀬良行

サッカーとラグビーという 2つの近代スポーツの原型は、イングランドで行われていた非常に野蛮

で激しい古典的民族スポーツ、フットボール (Football)から生まれた。本講義名はそこからとったも

のであり、実技と講義の統合形態の授業からフットボール(Football)を検証しようとするものである。

①サッカーの競技実践(ミニサッカ一等のゲーム)を中心に行い、ゲームの中からサッカーの楽し

さと奥深さを学ぶ。

②ラグビーのゲーム構成とルールを学び、ラグビーの楽しさを学ぶ。

③フットボールの発展過程と歴史的背景について学び、現代スポーツとの対比を試みる。

評価方法:授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキスト名:雨天時においての講義では、随時プリントを配布する。

注意事項:運動着と運動靴を着用すること。また、施設及び用具等の関係から人数制限があるので

注意すること。

体育・スポーツ(フラインク.テ:-(スク)A・B

フライングディスクスポーツ入門

いちの せ よし 申書

市 瀬良行

フライングディスクとはフリスピー(これは商品名であり本来はディスクと言う)を使ったスポー

ツの総称である。フライングディスクはその発展の過程でいろいろな種目が考案され、今日、国際組

織において公認されている種目は 10種目にもなる。

①様々なディスクの投げ方を学び、楽しみ方を知る。

②フライングディスクスポーツの競技実践(約6種目)を行う。

③雨天時においてはフライングディスクの発展過程及びディスクスポーツ(10種目)の競技理解の

ための講義を行う。

評価方法:授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキス卜名:雨天時においての講義では、随時プリントを配布する。

注意事項:運動着と運動靴を着用すること。また、施設及び用具等の関係から人数制限があるので

注意すること。
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体育・スポーツ(ソフトボール)A・B・C・D
よし だ

吉田 敦

ソフトボールの起源は、19世紀のアメリカにあると、 言われています。1933年に第一回全米ソフト
ボール選手権が開催され、翌年にソフトボール規則合同委員会によってその標準規則が決められまし
た。それ以後、ソフトボールは、競技性の高いスポーツとして、幅広い層の人達が楽しくプレーでき
るスポーツとして、発展してきました。この授業では、このソフトボールの技術(投げる、捕らえる、

打つ)を主体的に学習し「みんながうまくなること」を目指し、受講者の人数の多少に関係なく、そ

の主体的学習を通して、スポーツの文化的本質の認識の獲得を到達目標としています。

評価方法:以下の各要素を総合して評価します。l.出席状況(3分の 2以上)、 2.授業での実践
(わかる、できる、コミュニケーション)、 3.授業についての感想文(スポーツの文化
的本質の認識・獲得)

テキスト名:ソフトポールの用具(パット、ポール、グローブ)は、大学で準備されています。雨天
時には講義を行いますが、テキス卜は特にありません。

注意事項:スポーツのできる服装に必ず着替えてください。ジーパン姿での受講は原則的に認めま

せん。靴もスポーツシューズ及びスニーカ一等を用意して下さい。

体育・スポーツ(バドミントン)A・B・C・D 加藤 優

バドミントンをプレイすることを通して、仲間とともに友好的なコミュニケーションスキルを高め、
スポーツに対する好意的な態度を養うことによって、生涯にわたってスポーツや運動に積極的に関わっ
ていけるような余暇享受能力を高める。そのために、ダブルスのゲーム進行を主体にして基礎技能を
高める。

1.バドミントンの特性を知り、さまざまな種類のゲームを行なうことによって、その基礎的な技
能を高める。

2.スポーツへの関わり方の質を高める。

3.仲間とともにスポーツを行なう楽しさを昧わう。

4.ライフスタイルにおける運動や必要性を知り、同時に自らの生活のなかに取り入れるきっかけ

を作る。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

l.授業での積極的な取り組み。

2.出席状況

3.レポート

テキスト名:使用教材なし

注意事項:インドアシューズおよび運動にふさわしい服装が必要となる。

なお、施設や用具および授業内容を充実させるため、人数制限することがある。

唱
E
A

弓

t



体育・スポーツ(テニス)A・B
ど い ひろのぷ

土井浩信

スポーツを自ら積極的に楽しむとともに、スポーツの楽しさに自分がどれだけ寄与できるのかを、硬

式テニスを通して実践的に学んで、pく。授業は、基本的な技術の習得が必要な初心者を優先的して展

開する。中・上級者は、初心者への援助を率先し、助言能力を高め、他のために行う楽しさや喜ぶ感

性を高めていきたい。しかし基本的な学習は雨天時の室内授業時を中心とし、コート使用可能時には、

できるだけ早くダブルスのゲームができるようにする。

評価方法:成績の評価は、出席点を重視し、授業中の学習への取り組み方を見て評価する。なお、運

動の服装についても、授業態度のーっとして評価される。運動技能や基礎体力などの良

否は評価の対象にはならない。

テキスト名:なし

注意事項 :運動にふさわしい服装で受講すること。テニスシューズを着用すること。

体育・スポーツ(カヌー)
とみ まつ 者ょう いち

冨柏京

カヌーを楽しむ

スポーツにおいて共生という概念に最も近づけるのがカヌーではないか。環境問題が叫ばれる今日、

自然認識と現状把握は共生への出発点ではないか。カヌーを自由に操作する技術を習得し河川や海を

体感する。

評価方法 :出席重視、実技テスト、レポー ト。

テキスト名:プリントアウト:カヌーテキスト

注意事項:平時の授業と夏期期間の集中合宿の授業形態です。また、実習にかかる費用は実費です。
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体育・スポーツ(登山・キャンプ)
とみ まつ 曹ょう いち

冨松京

近郊の山々を歩く

歩くことは様々なことを私たちに提供してくれる。安全にひとつの山を踏破するにはその山がいか
に低いものであってもそれなりの準備が必要で、ある。装備、用具、歩行・登山技術、気象、医療、交
通、費用等様々である。このような基本的な準備を学習した上で実践にはいる。

評価方法:出席重視、課題に対するレポート 。

テキスト名:プリントアウト:登山・キャンプテキス卜

注意事項 :平時の授業と夏期期間の集中合宿の授業形態です。また、実習にかかる費用は実費です。

体育・スポーツ(スクーバダイビング)
いちの せ よし ゆき

市瀬良行

スクーパダイビング入門<Cカード取得講習>

本講義はスクーパダイビングを初めて体験する学生を対象に、そのスポーツ経験を通じて自分自身
の身体とそれがおかれている環境について考えていこうとするものである。

①体育・スポーツ的プログラム (Cカード取得講習)

「潜水技術Ji潜水マナーJi潜水知識Ji安全潜水の基本」等の実践学習。
②自然環境理解のためのプログラム

スクーパダイビングを通じて自然の大切さ、素晴らしさを体感する。
③生活プログラム

宿泊実習を通じて(分担・協力・コミュニケーション・自己責任)を学ぶ。

評価方法:授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキス卜名:実施要項、教材、プリントを配布する。

注意事項:授業内容の充実と安全性を考え、受講人数を20名とし、希望者が多い場合は抽選とする。
また、夏期休暇を利用して宿泊形態をとるので別途費用が必要となる。
本講義においてCカード(ダイビングライセンス)を申請するごとができる。
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体育・スポーツ(サイクリング)

生涯スポーツとしてのサイクリング

いちの せ よし 申書

市 瀬良行

本講義は自然の中でサイクリングというスポーツ活動の体験を通して、自分自身の身体とそれがお

かれている環境について、考えていこうとするものである。

①体育・スポーツ的プログラム

「走行技術Jr走行マナーJr地図読みJr緊急時の対処j等の実践学習。

②自然環境理解のためのプログラム

「東京湾から太平洋へj海に固まれた千葉県の自然環境を理解し、水域を考える。

③生活プログラム

宿泊実習を通じて(分担・協力・コミュニケーション・自己責任)を学ぶ。

評価方法:授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキスト名:実施要項及びプリントを配布する。

注意事項:サイクリング自転車は大学で用意するが、乗車時には運動着、運動靴を着用すること。ま

た、夏期休暇を利用して宿泊形態をとるので別途費用が必要となる。尚、授業内容の充

実と安全性を考え、人数を 20名とし、希望者が多い場合は抽選とする。

体育・スポーツ(フィットネス)A・B

運動と健康

いちの せ よし 申書

市 瀬良行

フィットネスでは、大学キャンパス内において可能な種目を取り上げ、それらのスポーツ実践を通

して体力の評価、運動処方等を学び、健康の維持・増進のためのスポーツを自らの生活に取り入れる

ことのできる能力を身につける。

①体育・スポーツの実践

「トレーニングJr屋内種目Jr屋外種目j等の実践学習。

②体育・スポーツの理論(自分気づき)

「体力の評価H身体運動がもたらす効果H運動処方J等の理論学習

評価方法:授業への積極的な取り組みを重視し、出席状況、授業態度、レポートを総合し評価する。

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:運動着と運動靴を着用すること。また、施設及び用具等の関係から人数を20名とし、希

望者が多い場合は、抽選にて決定する。
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体育・スポーツ(オリ工ンテーリング)
とみ まっ きょう いち

富松京

秋の野山を楽しく歩く

オリエンテーリングとは地図とコンパスのゲームである。未知なる自然を地図を頼りに地図上に示

されたポイントを見つけながら目的地までの早さを競うゲームです。地図を読む技術、方向を決定す

る技術、冷静な判断力等が要求される現代的なゲームといえます。ここでは、乙れらの技術の習得と
実践を試みます。

評価方法:出席重視、課題に対するレポート 。

テキスト名:プリントアウト:オリエンテーリング

注意事項:後期平常授業と祝祭日利用の授業です。

体育・スポーツ(スキー)
とみ まつ 曹ょう いち

冨 松京一他

ブリティッシュヒルズで楽しむスキー

冬の代表的スポーツであるスキーを安全に、楽しく学ぶ。参加者全員がそれぞれの技術に応じて山
頂から下まで降ることを目指す。(滑降距離:2000m) 

それぞれの技術を教えることができるようにする。(教え合い、学び合い)

評価方法:出席重視、課題に対するレポート。

テキス卜名:プリントアウト:スキーテキスト

注意事項:後期平常授業と春期の休みを利用しての集中授業です。実習費は実費です。

技術レベル別練習では土井浩信、河原弥生、市瀬良行の諸先生方が小人数制で指導に当

たります。

p
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4.学科研究科目

1 )英米語学科

(イ)言語研究

英 器
開

，u角
手 概 54  

宙開 A 
いし い やす お

石 居康男

英語を通して人間の宵語能力を考える

現代英語を題材に、音声・音韻・語形成・文構造・意味など様々な側面から、一見多種多様に見え

る言語現象の背後にある規則性を発見し、それを通して、人間という種の個体の脳に内在する言語能

力の特質を探る。ことばの研究のおもしろさを知ってもらうと同時に、ことばに対する科学的な見方・

考え方を身につけてもらうことを目標とする。今まで何気なく使っていたことばの中に、不思議で驚

くべき性質が数多く隠れていることに気づいてもらえればと思っている。

評価方法:成績は、中間試験と期末試験の結果に基づいて判定する。

テキスト名:中島平三 『ファンダメンタル英語学Jひつじ書房

上記のテキス卜に加えて補助教材を使用する予定(入手方法は授業で指示する)。

注意事項:英米語学科の学生で言語研究コースを希望している者は、「英語学概論jの内容が前提に

なっている科目が多いので、まずこの科目を履修することを勧める。
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英語学概論 B 内堀朝子G 

現代英語の音声・音韻・語蒙・文構造・意味に見られる特徴や規則性について、一般言語学の観点、
から概説する。必要に応じて、日本語や他の言語と英語とを比較・対照し、それを通じて人間言語の
本質に対する理解を深めることを目指す。

評価方法:出席点・中間試験・期末試験を総合し、成績を判定する。

テキスト名:George Yule: The Study of Language. Cambridge University Press. 
Akmajian， A.， R.A. Demers， A.K. Farmer & R.M. Harnish. 

Linguistics: An Introduction to Language and Communication， 4th edition. The MIT 
Press， 1995. 

英 品比

千
はやし

林
ゆたか

裕

一一一
一概 sd. 

日開語 C 

初めての英語学…音声から談話の分析まで

英語を世界の中の一言語としてその位置付けを考え，音声，音韻，語形成，文法の点からその特徴を解
説し、さらに意昧と文脈にかかわる諸問題について概観する。言語学分野の本を英語で読むための訓練
にもなるので、かならず予習をするつもりで参加して欲しい。

評価方法:授業中に行う中間試験，試験期間中に行う期末試験，および出席，授業参加，課題提出など
を総合的に判断して判定する。

テキスト名:George Yule The Study of Language (2nd edition) Cambridge University Press 

巧

t巧，
'
E
A
 



英 語

英語の諸相

品同

守一 概
墨d.
日間 D 

ばやしみ 章

小林美樹
4 1主主

軒喝

英語という言語を手段としてではなく学問の対象として観察する。世界中で使われている数多くの

人間言語の中の一言語として、英語は語索、文法、発音、意味に関してどのような仕組みを持ってい

るのか考えてLぺ 。また英語の歴史的変化にも触れる。

評価方法:3回の試験により評価を行う 。

テキス卜名 :未定
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英
ひき いずみ

久泉鶴雄
品拍

手 概語 吾'A
自問 E 

言語としての英語の諸相の研究

「汝の敵を知らずんば敵を討つなかれJなどと言うと、今どき古臭く穏当を欠く表現であろうが、英
米語学科の学生が専攻外国語である英語をターゲットにして、それをものにしたいと思ったら、その

意味は立派に生きていると思う。つまり対象語の特徴について無関心なままでは言語研究の道は閉ざ

されてしまうということである。英語を使う技術を毎日磨く時に、日本語と異なるこの外国語に関す

る多面的な知識を座標軸に出来れば、それまで見えなかったことが見えてきて、この言語に対する理
解と洞察力が深まるのである。その意味で英語の音声体系や語の組成、文の組み立てから始めて、と
の言語がどのような発達の経路をたどってきたかに至るまで、出来るだけ幅広く基本的知識を得て将

来更に専門的な英語研究に進めるようにするのがこの授業の目的である。授業は講義であるがハンド

アウトを出来るだけ沢山配り、VfRを見たり、テープを聴いたりして、分かりやすく興昧ある内容に

していきたい。

評価方法:普段の授業内容に関する模擬テキストを配布した上で、期末試験を行う 。この模擬テス
トによって日頃の自分の勉強の度合を確認し、期末の総合テストに臨んで欲しい。

テキスト名:George Yule: The 5tudy of Language. Cambridge University Press. Revised Edition. 
ハンドアウト配布。

注意事項:(1)履修申込みの方法:履修者数の上限を教室の収容可能数とする。第1回の授業の後、

履修を希望しない学生に退席して貰い、残った学生の人数分の出席カードを配り記名、

提出をして貰う。代理申請は認めない。(2)授業を聴かなければ単位が取得できないよ

うな試験を行う。
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英 器
開 ー砧ーテ 概 sd. 

日岡 F 
ブルースホートン

BRUCE HORTON 

有liscourse is an introductionωthe study of language， especially of English. We look at language as a 

type of communication system and investigate how a language like English is organized. We see how 

speech sounds are made， how sounds are combined into meaningful units， how words are built up and 

stuckωge血erωformsentences， and how廿lesesentences are intεrpreted. The main ωpi白 wewill cover 

are (1) human &加imalcommunication， (2) phonetics， (3) phonology， (4) mo叩hology，(5) syntax， and 

(6) semantics & pragmatics. By the end of the term， students will have developed the foundations of a 

scientific understanding of language.ηle course is conductβd in English. 

評価方法:The final grade is based on scores on the unit tests and the final exam. Attendance and 

homework grades are also important parts of the final grade. 

テキスト名:To be announced. 

英 語
品比

千 概 論 H 
お智 はら とし 申書

荻 原俊幸

理諭言語学入門

英語を中心とし、日本語の例も含めたいわゆる理論言語学の入門コース。

なるべく解りやすい例にあたりながら、 一般化を参加者全体で考えてLぺ 形式をとりたい。

評 価方法:中間試験、及び期末試験

テキスト名:Language Files : Materials for an Introduction to Language & Linguistics by The Ohio 

State University Department of Linguistics， 7th edition 1998， Ohio State Univ Press 

注意事項:授業は日本語で行うが、教科書及び、配布するプリント等は英語を使用するので、十分

に英語を読みこなせる基礎能力があることを必要とする。

なお、第一回の授業のときに抽選を行い、 70人までの履修を認める。
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英
品拍

手
〈わばらかず き

余原和生概 sd. 
宙開

雲玉
岡田

一般言語理論の観点から、英語の音声、音韻、語形成、文構造と意味について解説する。この授業
では、英語の言語現象をただ単に知識の断片として覚えるのではなく、英語の音声、音韻、語形成、文
構造などにみられる規則性を把握することを目的とする。
英語の言語学的研究を通して、英語の諸特徴を把握するとともに、ことばの鏡に映し出された言語

の「規則に支配された創造性Jの側面について理解を深めることに努める。

評価方法 :中間試験と期末試験によって評価する。

テキス卜名:中島平三 『ファンダメンタル英語学』ひつじ書房

英 関屋 時華
南一一司

.::c::. 
目 A 康

官土r
戸

品輸

手
盟
問

英語音声学の基礎知識を習得する事を目的とする。まず、発声のメカニズムを解説した後、 調音音
声学の観点から現代英語の子音と母音を扱う。次に語強勢、文強勢、リズム、イントネーションの特
徴を解説する。最後に発話における様々な音変化を扱う。特に日本語の音声との遣いに注意を払いな
がら、講義を行う。また、講義と併せて実際の発音練習も行う。

評価方法 :1.中間試験

2.期末試験

3.宿題

テキスト名:佐藤寧・佐藤努著 『現代の英語音声学1金星堂

参考文献:J.C. Wells (1990) Longman Pronunciation Dictionary. 

P. Roach (1992) Introducing Phonetics. Penguin English. 

注意事項:コンビュータ実習室を使用するので、人数制限34名。
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英語音声
品凶

寸聞 B . C 
はら おか しよう 」

原 岡笠子

1) 英語の音声体系の理論を講義する。更に、音素レベルの母音・子音を一つずつ理論と演習を交え

て解説し、発音の仕組みを理解したうえで実際に発音することによって単語レベルでの調音を習

得する。

2) その上で、この音素を文レベルで英語のリズムと共に認識するためにマザーグースの短い詩を音

読する。

このためテキストは理論面と実践面の 2冊を使用することになる。

週 2回の授業は 1)理論 2)演習にわけ、理論と実践・演習を平行しておとなっていくコミュニ

ケーションのための、演習英語音声学的なクラスである。

評価方法:期末試験:1) 理論面は筆記試験、 2) 実践面は授業を通して習得した音声認識の力を

測るために、聞き取りテストの形で行う。

テキス卜名:未定

注意事項:人数が多い場合、 4年生を優先に抽選などをする可能性がある。

英 量五
回目

.::a::. 
目 韻 論

せ書 や

関屋
やすし

康 F弓

英語音韻構造の基礎知識を習得することと、様々な音声現象に対する音韻論的視点を育てることを

目標とする。まず、音韻論的観点から、英語の子音体系、母音体系について解説する。次に音節構造、

音素配列規則、語強勢付与規則、後合語強勢規則、リズム構造、イントネーションを扱う。また、形

態音素交替、歴史的音変化、織り字と発音の関係等も取り上げる。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。

評価方法:中間、期末の 2つの試験の成績に基づいて行う。

テキスト名:The Pronunciation of English: A Course Book in Phonology. C. Kreidler. Blackwell， 

1989. 

注意事項:英語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Jが履修済みであるこ

とが条件。
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英 器
問 生成 .::a:. 

目 韻 論
ブルースホートン

BRUCE HORTON 

百liscourse introduces students ωmodem theories of generative phonology， with a concentration on 

English phonology and with many comparisons to ]apanese.ηle course briefly reviews English phonet-

ics and then moves onωa description of phonological processes， syllable structure， distinctive features， 
phonological rules and phonotactics.ηle major goals of the course are getting s加dents(a)ωunderstand 
the nature ofthe English sound system and (b)ωsee how phonological problems are treatβd in linguistic 

theory. The course is challenging but should be especially rewarding for students who are willing to 

spend some time understanding the sound pa枕emsof English. 

評価方法:The final grade is based on attendance， unit examinations， and the final examination. 

テキスト名:To be announced. 

英 語統 笥一叩
s4 
日間 A 

いし い やす 布

石 居康男

文法の特質とその撞得について考える

「英語統語論ト IIJは「英語学概論」で概説した諸分野のうち、統語論 (syntax)をさらに探求する

コースであるが、「英語統語論IJでは、ことばの研究の心理学的・生物学的基盤に重点を置く 。主と

して英語を題材にしながら、人間という種の個体の脳に内在する言語能力の特質を探り、それを基盤

にして、母語の言語獲得はどのようにしてなされるのかという難問に迫る。「親や周りの人が話してい

るのを聞いて覚えるのだJといった「常識Jではおよそ説明のつかない不思議な特質を持ったことば

の世界を発見するだろう。ことばに対する科学的な見方・考え方を身につけてもらえればと思ってい

る。

評価方法 :成績は中間試験と期末試験の成績に基づいて判定する。

テキスト名:Stephen Crain and Diane Lillo・Martin.An Introduction to Linguistic Theory and Lan-

guage Acquisition. Blackwell， 1999. 

注意事項:r英語学概論」を単位取得済みの者に限る。「現代英文法Jも履修済みであることが望ま

しい。ことばに関しであれこれ理屈をこねるのが好きな学生を歓迎する。
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英 語 統語論 B 
くわ ばら かず き

来 原和生

生成文法の基礎を身につける。データに基づき、仮説を立てそれを検証し統語構造を設定する方法、

統語分析を学ぶ。

個々の構文の特徴を断片的な英語の知識として習得するのではなく、個々の構文に見られる規則性

を把握し、それを発見する手順、思考法を理解することに努める。

また、幼児の言語習得に関するデータをもとに、大人の文法がどのような仕組みを備えていなけれ

ばならないのか考える。

評価方法:中間試験と期末試験によって評価する。

テキス卜名:未定

注意事項:英語学概論を修得した学生を対象とする。

英 語 統 語
告。
白岡 E 

いし い やす お

石居康男 一一円

英語の統語分析の実際

「英語統語論IJの続き。昨年度および今年度前期の「英語統語論IJではことばの研究の心理学的・

生物学的基盤に焦点を当て、統語分析の実際例は必要最低限に抑えたが、「英語統語論IIJではそれを

もとに英語の統語分析をさらに深め、人間の言語知識の解明という目標に向かつてさらに考察を進め

てLぺ 。英語の文法の仕組みをもっと詳しく探りたいという人に適している。

評価方法:成績は授業参加・口頭発表・レポート(小論文)を総合的に判断して判定する予定。

テキスト名:未定。初回の授業で指示する。

注 意事項:r英語統語論IJを履修済みの者に限る。
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英
くわ ばら かず き

余原和生意 味
墨ゐ
百聞

垣間

語の意味と統語構造

このコースでは、種々の英語の構文の統語的、意味的特徴について学ぶ。たとえば、(1b)の補部は、

名調句であるが間接疑問文の意昧をもち、(la)と平行的である。askと同様に、wonderも間接疑問文を

とるが、 wonderは、(lb)のようにその間接疑問文補文を名調句で表すことはできない。なぜごのよう

な違いがあるのか。

(3a)のような倒置文は、自動詞に限られるが、自動調であっても倒置できないものがある。倒置文に

生起可能な自動詞とそうでない自動詞には、どのような意味的、統語的特徴があるのか、などの問い

に答えを与えてくれる論文を講読する。

(1) a. 1 asked what answer he gave. 

b. 1 asked the answer he gave. 

(2) a. 1 wonder what answer he gave. 

b. *1 wonder the answer he gave 

(3) a. Out of the room walked three men. 

b. *Out of the room walked ] ohn three men. 

c. *In the room laughed three men. 

個々の英語の構文の意味的、統語的特徴について学ぶとともに、データを収集しそれを記述する方

法を身につける。

評価方法:平常の学習態度、クイズ、試験を総合的に判断して成績評価とする。

テキスト名:プリントを使用する。

注意事項:英語学概論を修得した学生を対象とする。
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現 イ吃 英 文 法 A 
/ )レースホートン

BRUCE HORTON 

引liscourse is a survey of the grammar of modem English with an emphasis on acquiring an overal1 

knowledge of English and skil1 in the use of English grammar. The course rapidly reviews a wide range of 

grammar pattems， especial1y those that cause problems for non-native students. Much e仔ortis spent on 

getting students to use sophisticated grammar pa批emsin their own writing. 

評価方法:Normal1y， final grades are based upon unit tests (25%)， essays (40%)， the final exam (25%) 

and attendance (10%). 

テキスト名:Understanding & Using English Grammar， 3rd edition. By Betty Azar. 

現代英 文法 B G 小 林 美 樹

英文法を考える

実際の英語の姿をできるだけ体系的に捕らえてLぺ 。高校までに習得した文法事項が「木を見て森

を見なpJような断片的知識の寄せ集めに終わらないように、より大きな視野で英語の構造を観察す

る。一方で個々の単語(動調等)が実際に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

につけていく 。

評 価方法 :3回の試験により評価を行う。

テキスト名:A Practical English Grammar， A.J. Thomson， A.V. Maはinet，Oxford， 1985. 
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現 イ吃 英 文 法 C 斎藤武生

2 0世紀という時代は、言語学がアメリカを中心にめざましい発達をみせ、多くの研究成果を生み
出してきた時代である。そうした成果についてはいろいろな視点・立場からの評価が可能であるが、本
講義では、その成果の多くがとりわけ英語の仕組みと深くかかわるかたちで生み出されてきたという
点に注目し、近年の言語学の成果を伝統的な学校英文法の枠のなかで考えていくことにしたい。

講義は英文法全般を視野に入れて行われるが、伝統的な学校文法であまり触れられることのなかっ

た問題には特に時間を割くことを予定している。

評価方法:定期試験の成績を基本とする。出席を重視する。

テキスト名:安井稔著『英文法総覧(改訂版)J(開拓杜， 1996)

注意事項:最初の授業時に指示する。

現 代 英 文 法 D 石居康男

英文法を再発見する

現代英語の文法を概観する。断片的知識を積み重ねるのではなく、言語学的観点に立った、より大

きな視野で英語という言語の仕組みを考えていくことによって体系的な把握を目指す。文法は覚える
ものではなく、言語現象の背後にある規則性を捉える訓練を通して、考えるもの、理解・発見するも
のであるという点を知ってもらいたい。中学・高校で「勉強Jしてきた英文法を新しい視点、で再発見
してもらえればと思っている。

評価方法:成績は中間試験と期末試験の成績に基づいて判定する。

テキスト名:Kunihiko Imai， Heizo Nakajima， Shigeo Tonoike， and Christopher D. Tancredi. 
Essentials of Modern English Grammar. Kenkyusha， 1995. 

注意事項:r英語学概論Jを単位取得済みの者に限る。
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現 代 英 文 法 E 
うち ぽり あき

内 堀朝子
土旦主J立

が笥

このクラスでは、断片的な文法知識の習得ではなく、現代英語の文構造を体系的に把握することを

目標とし、具体的な個々の文法現象の背後に、どのような規則性が存在しているかを考察する。

評価方法:平常点(出席、質疑応答を考慮、)・中間試験・期末試験を総合し、成績を判定する。

テキスト名:Kunihiko Imai， Heizo Nakajima， Shigeo Tonoike & Christopher D. Tancredi. 

Essentials of Modern English Grammar. Kenkyusya， 1995. 

注 意事項 :英語学概論が履修済みであること。

現 代 英 文 法 F 林

実例中心に英文法を概観する

ゆたか

裕 告主

現代英語の構造をきちんと把握して，現実に使われている英語を理解し，適切な英文表現を行うため

の道具としての文法を身につける。教科書の主な項目をとりあげ、英文法を概観するだけではなく、私

たちが見逃しやすいところに注意して，演習もおこなう。時間の余裕があれば，各種コーパスを用いて

実例にあたってみる。

評価方法:授業中に行う中間試験，試験期間中に行う期末試験，および出席，授業参加，課題提出など

を総合的に判断して判定する。

テキスト名:教科書未定
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現 代 英 文 j去 H 
ひさいずみつる お

久泉鶴雄
土.韮
1~4 年
荏一一葡

現代英語の正しい意味釈明と表現のための英文法

乙の科目は、中学・高校で学んだ英文法の知識を再点検し、さらに補充や深化・拡大をはかり、英
語運用能力の改善に役立てようとするものである。同時に、教職科目としての科目の役割を意識し、英
語教員を志す学生に必要な指針を与えるように努める。内容的には英文法の主要なポイントに絞り込
むがAmericanEnglishとBritishEnglishとの相違、 forrnalstyleとinforrnals削eとの相違については
常に注意を払い、個々の文法項目を学習する際には、その項目が情報受信型の知識か、情報発進型の
知識かを常に意識するように心がける。なお、乙の授業で取り上げるよりも更に詳しい内容を学びた
い場合は、本学の大学院の「英語学研究N(現代英語語法研究)Jが学部生にも開講されているので受
講が可能である。

評価方法:普段の授業内容に関する練習問題を配布した上で、期末試験を行う 。この練習問題に

よって日頃の自分の勉強の度合を確認し、期末の総合テストに臨んで欲しい。

注意事項:(1)履修申込みの方法:履修者数の上限を教室の収容可能数とする。第l回の授業の後、
履修を希望しない学生に退席して貰い、残った学生の人数分の出席カードを配り記名、
提出して貰う。代理申請は認めない。(2)授業を聴かなければ単位が取得できないよう

な試験を行う。

英 語 語 法 研 究 内堀朝子

このクラスでは、これまでの理論言語学による研究のもとで明らかにされてきた英語の語句・構文
の用法の中から、英語の母語話者でない者にとっては見落とされがちであったものを取り上げ、その
仕組みゃ規則性などについて詳しく検討する。

さらに、それらの意味や機能について学習することにより、英語力の向上を目指す。

評価方法:平常点(出席、質疑応答を考慮)・中間試験・期末試験を総合し、成績を判定する。

テキスト名:講義時に指示する。

注意事項:英語統語論1(旧・英語統語論入門)または、現代英文法が履修済みであること。
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英語習得法 A ・ B • C 
た なか まき

田中真紀子

第二言語習得の過程は多くの要因が複雑に絡んでいる。本講座は、学習心理学や心理言語学・応用

言語学などから得た知見を基に、英語習得に必要な基本的姿勢や効果的な学習法を解説・紹介してい

こうとするものである。具体的には、まず学習心理学の諸説から「学習」がどのように成立するのか

を概観してLぺ 。次に記憶と忘却のメカニズムに関する科学的研究を基に、記憶に残る学習法を考察

する。また、単語の覚え方、単語帳の作り方のいろいろ、ノートの取り方・まとめ方等を実践を通し

て紹介する。さらに、子供の母国語習得とその特徴から大人の第二言語習得にどのような示唆が得ら

れるかを見てLぺ 。最後に、学習者を取り巻く社会的要因や情緒的要因、学習者の諸要因(学習スタ

イル、性格、動機の問題等)を扱う。その他学習ストラテジ一、辞書の使い方や発音の練習法、理解

を深める英語の読み方、リスニング力のつけ方などを実践を通して紹介する。

評価方法 :期末試験、及びレポートを基に評価する予定。

テキス卜名:未定

注意事項:前学期で不可であった学生の再履修は認めません。

第二言語習得研究(英米)
わた なべ ゅう いち

渡辺雄

第二言語(外国語)習得に関する次のトピックにつき重要な研究成果を学んでいきます。母語習得

と第二言語習得の類似点と相違点、主要な理論、形態素・文法の習得順序、習得の成功を左右する個

人的要因(年齢、適性、性格など)、学習者言語の特徴。また、さまざまな外国語教授法がどのような

第二言語習得理論に基づいているのかを見ていきます。

評 価方法:出欠、提出課題、 学習日誌、中間テスト、期末テスト

テキス卜名:Lightbown， P. & Spada， N. How languages are learned (2nd edition). Oxford University 

Press. 1999. 

注意事項:英語習得法、英語学概論を履修済みであることが望ましいが履修条件とはしない。語学

教育に興昧を持つもの(英語教師志望者など)は、特に履修をすすめたい。
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英語談話分析 A ・ B
ロパートデシルパ

ROBERT DE SILVA 

Discourse is concemed with出estudy of出erelationship between language and the contβxtsin which 
it is used. It describes and analyzes spoken language， such as conversations， c1assroom in句raction，and 
formal speeches. In addition， it studies the way written texts (newspaper articles， letters， instructions， 
stories， etc.) are organized. The aim of this course isω∞meωa better understanding of natural spoken 
and written English discourse. Con仕astswith ]apanese discourse wilJ also be considered. 

評価方法:Written homework. 

One test. 

One report. 

テキスト名:Tannen， Deborah. That's Not What I Meant. Ballantine Books， 1986. 

注意事項:This course is匂ughtentirely in English. 

英 語 史
ばやしみ 書

小林美樹 告義
英語の成立から初期近代英語まで

英語という言語が統語的、音韻的にどの様な変化をたどってきたのかを概説する。現代英語の綴り
字と発音の不一致の原因は何か、 bake，home， takeなどの語末のeが前の母音が長いことを示す様に
なったのは何故か、 sheepは複数形でも sheepである理由は何か?英語がたどってきた歴史的変化を
学ぶことは、現代英語についての知識に奥行きを与えるものと思われる。ただし古期英語・中期英語

の文法は現代英語に比べてかなり複雑であり、名詞・形容認の屈折変化等、暗記事項も多く、こつこ

つと勉強することが必要である。 r英語学概論j、「英語音声学」両方を履修済みであることが「英語
史」の履修条件である。

評価方法 :3回の試験により評価を行う。

テキスト名:未定
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日英語対照研究

英語から日本語を見る

いし い やす 布

石 居康男

このコースでは「英語統語論IJで身につけた統語分析の基礎および思考法をもとに、日本語の文構

造を英語の文構造と比較対照しながら考察する。英語の文法についてはかなり詳しいが、自分の母語

である日本語の文法については意外と何も知らないという人も多いだろう。また、日本語と英語の表

面的な遣いばかりに気を取られて、両言語には多くの共通点があることに気が付かない人も多p。こ

のコースでは、自分の直感が使える日本語ということばの特質を考察することを通して、このような

特質を持ったもった能力が私達の顕の中にいつの間にか育っていたという驚きを実感してもらうとと

もに、人間言語の研究を例に、科学の思考法に触れ、分析する能力を養う。

評価方法:成績の評価は中間試験と期末試験の成績に基づいて判定する。

テキスト名:教科書は未定。初回の授業で指示する。

注意事項:原則として「英語統語論IJを履修済みの者に限る。ことばに関しであれこれ理屈をこね

るのが好きな学生を歓迎する。
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(口)コミュニケーション研究

英語パブリック・スピーキングA
もろ おかじゅん や

師岡淳也

英語スピーチの入門コース。英語によるパブリック・スピーキングの実践を通して、分析能力、構

成能力、プレゼンテーション能力など、公けの場におけるコミュニケーション能力の育成を目的とす
る。

授業は、パブリック・スピーキングの意義、形式、構成などに関するレクチャーも行うが、基本的
に実践が中心となる。その為、受講者にはスピーチ発表やクラスメートのスピーチの講評など、授業
への積極的参加が求められる。また、スピーチの準備の為に、図書館での情報収集やスピーチ・ライ

ティングな授業時間外にも活動することが必要になる。

評価方法:出欠、クラス中の発言・参加状況、スピーチ発表、スピーチ批評などを総合的に判断し
て評価する。

テキスト名:パケットを配布

注意事項:受講希望者が二十名を超える場合は、論文試験による人数調整を行う。授業は、主に平
易な英語で行う (C基準)。

英語パブリック・スピーキングB

英語による意思の表現力の習得

にし やま かず お

西 山和夫

本講座の目標は英語を上手に使いパブリック・スピーキングの実力をつけることである。

講義はパブリック・スピーキングの概念、スピーチ・コミュニケーションのプロセス、 トピックの
選択、聴衆の分析、資料の収集、スピーチの組み立て方、発表の仕方、視聴覚資料の使い方を含む。実
習では情報を提供するスピーチと説得のスピーチを行う。

評価方法:中間クイズ 30%、情報スピーチ 15%、出席 15%、授業への参加度 20% 

テキスト名:Stephen E. Lucas The Art of Public Speaking 6th Edition. 
McGraw HiII ISBN 0・07・039065・7
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英語パブリック・スピーキングC
あお 血ま

青沼

Speaking English in/for/as Public 

智

The goal of the course isωhelp you become better thinkers and communicatβrs. To do that you wil1 

have oppo吋unitiesto give speeches and receive feedback on the performance. Also， you will study com-

munication theories. Instruction will coverωpics such as choosing and narrowing topics， s廿uctureof a 

speech， organization， supporting ideas， argument and critical thinking， importance of audience analysis， 

and others. 

評価方法:Final grades will be based on completing ALL assignments given in the semester. The 

following describes how the points are distributed to each assignment percentage-wise 

(100%): speeches (60%); quizzes (20%); fina1 exam (20%). 

テキスト名:To be announced at the first class of the semester. 

注意事項:受講希望者が20人を超過する場合は、第一回目の授業時間に試験による人数調整を行う。

，第一回目の授業に出席しなかったものは原則として履修を認めない。Also，those who wish 

ωregister MUST meet the C-Ievel of English-Ianguage proficiency (TOEIC 600， TOEFL 

500， or STEP jun-Ikkyu). 

英語ディベート 1 A 師岡淳也

英語ディベートの入門コース。英語によるディペートの実践を通して、分析能力、批判的思考能力、

対話能力、合理的判断能力など、大学内外を間わず知的日常生活に必要とされる議論能力の育成を目

的とする。

授業は、ディベートの意義、歴史、理論などに関するレクチャーも行うが、基本的に実践が中心と

なる。その為、受講者には、授業への積極的な参加が求められる。また、ディベートへの準備の為に、

図書館での情報収集やグループワークなど授業時間外にも活動をすることが必要になる。

評価方法:出欠、クラス中の発言 ・参加状況、クラス・リポート、ディベート実践、ディべート批

評などを総合的に判断して評価する。

テキス卜名:パケット配布

注意事項:受講希望者が二十名を超える場合は、論文試験による人数調整を行う。

授業は、主に平易な英語で行う (C基準)。
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英語デ イベー 卜 B 
ぬ宮

青沼

Introduction to public argument 

智

What we will be dealing with in出iscourse is the basic theory and practice of argumentation and debate. 
You wil1 leam how to make be此erdecisions through exchange of rational argument. The course wil1 
provide you with ample opportunities to (1) be familiar with the basic principles and rules of critical， 
argumentative communication and (2) apply such knowledge to quasi-public argumentative situations 
through participation in classroom debates. The work of this course wil1 be roughly divided into two 
phases. The first half wil1 be devo旬dωdiscussionsand lectures of debate theory. 1n addition， You will 
also have chances ωfamiliarize yourselves wi出 debatβininformal settings. Most of the second half of the 
course will be devoted ωformal debates. Schedule for debates will be negotiated and announced， and you 
areωbe expected to perform debates on the days assigned. Each students will debate both sides of the 
ωpic. 

評 価方 法:Class repo巾， library research， informal and formal debate performance 

テキスト名:Lynn Goodnight， Getting started in Debate (2nd Ed.) Lincolnwood: NTC， 1993. 

注 意事 項:受講希望者が20人を超過する場合は、第一回目の授業時間に試験による人数調整を行う 。
第一回目の授業に出席しなかったものは原則として履修を認めない。Thosewho wishω 
register must meet the C-level of English-language competency (TOEIC 600， TOEFL 500， 

orSTEP Jun・Ikk)川).

英語スモールグループ・コミュニケーション
畠お ぬま

青沼

Communicating in/as a group 

智

ηle goal of the course is to help you become be仕erthinkers and communicators in small group con-
te刈s.To do that you will have opportunitiesωparticipate in a series of "mock" small group meetings and 
discussions. Also， you will study communication theories. 1nstruction wil1 cover topics such as effective 
group leadership， methods of brainstorming， principles of win-win negotiations， the role of individuals in 
group communication，出eart of consensus building， and others. 

評価方法:Final grades will be based on completing ALL assignments given in the semester. The 
following describes how the points are distributed to each assignment percentage-wise 
(100%): in-class performances (70%); quizzes (15%); final exam (15%). 

テキスト名:Xeroxed copy 01 materials (to be available at Unipost). 

注意事 項 :受講希望者が24人を超過する場合は、第一回目の授業時間に試験による人数調整を行う。

第一回目の授業に出席しなかったものは原則として履修を認めない。Also，出osewhowish
to register MUST meet the C-level of English-language proficiency (TOE1C 600， TOEFL 
500， or STEP Jun・Ikk)川).
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英語オーラルインタープリテーションA・B 原岡笠子

音声学で演習した母音・子音レベルについての理論と実践を基に、本講では実際のコミュニケーショ

ンの場で最も重要な役割を果たすと思われるイントネーションを習得することを到達目標とする。

英語発音の型など理論面の理解と演習を基に、 TVドラマや映画のなかの英語を通して、音声表現

と意味のかかわりを考察すると同時に、より効果的に正確に相手を説得する英語の音声表現法を習得

する。

評価方法:理論と演習に関するレポート 70%、平常点20%、出席点 10%

注意事項:r音声学」を履修済みであり、更にC基準 (TOEIC600点、 TOFEL500点、英検準 1級)

の学生のみを対象とする。

日米コミュニケーション論
Itやし としお

小林登志生

多文化・多民族による線合国家アメリカは、わが国のみならず国際社会において極めて大きな影響

力持っており、わが国の様々な領域に占めるアメリカに関わる情報量は他の諸国を圧倒している。そ

れにもかかわらずわれわれは、アメリカについてはステレオタイプのイメージ、画一的または断片的

な知識・理解しか持ち合わせていない。本講義では、アメリカの建国の歴史およびアメリカ社会が内

包している様々な問題について学習しソ連崩壊後の新たな世界秩序に多大な影響を及ぼすこの超大国

について学び、わが国との歴史的な関わりについて学習し、言語、文化、政治、経済にまたがる両国

間のコミュニケーションについてさらに理解を深めることを目標とする。

評価方法:1.クラスにおける積極的な参加

2.グループ発表における貢献度

3. レポート類の提出

4.試験成績

テキスト名:特に指定テキストはない。授業内容に応じビデオ・プリント教材を用いる。

参考図書:クラスで文献リストを配付する。

提出課題:授業内容に関するブ.ックレポートを課す。

注意事項:受講生の数は 30人を超えない程度に制限する。クラスにおける課題 ・発表に取り組む

にあたっては講義内容だけでなく日常のマスコミ報道等豊富な生データを幅広く活用し

発表内容の充実を図るように努力すること。
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日英翻訳法〔時事〕
そ ねかず

曽根和子 持
時事問題に関する日英翻訳法を学ぶ。国内や国際問題で注目を集めている出来事に関するこユース

記事、論評を教材に、政治経済、文化、社会、科学技術等の各分野における日英翻訳の実践演習を行
う。講義よりも演習に重きを置き、履修者は毎回与えられた課題の翻訳文を提出する。なお、英語通
訳法と関連はあるが、使用教材、演習の形式が全く異なるので英語通訳法と並行して履修しでも内容
が重複することはない。

評価方法:毎授業終了時に提出する翻訳文により随時評価を行う 。期末テストで総合評価を行う 。
出席を重視する。

テキスト名:日本語・英語の新聞及び雑誌記事等

注意事項:受講資格は「時事英語Jを履修済でTOEIC760点、 TOEFL560点、英検 1級の何れかを
取得している 2-4年生(履修希望者は 1回目の授業の際に、スコア又は合格証のコピ
ーを提出すること)

英日翻訳法〔時事〕
そ ねかず

曽根和子

時事問題に関する英日翻訳法を学ぶ。圏内や国際問題で注目を集めている出来事に関するニュース
記事、論評を教材に、政治経済、文化、社会、科学技術等の各分野における英日翻訳の実践演習を行

う。講義よりも演習に重きを置き、履修者は毎回与えられた課題の翻訳文を提出する。なお、英語通
訳法と関連はあるが、使用教材、演習の形式が全く異なるので英語通訳法と並行レて履修しでも内容
が重複することはない。

評価方法:毎授業終了時に提出する翻訳文により随時評価を行う。期末テストで総合評価を行う 。

出席を重視する。

テキスト名:日本語・英語の新聞及び雑酷記事等

注 意事項:受講資格は「時事英語Jを履修済で、 TOEIC680点、 TOEF日30点、の何れかを取得して
いる 2-4年生(履修希望者は、 l回目の授業の際に、スコアのコピーを提出すること)
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英 語 通 訳 法
そ ねかず

曽根和子

一一
一

日英(英日)通訳法の基礎理論を学び異文化コミュニケーションの理解に努める。ラジオ、テレビ、

の英語放送、英語スピーチおよび英語を使用した会議の録音テープを教材に、 LL設備を使用した実

技演習を通じ、政治、経済、文化、社会、スポーツ、科学技術等の各分野における「逐次通訳法jの

基礎を習得させる。

評価方法 :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

テキスト名:用語等のテスト、通訳パフォーマンスの評価を随時行う。期末テストで履修状態の総合

評価を行う。

注意事項:定員は 30名(多数の場合は、 4年生を優先し、選抜試験を行う)

受講資格は、「時事英語Jを履修済でTOEIC760点、 TOEF日60点、英検 l級の何れかを

取得している 2-4年生(履修希望者は、 l回目の授業の際に、スコア、文は合格証の

コピーを提出すること)

英 語 通 訳 法 E 
そ ねかず

首根和子
土旦主主

右寄

「英語通訳法jで習得した知識、技能を基礎に、優れた通訳者としての資質育成を図る。広範囲な分

野における高度な内容の教材を用い、 LL設備を使用し「逐次通訳法J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。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。

評価方法: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

テキスト名:用語等のテスト、通訳パフォーマンスの評価を随時行う。期末テストで履修状態の総合

評価を行う。

注意事項:定員は 30名、受講資格は「英語通訳法IJを履修済の学生
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(ハ)比較文化研究

人類学入門(英米)
ソニアイータル

SONIA EAGLE 

This course aims ωcover material on the major branches of anthropology from a holistic perspective. 
Material will be studied in the fields of archaeology and pre-history， human evolution and race， cultural 

and social anthropology， ethnology and language and cultur・e.Sorne ernphasis will be placed on cultural 

anthropology. Students will becorne farniliar with the rnajor terrns and concepts of anthropology and the 

studyof people and出eircultures. Lectures will be based on出ernajortβxtbook， supplernented by relevant 

films. 

Ethnographic case studies will be discussed in groups. 

評価方法:1. Midterrn and Final Exarns : 50% 

2. Case Study Reports and Discussions : 40% 

3. Classroom attendance and participation : 10% 

テキスト名:1.Salzrnan， Zdenek Anthropology Harcourt Brace 
Javanovich Inc. NY (Copy Center) 

日

2.Peters・Golden，H. Case Studies In Anthropology 
McGraw HiII NY. 1997. 

3. Course Content， Outline and Workbook (Copy Center) 

英 .l:t 較 文化 論 高桑陽子

シェイクスピアと敢舞伎

現在「古典Jと見なされるシェイクスピアと歌舞伎は大衆娯楽だった。当時の時代背景、劇場の社

会的受容、権力や観客との関係などを比較説明した後、シェイクスピアと歌舞伎におけるジェンダー

の問題に焦点を絞って講義する。

歌舞伎の女形のようにイギリス・ルネサンスの舞台では少年が女役を務めた。なぜ互いに異なる東

西文化において男が「女Jを演じることが可能なのかを考察する。

講義の半分を、シェイクスピアと歌舞伎のテキスト講読に当てて、少年俳優と女形が演じる「理想

の女jクレオパトラと傾城八橋の女性像の表象の比較分析する。歌舞伎やロイヤル・シェイクスピア・

カンパニー上演の Iアントニーとクレオパトラjのヴィデオも観たりする。

評価方法:期末試験により評価する。

テキス卜名:Williarn Shakespeare， Antony and Cleopatra， the Arden Shakespeare， ed. John Wilders， 

Surrey: Thomas Nelson and Sons Ltd.， 1997. 

三世河竹新七 I縞釣瓶花街酔醒j東京創元社、 1971
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日米比較文化論
たか の

高野 泰

4 単 位
TτI草
覆一一期

東京ディズニーランドに象徴されるように、様々なアメリカ文化の要素は今日の日本人にとって、外

来のものであることがもはや意識上に浮かび上がることすらないほど、身近なものになっている。し

かしながら、アメリカ文化が日本文化とE換可能なものではもちろんないことは、論を倹たない。本

講義では日米に共通して見られる様々な文化現象に関して、まずそれぞれの文化的差異を強調した後

に、比較という作業を通して改めてアメリカ文化を見つめ直してpく。あわせて、今日の日本人がア

メリカ文化ををどのように理解していけばよいかを探ってLぺ 。

評 価方法 :受講態度および学期末の試験乃至レポート

テキスト名:特になし

参考文献は講義中で紹介していく

英 文
品比

+ 史 A 
たか くわ ょう

高桑陽子 一一円

「英文学Jは、英国が自国語(英語)に対する自信と文化的アイデンティティを確立していく過程で、

大きな役割を果たしてきた。そして今日の「英文学jは英国の多文化性を映し出す鏡でもある。

本講義では、主として、ルネサンス演劇と詩、王政復古劇、小説の誕生と発展などについて重点的

に学ぶ。絶対王政から共和制を経て王政復古へと揺れ動く政治的変動、宗教改革や清教徒革命の宗教

的変革の中で産み出された文化的構築物としての文学を通時的、共時的視点から探る。

なるべく様々な作品に振れることによって、英文学の多様性への理解を深めたい。

評価方法:期末試験により評価する。

テキス卜名:Ronald Carter & John McRae， The Penguin Guide to English Literature: Britain and 

Ireland， London: Penguin， 1995. 
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英 文
品凶

手・ 史 B 
せい みや みち 」

清 宮倫子

4 1主主
1~4 年
夜一一司

世界で最初にビジネスマンを生みだしたイギリス人は、文学を尊敬する国民性をもって知られてい

る。彼らの実利性の背後には文学に対する愛がある。

そういうわけでまずイギリス文学を時代にそって概説する。次に各時代を代表する作品のさわりの

部分をオリジナルで読み昧わう。最後にテキステを拾い読みして確認する。受講者各自が自分のイギ

リス文学史観を持てればよいのである。受講者は、用を足せばすむ知識・情報・意思・思想の伝達手

段の言葉とちがう、芸術作品の素材となっている言葉に出会うことになるであろう。

みなさんの心のオアシスとなるような授業をめざしたい。

評価方法:レポートと出席日数により総合的に評価する。

テキスト名:An Introduction to English Literature (金星堂)

A New Anthology of English Literature (北星堂)

注意事項:授業で読む作品のさわりの部分は、昨年度のわたくしの授業で読まなかった部分とする。

米 文 ~島
千ー 史 A 

まつ も、 けい

松 井佳子

一一一
一

明1isis a lec加recourse surveying American literature from Colonial times ω出epresent.百1eworkof 

leading novelists. poets. dramatists. and essayists will be examined. with an emphasis on their ideas. 

values. and world views.ηlere will be some a仕entionωm句ormovements of thought such as Puritanism 

and other kinds of Christianity. Rationalism. Romanticism. Transcendentalism. Pragmatism. Naturalism. 

Realism. etc.. but our primary concem will be twen即位1centuty literature and thought Modemism. Femi-

nism. Post-Modemism. Multicultura1ism. the Counterculture. and Post-Colonialism will be critically ex-

plored. E仕micliterature will be given special attention. 

Some videos based on literaty works will be shown and discussed. Students will write a report on one 

book chosen什oma reading list. 

評価方法:Mid-semester Exam : 30% 

Book Report : 30% 

Final Exam : 40% 

テキスト名:Peter B. High， An Outline of American Literature， Longman， 1986. 

-201-



米 文 ~ 
一手 史 B 

モーガンギブソン

MORGAN GIBSON 

η1is is a course of lectures in English on出eliterature of the United States from the 17th Century ω出e

present. J ..eading writers of poetry， stories， novels， plays， autobiographies， and essays will be in廿oduced，

and photocopied selections of some of their work will be analyzed. Some psychological， sociological， p。
litical， scientific， religious， moral， and philosophical issues will be examined in the li民rature.Students will 

learn about Puritanism and other forms of Christianity， Rationalism， Democracy， Romanticism and Tran-

scendentalism， Realism and Naturalism， lndividualism and Pragrnatism， Feminism and Ethnic Pluralism， 

出eCountβr-culture， etc. Modem and Post-Modem ideas in literature will be emphasized ωhelp students 

understand how ethnically diverse Americans-some using languages other出anEnglish-live， think， and 

feel about themselves and others， their nation and the world. 

評価方法:Mid-semestβrEx創n:40% 

Final Exam : 60% 

テキスト名:Peter B. High， AN OUTLlNE OF AMERICAN LlTERATURE， Longman， 1986 (in the 

Bookstore). 

注意事項:A collection of photocopied readings， edited by Professor Gibson (at the Unipost). 

英 文
品拍

手 講 義 A 
せい みや みち

清 宮倫子

20世紀のイギリスの詩

イギリスの詩は現在でも世界文学のなかで高水準を誇っている。20世紀最後の年を迎えた今、今

世紀のイギリスの主要な詩をテープを聞きながらじっくり味わい概観し総括する。とりあげる詩人は

次のとおり:G.M.Hopkins，T.Hardy，R.Kipling，W.Mare，E.Blunden，T.E.Hulme 

R.Aldington，R.Brooke，S.Sassoon，W.Owen，Ye砧，T.S.Eliot，D.H.Lawrence

R.Graves，C.I..ewis，W.H.Aude叩n

R.汀11もlOma出s，En町1汀Iright，Larki加n，D.Dav吋ie，C.Tomlinson，T.Gunn，T.Hughes，

S.Plath 

評価方法:レポートと出席日数により総合的に評価する。

テキス卜名:Modern English Poetry--A Selection--(開文社)
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英 文

HamletをE売む

品L島

千 講 義 B 高桑陽子 持

r/、ムレ ットjは謎に富んで、いる。ハムレットの父の亡霊の話は真実なのか。ハムレットはなぜ早く
父のために復讐しないのか。ハムレットは気が狂っているのか、それとも狂ったふりをしているのか。

ハムレットはオフィーリアを本当に愛していたのか。初演以来、 Iハムレット jの「謎Jは多様な解釈

を産み出した。

トム・スト ッパードが fハムレ ットjを脇役ローゼンクランツとギルデンスターンの視点から見た
劇に書き変えたように、主人公ハムレットだけでなく、オフィーリア、ガートルード、クローディア
スなど、様々な登場人物の異なる視点から劇を読み直して、 fノ、ムレット j解釈の可能性を探る。

評価方法:期末試験により評価する。

テキスト名:William Shakespeare， Hamlet， the Oxford Shakespeare， ed. G. R. Hibbard， Oxford: 
Oxford University Press， 1987. 
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米 文
品尚

子ー 講 義
まつい けい」

松井佳子

Asian A打1ericanLiterature As Diaspora Literature 

土主主
1~4 年
葎一一羽田

In this course， the students will1eam about the emerging literature of Americans of Asian descent-a 

type of "diaspora" Iiterature， expressing the experience of people who have sca枕:eredfrom their home-

lands. We will read and interpret novels by eminent American authors whose families came合omIndia， 

Japan， China， and Korea and who are concemed 明白theproblems of ethnic identity， gender， and cIass in 

America.ηlese authors and their characters deal wi出 dilemmasof assimilating into the dominant cul加re

or remaining separate. Struggling in the midst of inter-ethnic， inter-racial， intemational， and transトPacific

conflicts，廿leyblur位lecultural borderlines. 1βctures will be given on ways in which psychological identi-

ties of various characters are formed out of cultural conflicts as well as convergences. Problems of nation-

alism， ethnocentrism， postcolonialism， and gender politics will be explored by means of extensive read-

ings， which are required and will be covered in exams. Some videos will be shown. 

評価方法 : Midsemester exam 40% 

Final exam 60% 

テキスト名:Bharati Mukhe司ee，Jasmine Grove Press， 1989 

David Mura， Turning Japanese Atlantic Monthly Press， 1991 

Amy Tan， The Joy Luck Club Putn.am， 1989 

Theresa Hak Kyun Cha， Dictee Third Woman Press， 1982/1994 

Perhaps novels by Kyoko Mori， Karen Tei Yamashita， etc. 

Recommended reference book: 

King-Kojk Cheung， editor. An Interethnic Companion ωAsian American Literature 

Cambridge University Press， 1997 
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英 文 ~ 
守一

シェイクスピア劇における家族像

研 究
たか くわ ょう

高桑陽子 告主

イギリスの核家族の価値の理想は、近代初期の宗教的、政治的、経済的激変の中から出現した。
シェイクスピア劇における家族の表象を、 16、17世紀英国の視覚文化(婚礼家具、宝石、タピスト

リー、墓の彫像など)と「創世記J(アダムとイヴの人類最初の結婚から、堕落と楽園追放、カインの

兄弟殺しに至るまでの話)の解釈と合わせて、文化史的観点から分析する。

Iお気に召すままj、f恋の骨折り損j、I冬物語j、『シンペリンj、fハムレット jを取り上げて、恋愛
と結婚、夫の嫉妬、夫婦聞の誤解、兄弟同士の葛藤、親子の関係など、現代の家族にも共通する問題
を考える。

評 価方法:平常点とレポートにより評価する。

テキスト名:Catherine Belseザ， 5hakespeareand the Loss of Eden， London: Macmillan， 1999. 

米 文
品同

寸・ 研 究
モーガンギブソン

MORGAN GIBSON 

BLACK LlBERATION IN AMERICA: MARTIN LUTHER KING AND MALCOLM X 
Students wil1 study THE AUT08IOGRAPHY OF MALCOLM X and Spike Lee's film about白elife and 

death of出iseloquent and influential 81ack Muslim opponent of racism. Malcolm X's emphasis on 81ack 
Power will be contrasted with Martin Luther King's pacifism， as influenced by Jesus and Gandhi. Addi・

tional films about African Americans， their song lyrics， and writings by Ralph Ellison， Alice Walker， and 
other opponents of racism wil1 be examined， as wel1 as hisω討伺1information ∞ncerning democratic出eory
and practice， human rights， and the changing situations of A介icanAmericans. 

Students wil1 be expectedωstudy seriously a11 of the materials of the COurse， ana1yze information and 
ideas， and come to some independent conc1usions. There叩11be short lectures， speeches， dialogues， 
smal1 group discussions， ful1 class discussions， and role playing. 

評価方法:1. Participation in class， including oral reports 40% 

2. Mid-semester exam 30% 

3. Final paper (1000・1500words) 30% 

テキスト名:Alex Haley， THE AUTOBIOGRAPHY OF MALCOLl叫 X(Penguin; in the Bookstore). 

注意事項:A col1ection of phoωcopied readings， edited by Professor Gibson (at白eUnipost). 
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(ニ)地域・国際研究

英 国 研 究 入 門
とみ さ曹

富崎
たかし

隆
一円

現代英国政治を中心に

現代英国政治のあり方を、王室や議会のあり方、変貌する二大政党制、有権者の投票行動などの分

析を通じて明らかにしてpく。日本やアメリカ・ヨーロッパ政治との比較も行なっていきたい。

評価方法:期末試験とレポート 。

テキスト名:特に指定しないが、講義中に参考文献を提示する。

米国研究入門 A 賀川真理

一一一一アメリカの政治・社会

本講義の目的は、アメリカ政治に関する基礎的な理解を深めることにある。同時に、自分の関心領

域を発見し、そのテーマを追及できるように、参考資料・論文の探し方についても適宜紹介したい。

授業では、下記のテキストを使用しながら、最近の事例を織り混ぜて概説をする。テキストの項目

は、アメリカ合衆国憲法、連邦と地方政治、大統領、連邦議会、最高裁判所、選挙と選挙制度、政党

と政党政治、利益集団とその活動、人種とエスニシティ、人種とエスニシティ、女性、福祉政策と貧

困、福祉政策と貧困、外交などである。

評価方法:評価は、学期末試験による。

テキス卜名:阿部費・久保文明 I現代アメリカの政治j(放送大学教材53367-1・9711)放送大学教育

掻興会、 1997

参考文献:授業中に指示する。

注意事項:履修者は講義前に、最低限、予定されているテーマについて、教科書を読んでおくこと。

また必要に応じて、参考文献・論文に目を通すことを希望する(詳細は、初回の授業時

に資料を配布する)。
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米国研究入門 B
きか た やす よ

阪国恭代 会笥
アメリカの歴史、政治、経済、社会、外交

本講義はアメリカの政治と社会に関する入門である。ここでいう「アメリカJとは 18世紀に誕生
したアメリカ合衆国を指す。アメリカの経験は近代民主主義国家のモデルとしての“普遍性"を有し
ながら、一方で、、 どの国にも “特殊性"があるように、アメリカ合衆国もその歴史的・地理的条件か
ら特有の性質や問題を抱えている。授業では、先ず、アメリカの基本的な国家理念を理解するために
独立革命と合衆国憲法に焦点を当て、次に、政治、社会、経済、外交についてそれぞれの基本的な制
度や特徴、関連テーマを扱う。

評価方法:評価は(1)サブノート、(2 )期末試験に基づく 。

テキスト名:特にテキストは指定しないが、参考文献は次の通り。斉藤民 『アメリカ政治外交史J(東
京大学出版会)、有賀貞・大下尚一編 『新版概脱アメリカ史J(有斐閣)(*この文献は
上記「サブノートJ課題と関連)、五十嵐武士・古矢旬・松本礼ニ編 『アメリカの社会と
政治j(有斐閣)、阿部費・久保文明 I現代アメリカの政治J(放送大学教育振興会)等。
その他、臨時紹介する。

注 意 事 項 :上記の課題等の詳細については初回の授業で説明を行うので必ず出席すること。
掲示板の通知も常に確認しておくこと。

米国研究入門 C ・ E 小島かおる

本講義は、現代のアメリカを理解するという視点に立って、独立・建国以来のアメリカ史を時代の流れ
に沿って概観するとともに、制度的特徴を踏まえた政治・社会・外受の諸相を解説する。

評 価方法 :授業中の小テスト、期末試験による。任意のレポート提出も考慮する。

テキスト名:阿部粛他 f国際情勢ベーシックシリーズ 北アメリカl自由国民社、1999
その他授業中に随時紹介する。
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米国研究入門 D 
リチヤードハノフリー X

RICHARD HUMPHRIES 

Introduction to American Studies Course Description and Objectives: 

This course is designed to acquaint the student with the customs， culture， history， geography，加d

institutions of the United States. We wil1 also look at the realities， sometimes very harsh ones， behind 

common American myths and also note many interesting develoments in American English. Students will 

be encouraged to develop a level of critical thinking that凶 nbeappliedωother area studies programs and 

ωother disciplines. Lectures and discussions will predomina句whilevideos and handouts willlikely compl令

ment the text. 

評価方法:The final grade will be based on attendance (20%)， class participation (20%)， tests (40%) and 

on individual/ group assignments (20%). 

テキスト名:Douglas Stevenson (1999). AII About America. Macmillan Languagehouse. 

オーストラリア研究入門
フランシス ジョンソン

FRANCIS JOHNSON 

ηlis is a course which introduces students to the study of some aspects of出ehistory and culture of 

Australia， a country with a past iden凶 edwi出 theBritish Empire and a fuωre in the Asia Pacific region. It 

is this transformation which is at the heart of the study. 

The course syl1abus is divided into a number oftopics which examine physical， historical， social， politi-

cal and economic themes. In the course of the study of theseωpics frequent comparison and contrast with 

]apan will be made. 

百lecourse contains both lecture and video sources of information. Students明日be given lecture out-

lines and other relevant material for each topic. Videos used in the course are available for study in the 

university library. 

評価方法:1. A Mid-term examination : 40% 

2. A Final examination 60% 

テキス卜名:Handouts will be distributed. 

-208-



カナダ研究入門 A ・B

カナダの歴史・民族・社会

た なか とし ひろ

田中俊弘

フランス植民地時代以降のカナダの歴史を縦軸に、そして、先住民・日系人・フランス系・イギリ
ス系などカナダの多民族社会を横軸に据え、その他にも、政治・外交・文化・社会・自然・ジェンダ一
等の様々な側面について、時にはアメリカや日本との比較の視点も取り入れながら概観してpく。VfR
等も利用する。日本人にはなじみの薄いカナダの実状を理解すると共に、カナダを題材にして、環境
問題等、世界的な問題についても考えていきたい。

評価方法:基本的に試験による判定。授業中の学習態度も考慮する。

テキスト名:プリントを使用。参考文献に関しては授業中に案内する。

英 国

戦後英国史の展開

史
とみ さき

富崎 隆
土旦主主

ず笥

今日の英国政治の成り立ちと戦後政治の展開の歴史を検討してpく。議会主権とも呼ばれる今日の
英国議会政治がどのように成立してきたのか。さらに、第 2次大戦後におけるコンセンサス・ポリティ
クスと呼ばれる保守・労働党による二大政党中心の政治がどのように展開していったか、サッチャリ
ズムが英国をどのように変えたか、そしてプレアの fNewBri凶 nJが英国をどのように変えつつある
かについても歴史を追いながら検討してLぺ 。

評価方法:期末試験とレポート 。

テキスト名:特に指定しないが、講義中に参考文献を提示する。
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米 国

カリフォルニアの政治・経済・社会

史 賀川真理
千主筆
覆一一官官

本講義では、アメリカの中でも主としてカリフォルニアに焦点をあて、政治・社会・経済・文化に

ついて様々な角度から論じる。基本的な軸はアメリカ政治に起きながら、日米関係や日本との比較も

念頭において講義を進める。

取り扱う年代は、 19世紀後半から今日に至るまでである。具体的な内容としては、 1906年に発生し

たサンフランシスコ大震災と日本の対応、サンフランシスコにおける日本人学童間離問題、サンフラ

ンシスコ市政とアイリッシュの進出(以上の 3項目は教科書所収)、カリフォルニア州における住民提

案 187/209/227号、アメリカにおけるヒスパニックと不法移民、カリフォルニア州における社会問題

(人種関係、ホームレス、高等教育など)を取り上げる予定である。

評価方法:評価は、学期末試験による。任意のレポートも受け付け、評価に加えることもある。

テキス卜名:賀川真理 『サンフランシスコにおける日本人学童隔離問題』論創社、 1999

参考文献:授業中に指示する。

注意事項:履修者は講義前に、最低限、予定されているテーマについて、教科書および参考文献を

読んでおくとと(詳細は、初回の授業時に資料を配布する)。

英 米 法
ふく だ もり とし

福田守利

英語圏諸国の法律である英米法への理解は、英米諸国の文化、制度などを学習する際に不可欠の要

件である。アメリカ法の説明を中心に、コモン・ローの歴史、基本概念を教える。陪審制度、裁判制

度、法曹システムなどを説明する。また日本の司法制度との比較も行い、日本と英米諸国の法思考、法

意識の差異なども明らかにしたい。同時にリーガルマインドを養ってもらう授業でもある。

評価方法:学期末試験 l回のみ。平常点。提出レポートあり。

テキスト名:rアメリカ商事法辞典j 福田 守利、ジャパンタイムズ社

その他は最初の授業でいう。

注意事項:クラスサイズ30名程度。出席を重要視する。3回以上の無断欠席は履修継続不可能とな

る。
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米 国 政 ごム
，ロ

愚ゐ
日間 原

お古む

理

4 単位
Tτ4~ 
覆一一扇

20世紀はアメリカの世紀だといわれるが、冷戦後、経済的にも軍事的にもアメリカは唯一の超大国
としてさらに影響力を強め、インターネットの普及とともに英語による情報の独占にも拍車がかかり、
大衆文化としての映画もハリウッドの一人勝ちという状態が続いている。つまり、政治、経済、軍事
という歴史的に重要と思われてきた分野だけでなく、情報と文化という人間の頭や心の中までも、ア
メリカ(英語圏)の影響が拡大しているのである。

本講義では、アメリカの政治の背景と構造を理解するとともに、 1980年代のアメリカがどのように
変化し、現在の強いアメリカに変貌したのかを考察し、アメリカの社会・政治情勢を概観する。

評価方法:期末試験と小テストが評価の基準となるが、出欠席も考慮する。

テキスト名:五十嵐武士・古矢旬・松本礼二編 Iアメリカの社会と政治j有斐閣ブ、ツクス

教科書以外の参考文献はユニポストで購入すること。

注意事項:正当な理由なくテストや試験を受けなかった場合は、 0点とみなす。

米 国 経 済 曇ゐ
白岡 柳生智子

本講義では植民地時代から現代に至るまでのアメリカの経済史の基礎的理解を深め、今日にも継承
されるアメリカ経済の特色を導き出すことを目的としている。刻々と変化する政治的・社会的状況に
アメリカ経済はどのような影響を受け、またいかなる影響を与えてきたのか。この点を経済の流れを
重視して検討することは現代の超大国アメリカを理解する上で必須である。更に国民とその生活が経
済状況に応じていかに変化したかも解説したいと考えている。

授業毎に主題となるアメリカ経済史の重要なテーマを設定して考察する予定である。歴史上重大な
項目に加えて、南部奴隷制経済、移民と労働運動、独占と企業などのテーマも取り上げたい。

評価方法:学期末の筆記試験。出席も考慮する。

テキス卜名:テキス卜は特に指定しないが、参考文献として次をあげる。
また他の参考文献も授業中随時指示する。

秋元英一 『アメリカ経済の歴史 1492-1993年j東京大学出版会、 1995
岡田泰男・永田啓恭編 『概説アメリカ経済史ー植民地時代から現代まで-j有斐閣選書、

1983 
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米 国 社 ム一
A

s6. 
日開 の

野
け
吉
岡 泰

独立革命という形で既存の制度の変革から出発したアメリカ合衆国の歴史は、しばしば改革の歴史

と同一視されてきた。本講義ではアメリカ史の様々な時代における改革運動を検討してL、く 。中でも

奴隷解放から公民権運動に至る黒人運動、 19世紀を通じて様々な様相を見せた禁酒/健康改革、そし

て「女性の領域」の形成から性と生殖の権利の主張に至る女性運動の三つを、主に取り上げる。それ

らを歴史的に通観しながら、今日のアメリカ社会の特質とそれが抱える諸問題を見てpく。受講者は、

アメリカ史の概説的な知識を持っていることが好ましい。

評価方法:受講態度および学期末の試験

テキスト名:特になし

参考文献は講義中で紹介していく

米 国 外 交 論
さか た やす よ

阪田恭代
千主筆
夜一一司

現代アメリカ外交

2 0世紀は「アメリカの時代」あるいは「パックス・アメリカーナjといわれ、 21世紀を迎える

ポスト冷戦の世界においてもアメリカは「唯一の超大国」として残り、世界における影響力は依然と

して大きく、その行動と論理を理解することは益々重要になっている。本講義はアメリカの外交にお

ける行動と論理を考察するものである。講義では、先ず、建国期から現代にかけてみられるアメリカ

外交の特徴を紹介し、第二に、現代、とりわけ第二次世界大戦以降、冷戦時代におけるアメリカの歴

代政権の政策ならびに事件について検討する。第三に、冷戦終結後のアメリカ外交の展開を考察し、そ

の行方について考えてLぺ。

評価方法:(1 )学期中の課題、(2 )期末試験。詳細は初回の授業にて発表。

テキス卜名:参考文献:有賀貞・宮里政玄編『概観アメリカ外交史[新版]J有斐問、 1998;W・ラ

フィーパー著 『アメリカの時代j芦書房、 1996;小此木政夫・赤木完爾編 『冷戦期の国

際政治j慶鷹通信、 1987。その他随時紹介する。

注意事項:r米国研究入門Jを履修していることが望ましい。
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日 米 関 係 墨d.
E岡

とう しん や

伊藤信哉

太平洋を聞にはさむ日米両国の関係は、 1853年のペリ ー来航以来、すでに 150年近くの歳月
を経てきている。しかも、その道のりは平坦なものではなく、友好と協調とを深める一方で、激しい
摩擦と衝突も繰り返してきた。とくに太平洋戦争直後の 7年聞は、米国が日本を占領するという「支
配一被支配」の関係にあった。しかし、それから 50年を経て、両国はふたたび、新たな関係を築き
つつある。21世紀を目前に控えた今日、日米の関係はこれまでになく重要なものになっているとい
えるだろう。

講義では、このような日米の歴史の概観を中心とし、また、当時の人々が両国関係をどのように捉
えてきたかを、原史料なども利用しつつ観てゆくことにしたい。

評価方法:レポート(提出は任意)と筆記試験によって評価する。

テキス卜名:細谷千博編 f日米関係通史』東京大学出版会、 1995
その他の参考文献については、授業で紹介する。

注意事項:授業では時事的な話題にも適宣言及し、その際に各自の意見も徴するので、少くとも新
聞の国際面には毎日目を通しておくこと。

日 米 経 ~ι 
邑

墨色
盲岡 福田守利

日米聞の企業経営の遣いを実例を挙げながら学ぶ。企業形態、組織経営コンセプト、マネージメン
ト、意志決定、管理責任、雇用、人事、労務管理などのテーマから比較分析し日米聞の経営風土、経
営文化の差異を浮き彫りにする。ビジネス英語の素養も修得しながら学生の国際性を養う。日米聞の
ビジネス関係のニュースを発表してもらい現代のビジネス上の実情を理解してLぺ授業である。

評価方法:学期末試験 l回のみ。平常点。

テキス卜名:rアメリカ商事法辞典J福田 守利、ジャパンタイムズ社。他。

注意事項:クラスサイズ50名程度。出席を重要視する。 3回以上の無断欠席は履修継続不可能とな
る。
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英国文化実地研究 議
イギリスの一般家庭に滞在しながら、エセックス大学またはニューキャッスル大学でイギリスの文

化、社会、政治、経済、教育について学びます。大学での授業は、講義、討論、プレゼンテーション

の形態をとり、一人一人の積極的な参加が求められます。また、日帰りの旅行、市内見学、それぞれ

の大学の学生との交流などを通してイギリス文化の実体験をします。

エセックス大学での研修は春季休業中に、ニュ}キャッスル大学での研修は夏季休業中に実施され

ます。

評価方法:試験、レポート、プレゼンテーション、授業への参加度などの総合的な観点から評価さ

れます。

注意事項:r英国研究入門Jを修得済みであることが望ましい。

米国文化実地研究
土旦主主

誠鵠

アメリカの伝統のあるアイピー・リーグの一つであるペンシルパニア大学で、アメリカの歴史、社

会、政治、経済について学びます。授業は、主に、講義、討論、プレゼンテーションの形態をとり、そ

の目的はアメリカの文化事情に関する理解を深めることです。キャンパス外での活動や週末を利用し

た小旅行もこの研修に含まれています。

評価方法:試験、レポート、プレゼンテーション、授業への参加度などの総合的な観点から評価さ

れます。

注意事項:r米国研究入門jを修得済みであることが望ましい。
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オーストラリア文化実地研究
土旦主主
1-4年
海芥布確

オーストラリアの一般家庭に滞在し、シドニー郊外のマツコーリ一大学付属の英語教育研究所でオ

セアニアの文化、社会、政治、経済、言語事情について学びます。授業は、講義、討論、プレゼンテー

ションなどの形態をとり、オセアニアの文化事情に対する理解を深めることがその目的です。

シドニ一市その他への旅行も研修に含まれています。

この研修は夏季休業中に実施されます。

評価方法:試験、レポート、プレゼンテーション、授業への参加度などの総合的な観点から評価さ

れます。

注意 事項:rオーストラリア研究入門」を修得済みであることが望ましp。

カナダ文化実地研究
4 単位
1-4年
蕩芥覇軍

カナダの一般家庭に滞在し、ブリティッシュ・コロンピア大学の付属語学研修機関でカナダの歴史、

文化、社会、政治、経済、言語事情などについて学びます。

授業での講義、プレゼンテーションを通して、カナダの文化事情を把握し理解することがこの研修

の主な目的です。パンクーパー郊外への小旅行などもこの研修に含まれています。

この研修は夏季休業中に実施されます。

評価方法:試験、レポート、プレゼンテーション、授業への参加度などの総合的な観点から評価さ

れます。

注 意事項:rカナダ研究入門jを修得済みであることが望ましい。
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2 )中国語学科

(イ)言語研究

中 国 語
品L品

千 概 曇ゐ
宙開 鍾 敬華 持「

中国語音声、文字、構造の基礎

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いかなる言語か、という事を音声・文字・構

造・歴史を通じて言語文化として講述する。

評価方法:出席率 ・平常点及び試験、レポートを総合して判定する。

テキスト名:r中国語のすすめj 講談社

中 国 語 文 法 論 鍾 敬華 時一

現代中国語文法

二、三年の学習を通じて，ある程度の学力を身につけた段階で受講するこの講義は，学習者の中国

語の文法に対する理解をさらに深めるためにより高度な中国語の基礎的な文法理論及び特徴を詳細

に分析する事を目的とする。

この講義は，主に三、四年生を対象とし ，教師の講述内容に対する学習者の積極的論議を要求する。

評 価方法 :成績の評価は.平常の学習態度・成果及びレポートを総合的に判断して判定する。

テキス卜名:r簡明中国語語法J馬真
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中 韻 ~除
白岡

一一
一~ 

目国 語
や ざわ ひで あき

矢津秀昭

漢語音韻論の一環としての音韻学に就いて基礎知識を得るための講義である。まず漢語音韻学の概

要として、漢語音韻学の研究対象、音節構造、音節の分類、北京音系の声母体系、北京音系の韻母体

系、北京音系の声調体系、現代音襟と古代反切、等を学習する。ついで 〈切韻〉音系、 〈中原音韻〉音

系について学習する。

評 価方法:出欠状況、受講態度、レポート 、試験結果等を総合して判断する。

テキスト名:プリントを使用。

中 コ包
目

品晶

唱す・

一一
一声国 語 閤

チュン

群

中国語を対象として音声学的に検討する。まず、音声学の基礎を学び、さらに中国語音声学を詳細

に解説する。一方、演習を通じて、効率的な学習方法を身につけ、より正確な中国語の音声を習得す

ることを最終目標とする。講義項目は次の通りである。

第 l章:音声記号 第 2章:音声の物理

第4章:音声の知覚 第5章:母音

第7章:音節 第8章:声調

第 10章:音声と音韻論

評 価方法:出席状況、受講態度、試験で評価

テキスト名:開講時指示。

巧

d'E且
q
L
 

第 3章:音声の生理

第6章:子音

第9章:軽声、単語、文



中 国 謹一山 史
しろ がね ゆき え

白銀志栄

一一一
一

前期は現代中国語が歴史的にどのように形成されてきたかを概観し、後期は上古、中古、近代、現

代の各時期の文献を輪読する。

評 価方法:出席と発表及び学年末のレポートで評価する。

テキス卜名:王力著 f漢語史稿j中華書局

注意事項:繁体字のテキストを音読する授業になるので、予習に相当時聞がかかると思われる。時

間に余裕のない学生は選択しないこと。

中国語通訳法 塚本慶

「中国語通訳法1Jは、実質上通訳法に関する訓練と講義を組み合わせるスタイルで行う。「中国語

通訳法 1JはLL教室で、基本文型・文例をリピート、リテンション、ノートテーキング、シャドウイ

ング、サイトラ等の訓練を通じ、異文化コミュニケーションの理解に努める。

なお、受講対象は原則として、 3年生で、「時事中国語 IJと「中国語翻訳法 1Jを同時履修する学

生のみ受講可能であり、かつ開講時にペーパー・プレスメントテストを行い決定する。

評価方法:平時の学習態度、成果及び試験、レポートを総合的に判断し決定する。

テキス卜名:塚本慶一 f中国語通訳Jサイマル出版会

塚本慶一 『実戦ビジネス中国語会話』 白水社

その他、プリント・録音録画テープ等
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中国語通訳法 E 塚本慶

「中国語通訳法IIJは「中国語通訳法IJの継続で、引き続き LL教室で、テキスト及び現場の資料
(放送、インタビュー、会談、交渉、国際会議等)に沿って、各分野(政治外交、経済貿易、文化、社

会、科学技術等)の内容について、逐次通訳の基本訓練及び実演を行い、現場の雰囲気を飲み込んで

もらうようにする。また一方では、授業を通じて、通訳者として持つべきマナー、心構え、知識、教

養及び通訳の歴史、理論についても講述する。

なお、受講対象は原則として 3年生で、「中国語通訳法 1Jを履修済みの学生とする。

評価方法:平時の学習態度、成果及び試験、レポートを総合的に判断して決定する。

テキスト名:塚本慶一 f中国語通訳j サイマル出版会

塚本慶一 『実戦ビジネス中国語会話』 白水社

その他、プリント・録音録画テープ等

ビ ユノ 不 ス 中 国 語
っか もと けい いち

塚本慶

ビジネス中国語について、まずその分類、構成、用法及びビジネス実務などを概説する。基本的で、

かつ応用のきく文型及び文例を「聞く、話す、読む、書く、訳すJの練習を通じて学ぶとともに、日

本と中国のビジネス関連の文献を読みながら、それぞれについて討論、発表、評価し、卒業後ピジネ

ス現場での即戦力となりうる必要な語学の表現能力・方法、ビジネスでの思考方法・技術と実務関係

の知識・ノウハウを習得することを目標とする。

なお、受講対象は原則として 4年生で「中国語通訳法 1. II Jを履修済みの学生とし、かつ開講時

にプレスメントテストを行い決定する。

評価方法:平常の学習態度・成果及び試験・レポートを総合的に判断して決定する。

テキス卜名..塚本慶一 『実戦ビジネス中国語会話』 白水社

藤本恒 fビジネス中国語マニュア)(...J1 東方書庖

その他
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日 中 比 較 -
E
 

三五
回ロ

はな ぎわ せい

花 津聖子 一昨

日本語を中国語に訳す場合に、日本人でなければこういう間違いはしないであろうと思われること

が多々ある。この講義では、母国語が日本語であるが故に誤ってしまうような中国語表現に焦点を当

て、正しい中国語表現ができるように学んでLミく 。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:プリントを配布する。

広 東 器
開

ワン

迂 以文
土J主主

配鴇

広東語人口は広東省、香港を中心に世界で6000万人と言われている。発音の基礎を固め、標準語と

の比較を通じ、語索、文法の特徴などを学習し、生活会話を中心にすぐ役立つ実践的な表現を習得す

る。テキストのほか、現在進行している生きた教材を利用しながら、対応力や表現力を広げてLぺ 。

評価方法 :以下の各要素を総合して評価する

1.定期試験 2.平常点 3.出席状況

テキスト名:郭素霞 『初めての広東語j明日香出版社
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広 東 ワン

淫 以文
出筆
荏一一羽

盟
問 E 

広東語 Iを履修した学生を対象とするクラスで、広東語の聞く、話すなどの総合的なレベルの向上
を目指す。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する

1.定期試験 2.平常点 3.出席状況

テキス卜名:未定

注 意事項:広東語Iを履修していない学生はEを履修できない。

円

L
内

L



(口)比較文化研究

中国文化思想概論
< Irた ょし たけ

久保田善丈

敵米も、そして日本も、中国をそれぞれの価値観に基づく「まなざしJでみつめてきた。そしてそ

れによって、 一定の中国イメージを形作ってきたのである。その「まなざし」は、例えば19世紀的ヨー

ロッパ的価値観に基づくが、結局、「私たちjの「物差しjに適った、受け入れやすい中国イメージほ

ど大衆化したのである。殴米、日本のテキストによってこのことを自覚することが講義内容の一方の

柱となる。そして以上の事柄をふまえ、近現代中国のテキストから「中国的価値jの把握を試みるこ

とがもうひとつの課題である。

評価方法:授業内のテスト。出欠席も考慮、。

テキス卜名:プリント配布。必要に応じて書籍等を指示する。

中 国 文
品拍

手ー 概
呈必島
冨岡

おおや り み

大宅利美

中国文学史概論・作品鑑賞

中国文学の流れを概説すると同時に、代表的な作品を鑑賞する。講義を中心とし、作品鑑賞は講読

形式で行う 。

評価方法:学年末にレポートを課す。

テキス卜名:プリント

円

Ln
L
 

n
L
 



中
や ざわひで 島幸

矢津秀昭

一一一
一講 畳昔r

露冗国 古 典

中国の古典として「四書五経Jのなかから何れかを部分的に講読する。つまり、例えば〈論語〉を

年開通して講読するのではなく、〈論語〉のある一編の次は〈春秋〉のある編を講読するという形式で
ある。これによって古典の講読方法を学習することはもとより、古代中国の思想、民族性を理解する
ことも現代の中国を学習するものにとって重要で、あることを認識してもらう。

評価方法:出欠状況、受講態度、レポートによって判断する。

テキスト名:プリントを使用

中国近世文学研究
おおや り み

大宅利美

作品講読

明代の白話短編小説集『警世通言jより「杜十娘怒沈百宝箱(杜十娘怒りて百宝の箱を沈むること)J
を講読する。あらかじめ担当者を決めるが、担当者以外の履修者も準備してくることが望ましい。

評価方法:平常の授業態度により判定する。

テキス卜名:プリント

。。
内

L
内

L



中国現代文学研究 林
ファン
...，.蝿
方

一一
一

1949年、新中国誕生から現在までの現代文学(中国語では<当代文学>)の歩みを、主な文芸運動

によって辿り、中国当代文学の流れや社会事情を把握する。また折にふれて映画化された作品を鑑賞

し、感性的理解を深める助けとする。

ここで取り上げる文芸運動は主に、人民文学・社会主義新文学の指針となった毛沢東の I文芸講話j

を始め、「社会主義リアリズムJrr紅楼夢j批判Ji胡風批判Ji百花斉放、百家争嶋Ji人間性と人道

主義H反右派闘争H文革Ji新時期の文学」などで、これによって中国の人・文化・社会への理解を、

文化面から深めてLぺ 。

4年次の「中国現代文学演習Jの入門コースとする。

前期:1949年か ら、文革後約十年たった 1985年までをメインに考察する。

後期:1985・86年以降、外国の文芸思潮の流入により、中国文学界に現われたさまざまな流派・文

芸主張と、中国文学の激変を考察する。

評価方法:講義と学生の研究発表の形で授業を進め、教場発表とレポート(前期・後期各一篇)・出

席状況により評価する。

テキスト名:プリントを配る

① 『中国当代文学概説』 林芳編 (1997.3.ニ松学舎大学院用)

② I概説<中国当代文学の潮流』 林芳 <神大紀要>第11号

③ 作品のプリント(抜粋)

参考図書:① 『延安の文学芸術座談会における講話』毛沢東著

② f原典中国現代史J第5巻思想・文学編 岩波書底
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(ハ)地域・国際研究

中 国 史 久保田善丈

一一
一

中国が世界と分かち難く結びつくことになる時期、すなわち 19世紀から 20世紀前半を主な対象と
する。具体的には、イギリス、日本との関係を取り上げつつ当該時期中国社会の変化・不変化をたどっ
てLぺ 。殴米、日本との抜き差しならない関係が始まる中で、中国の何が変わり、何が継続するのか。
そして、そのことは中国と諸外国の関係にどのような影響を与えるのか。以上のような内容が講義の
ポイントになるだろう。

評価方法:授業内のテスト 。出欠席も考慮。

テキスト名:プリント配布。必要に応じて書籍等を指示する。

中 国 社 ム一
A 概 罫d.

百岡
なか の 付ん じ

中野謙

一一一
一

近代化による変容

〈前期〉

社会学的なアプローチを通じて中国社会の体制・制度、階層、グループの基礎的把握に努める。同
時に 1980年代以後の近代化政策のなかで、社会構造がどう変化しつつあるかを視野に入れ、わが国で
も大きな関心の持たれている中央と地方の格差、潜在失業者の実態と解決策、余剰労働力と人口流動

のかかわりなど幅広い解明を試み、そのうえに 21世紀に向けての展望を描いてみる。
〈後期〉

中国社会をソフト面から分析する。市場経済の導入にともなって、 一般大衆が社会主義、民主、人
権あるいは儒教、道教などをどう受けとめつつあるかといった政治、思想、文化面を検討、さらに社
会問題としてのモラルの欠如、不正腐敗、治安・犯罪の全般的傾向を取り上げる。それらを通じて中
国人の民族性と、その底流にある風土、歴史とのかかわりを総括的に把握する。

評価方法:期末にレポートを提出してもらうが、出席を重視し、しばしば質疑もしくはアンケート
を行なう。

テキスト名:r中国の社会構造J中野謙二，大修館書庖
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中国社会特殊研究
なか の けん じ

中野謙

一一
一

13億人の生活風景

〈前期〉

13億人の隣人がどう暮らしているかを、複眼的に考察する。前期は人間の生育過程にあわせた捉え

方を実施、一人っ子政策に始まり教育、恋愛、結婚から家庭生活へと進み、サラリー、社会保障、医

療制度についても理解する。そうしたなかで、衣食住を中心とする中国人の生活風景をうきぼりにし

たい。

〈後期〉

後期は視点をかえ、正月のお祝いから清明節、端午の節旬、夏休み、中秋節、国慶節といった中国

の祝祭日を中心に四季の移り変わりと、それにあわせての風俗習慣を取り上げる。と同時に、そうし

た歳時記が近代化その他の政治的社会的変動にともなって、どう変化したかも解明する。風習のなか

には日本の原形が見られるものも多いので、日中比較をも交えてみたい。

評価方法:期末にレポートを提出してもらうが、出席を重視し、しばしば質疑もしくはアンケート

を行なう。

テキスト名:プリント配布

中 国 経 済 概
塁。
日間 川村嘉夫

1842年のアへン戦争から現在にいたる中国経済史を以下のとおり概観するが、1949年以降の (6)に

重点をおく 。(1)アへン戦争の封建中国に対する衝撃 (2)洋務運動一上からの工業化と挫折 (3) 日

清戦争と「半植民地経済」の深化 (4) 中国民族資本主義の成長 (5)旧農村の地主経済と土地革命の

展開 (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、農村における土地革命・協同組合

化・人民公社化および家族経営成立への変転、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、対外経済関係の多様化と日中貿易の発展。

評価方法:定期試験と出席状況によって評価する。

テキスト名:参考書:r現代中国経済とアジアj河地重蔵他、世界思想社、 1994年

f現代中国経済の分析J佐々木信彰他、世界思想社、 1997年
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中国経済特殊研究 川村嘉夫

戦後50年余の日本と中国の経済交流史について、次のように両国の政治経済状況と日中をとりまく
国際情勢の中に位置づけながら追ってゆきたい。

(1) 1950年代 冷戦体制と日中民間貿易協定の締結

(2) 1960年代友好貿易と LT貿易の成立

(3) 1970年代 日中国交回復、平和友好条約と長期貿易取決め

(4) 1980， 90年代 中国の対外開放政策と日中経済関係の多様な展開
後半では、日中貿易や日本の対中投資等に関する論文を最新の 『中国対外貿易j誌等から選択して

講読する。

評価方法 :定期試験と平常の出席状況による。

テキスト名参考書:r日中関係1945-1990年J田中明彦、東京大学出版会、 1991年

『戦後日中関係五十年』島田正雄等、東方書庖、 1997年

中国政治外交概論
こう ろぎ いち ろう

興 椙一郎

現代中国の政治と国際関係~中華人民共和国 50年を振り返って

中華人民共和国がたどって来た過去を概観することで、中国が直面する諸問題を深層から理解でき
るようにし、日々の中国関連報道を正しく判断する上で必要とされる確かな視点を養う乙とを目標と
します。新聞やテレビでは、日常的に中国報道が行われていますが、中国が経験した過去 50年の歴
史を把握せずにその内容に触れるならば、中国が抱える問題を正確に理解することは難しいでしょう。
中国を見る確かな眼が必要です。また、中国問題を正しく理解するには、内政および国際関係の相互
関係を知る必要があります。本講義は、現代中国を学ぶことを通し、中国問題だけでなくあらゆる日

常の問題を判断する上での複合的な視野を身につけることを最終目標とします。

評価方法:期末試験とレポート

テキス卜名:別途指示します。

勾「
円

L
内

L



中国政治外交特殊研究
己う ろぎ いち ろう

興相一郎

中国語で読む現代中国~インターネットで学ぶメディア・チャイニーズ

インターネットでアクセス可能な中園、香港、台湾などの中国語メディア情報を読み、めまぐるし

く移り変わる現代中国語の語裳を学ぶとともに、その背景にある基本的知識を正しく把握し、最終的

には中国語で現代中国について読み、聞き、話せるようになるための方法論を学びます。中国語で書

かれたメディア情報に早期から親しむことは、中国語を修得する上で避けて通れない課題です。新聞、

雑誌、テレビなど以前はアクセス困難だったものが、今日ではインターネットや衛星放送によって手

軽に自にすることができるようになりました。しかし、そうしたメディアを使いこなしているかどう

かはまた別問題です。とにかく、早い時期に親しんで現代中国を中国語で語れるようになりましょう。

評価方法:平常の発表と期末試験

テキス卜名:教材とテキストを使用(別途指示します)。

海 外 華 人 :d勘
日間 興椙一郎

一一
一

華人ネットワーク・グローパル都市「中国香港」のダイナミズム~その過去と現在

本講義は、海外華人と緊密な関係を有する特異な華人ネットワーク・グローパル都市・香港の歩み

を通して、中国と華人世界との関わりを理解することを目指します。香港は 97年に中国に返還され、

社会主義中国の中に資本主義香港を内包するシステム「一国二制度Jの実験が行われています。返還

前後は、日本でも盛んに香港の話題が取り上げられ、皆さんも新聞やテレビで多くの報道を目にした

ことと思われますが、香港を真に理解するためには、英国植民地時代を検証することが必要であるだ

けでなく、中国との深い関係を把握することが重要なポイントとなります。また、マカオや台湾など

中華世界において中国とは異なる歴史的発展を経験した地域をも視野に入れ、南中国と海外ネットワー

クの中で理解する必要があります。こうした視野は、中華世界を複合的に把握する上で欠かせないも

のです。香港を重層的に理解し、グローパルとローカル、社会主義と資本主義など一般的なテーマを

具体的に捉えることで、世界認識を深めることを最終目標とします。

評 価方 法:期末試験とレポート

テキス卜名:別途指示します。
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3 )スペイン語学科

(イ)言語研究

スペイン語音声学 I
え とう いち ろう

江 藤一郎

調音音声学

授業の最初の 30分は理論の授業である。即ちスペイン語の調音音声学を、英語で書かれたクイズ
形式の教科書QeraldR. Green， Spanish phonolology for teachers)を使って学ぶ。もちろん日本語、ス
ペイン語で調音器官，調音点、及び調音法の用語も学ぶ。
後半は短い文とか、虫食いの文を聞き取って穴埋めしたりする練習、即ち dictation(dictado)の授業

をししの部屋で行うので、毎回テープと辞書は必ず、持ってくること。

評価方法:授業参加を評価の最低基準にする。

テキスト名:プリント

注意事項:カセッ トテープに録音して各自が自分の力で聞き取るので遅刻しないごと。

スペイン語音声学 E 江藤一郎

音声・音韻論

最初の 30分は音声学の教科書QeraldR.Green， Spanish phonology for tβachers，ηle Center for Cur-
riculum Development， 1970)を使って音素論まで学ぶ。スペイン語の単音がその発音される環境によっ
て、少しずつその調音点を変えること、即ち音素と条件異音の考えを学ぶ。
単語は音の連続からなり、また文は単語同士がつながって発音されるのが、スペイン語では普通で、

ある。即ちスペイン語には開音節傾向がある。これを耳で聞いて、頭で文法的に理解する乙とがスペ
イン語の発音を聞き取ることであり、スペイン語会話がうまくなるこつである。授業の後半ではスペ
イン語会話を聞き取って、書く、すなわち dictado(dictation)の授業になる。会話の内容はスペインと
メキシコの観光地めぐりで、スペイン文化の教養を身につけさせるようにする。詩の朗読を聞くこと
もあるが、これも聞き取りの重要な課題である。

評価方法:授業参加が評価の重要な点、と考えている。

テキスト名:プリント

注意事項 :毎回テープと辞書をも ってくること。遅刻しないこと。
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スペイン語学概論 I 江藤一郎

形態論と中南米のスペイン語

形態論は，マルテイネの言う二重分節のなかの第一次分節によってとりだした「語」の研究と言え

る。即ち Eljefe tuvo una relacion impropia con una chica.の文のなかで、意味のある単位としてとりだ

した、 el，jefe， tuvo， una， relacion， impropia (in+propio)， con， una， chicaのそれぞれの「語」を研究する

とも言える。複合語(cochecama) ，合成語(abrelatas)のような造語法とか、接頭辞とか接尾辞、形容調、

名調の複数形の作り方と、その考え方を学ぶ。

中南米のスペイン語は，語蒙と主にアルゼンチンのvoseo(加の代用形)を中心に学ぶ。

スペイン歳時記というか、その時季にあわせてのスペインの行事についても学ぶ。つまりスペイン

語を読むための総合知識獲得をめざしたい。

評 価方法:学期末に試験を行う。

テキス卜名:プリント

スペイン語学概論 E

音声・音韻論と統語論

え とう いち ろう

江 藤一郎

マルテイネの言う二重分節のなかの第二次分節によってとりだした「音」の研究と言える。即ち

el jefe tuvo una relacion impropia con una chica.の文から取り出した意味のある単位の「語j、例えば

elをeと!という「音」にわけでその「音Jを研究するとも言える。スペイン語が言葉であるからに

は、その音声を観察し研究することは当然であり、スペイン語らしい発音をするための第一歩である。

「音」を学問として扱うと、音声学にとどまらず、音韻論または音素論という考えも学ばなければなら

ない。この知識がないと形態音素論も理解できない。初心者のためにクイズ形式の「音声と音声教育j

という日本語音声学の教科書を使いながら、英語、日本語とスペイン語を対照させながらスペイン語

の調音音声学を学ぶ。

統語論は単語と単語の組み合わでできる「文Jの研究と言える。特に、接続法(subujuntivo)の用法

を、英語の仮定法(subjunctive)の用法と対照して研究する。それぞれの横文字をみてわかるように、も

とは同じ用法である。

評価方法 :学期末に試験を行う。

テキス卜名:プリント
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日西語対照研究 I
島お やま ，i'、み ひろ

青山文啓

日西岡語の文構造の比較

スペイン語と日本語の文法構造の類似と相違を論じる。話題は，日本語とスペイン語の表記システ

ム，辞書と事典，動調の定形と不定形そして活用，形容調の用法，助動詞と統語論，名詞の持つ情報，

スペイン語の閉じた品詞類と日本語の相対物，前置調と格助認などを含む。

評価方法:評価は，授業への出席および参加の度合い，レポートの成果によって行なう。

テキスト名:C. Moreno(1998)LAS PREPOSICIONES. Madrid:SGEL. 

注意事項 :日西語対照研究Iを受講する学生は必ずHも続けて受講すること。後期でEだけを受講

することはできない。スペイン語専攻以外の学生はスペイン語を4単位以上履修のこと。

日西語対照研究 E
あお やま ふみ ひろ

青山文啓

日西両語の文構造の比較

スペイン語と日本語の文法構造の類似と相違を論じる。話題は 日本語とスペイン語の表記システ

ム.辞書と事典，動調の定形と不定形そして活用，形容詞の用法，助動調と統語論，名詞の持つ情報，

スペイン語の閉じた品詞類と日本語の相対物，前置調と格助詞などを含む。Hは， 1で考えたことを

基礎に，受講者の作業と成果の発表を中心に行なう。

評価方法:評価は，授業への出席および参加の度合い，レポートの成果によって行なう。

テキス卜名:C. Moreno(1998)LAS PREPOSICIONES. Madrid:SGEL. 

注意事項:日西語対照研究Iを受講する学生は必ずEも続けて受講すること。後期でHだけを受講

することはできない。スペイン語専攻以外の学生はスペイン語を4単位以上履修のこと。
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アメリカスペイン語特殊研究 I
札
山
芹

だい すけ

大介

アメリカスペイン語とは何かを学ぶ

アメリカスペイン語の音声・文法(統語形態)・語裳的特徴を、スペインの標準スペイン語と比較し

ながら概説する。

1. Posible origen del espa 01 americano 

2. Zonas dialectales de Hispanoam rica 

3. Fon tica 

4. Morfosintaxis 

5. Lxico 

評価方法:定期試験 (50 %) +小リポート (25 %) +授業参加 (25 %) = 1 0 0 % 

テキスト名:寺崎英樹他編 『スペイン語の世界』世界思想社

参考図書:Moreno de Alba， Jose G. EI espanol en America. Mexico， Fondo de Cultura Economica， 

1988. 

Vaquero de Ramirez， M. EI espanol de Ame討ca1 & II. Madrid， Arco Libros， 1996. 

Zamora Munne & Guitart. Dialectologia hispanoamericana. Salamanca， Ediciones Almar， 

1982. 

アメリカスペイン語特殊研究 E
札
山
芹

だい すけ

大介

フィールド・ワークの方法論を学ぶ

アメリカスペイン語に関する最近の論文を読み、特に社会言語学、方言学の方法論を学ぶ。

現地調査で収録したテープを転写する訓練をすると同時に、言語学的に分析する能力を養う。

各自関心のあるテーマ (7メリカスへ。イン語に関連するもの)を選び、研究リポートを提出してもらう。

評価方法:研究リポート (66 %) +授業参加 (34%)=100%

テキス卜名:・寺崎英樹他編 『スペイン語の世界J世界思想社

-プリント

参考図書:Moreno de Alba， Jose G. EI espanol en America. Mexico， Fondo de Cultura Economica， 

1988 

Vaquero de Ramirez， M. EI espa白01de America 1 & 11. Madrid， Arco Libros， 1996. 

Zamora Munne & Guitart. Dialectologia hispanoamericana. Salamanca， Ediciones 

Almar， 1982. 

注意事項:iアメリカスペイン語特殊研究 1Jを履修しているか、アメリカスペイン語についての基

礎知識があることが望ましい。
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スノてイ ン語史 江藤一郎

スペインの歴史と言語

スペイン語は、ラテン語から生まれたロマンス語の一つで、フランス語やイタリア語と姉妹関係に

ある。ローマ帝国に支配され、その言葉ラテン語のスペイン方言からスペイン語が生まれたのである。

スペイン語史を学ぶことは、スペインの歴史を学ぶことである。ゲルマン民族の大移動のために、 5

世紀にスペインにやってきた西ゴート族に支配された影響で、英語やドイツ語と共通する単語が存在

する。また 8世紀にイスラム教のムーア人に侵入され、それから 8世紀にEり支配されたためにアラ

ビア語起源の単語が 4千もある歴史を、歴史言語学の観点から講義する。

評 価方 法:学期末に試験を行う。

テキスト名:プリント

注意事項:西和辞典(できるならば、語源の記述がある中辞典)をもって毎回出席すること

スペイ ン語史 E 
え とう いち ろう

江藤一郎
~主主
主主義

古典講読

語史を通時的に変化の歴史と捉えて形態だけ学ぶのは無昧乾燥と思われるので、中世スペイン語の

古典作品を現代スペイン語訳と対照させながら読み進み、現代の「西和辞典Jを使って、内容を理解

しながらどのように言葉が変化したかを講義する。「古きを温ねて新しきを知るJことを体験させたい。

今年度は、 14世紀の散文家DonJuan Manuelの「ルカノール伯爵Jel Conde Lucanorの 35話、シェ

イクスピアの「じゃじゃ馬馴らしJIごインスピレーションを与えたと言われる「たけだけしい気性の

粗暴な娘と結婚した若者に起こったことJde 10 que contescio a un mancebo que caso con una mujer 

muyfue社eet muy bravaを読む予定。

テキスト名:プリント

注意事項:現代語訳の所は予習してくること。
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高業 スノてイ ン 語
みや ち たつ ろう

宮地達郎

西暦2030年には米国人口の25%がヒスパニックスになる可能性ありとの記事が先日の新聞に掲載さ

れていました。スペイン、中南米のみならず米国でもこれからのスペイン語の必要性は増大すること

は自明の理です。

テキストは語学春秋社の「ビジネスレターを書くための表現辞典J(英文)を使用し、その英文を邦文お

よび西文に翻訳しながら貿易用語を、英/日/西に変換します。さらに輸出入の流れをチャートで説明

します。

評価方法:出席、平常の学習態度・成果及び試験結果で判定します。

テキスト名:ビジネスレターを書くための表現辞典 (Essentialexpressions for business writing)お

よびプリント(適宜)。

注意事項:1はIIに入るための貿易の基礎知識の養成です。Iのみの履修では効果は半減しがちな

ので、通年で受講するのが望ましいのですが、必須条件ではありません。また例年英語

学科の受講生もいて、優秀な成績を残しています。勿論、希望者は大歓迎です。

商業スペイ / 語 E 
みや ち たつろう

宮地達郎

前期で学習した概要を基礎にして、後期は焦点を商業信用状に絞り、一昨年まで担当教員が経営して

いた貿易商社時代に顧客より取込んだ信用状を英語、西語に変換します。西語の信用状は英語に、英

語の信用状は西語に変換します。できるだけ多くの実在する信用状を使用します。

また、使用される為替手形、信用状買取依頼書、船荷証券、商業送り状 梱包明細書、保険証書の

実物を使って船積書類を信用状を参照しながら作成し、銀行買取りまでの実務の熟達を目指します。最

終目的は、信用状が英文であれ、西文であれ通常形態のものであれば内容を理解し、船積書類を作成

し銀行買取までの実務が可能になる即戦力の養成にあります。将来北中南米・スペイン市場での活躍を

夢見る学生の受講を希望します。

評価方法:出席、平常の学習態度・成果及び試験結果で判定します。

テキスト名:適宜プリントを配布します。

注意事項:2年生の受講者も過去にはいて、好成績を収めています。しかし、 4年になった時点で

は折角の知識を忘れてしまっている場合もあります。従って、過去に受講した生徒が復

習の目的で聴講する場合もあります。当講座はそのような学生の聴講も歓迎しています。
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(口)コミュニケーション研究

スペイン語翻訳法 I 喜多延鷹

語学教室の直訳的西文和訳を離れ、 一般社会に通用する日本語に訳すにはどうしたらよいかを研究
する。従って、スペイン語の読解力と共に日本語文章力の養成をはかる。ただし、翻訳は教わるもの
ではなく、課題訳出の過程で自ら学ぶべきものである。教師は、そのお手伝いをするが、翻訳法は自
分の力で独自に作り上げていくものである。スペイン語一日本語、 日本語ースペイン語、両方の訳を
研究する。

評価方法:毎回授業は各自持ち寄った翻訳を黒板に書き出し、皆で意見を出して、よい文章に練り
上げていくが、授業態度と筆記試験により総合的に評価する。

テキス卜名:スペイン文学作品より抜粋したものを、プリント配布する。その他、スペイン語新聞、商
業通信文、カタログ、マニュアル、契約書等を扱う。

スペイン語翻訳法 E 喜多延鷹

Iに同じ。ただし、時間の配分上、 Iでは主として文学作品を、 HでIに上げた文学以外のジャンル
を扱う 。

評価方法:1に同じ。

テキス卜名:プリントを配布する。
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スペイン語圏マス・コミュニケーション論I

Analysis of恥1edia:

1. As a reflection of society 

2. As a politica1 e1ement 

オルビードロドリーゲス

OLVIDO RODRIGUEZ 

3.宵leorganization of pub1ic opinion. Sex stereotypes : ma1e / fema1e 

Objective: 

The main objective of出ecourse isωget students invo1ved in critical issues regarding Mass Communi-

cation， by way of figuring out and presenting their own opinions in the c1assroom. 

評価方法:Presentations and assignments : 60% 

Exams / essays : 40% 

テキス卜名:未定

注意事項:Students are expected ωattend c1asses consistent1y， to do assignments and participate in 

c1ass. 

スペイン語圏マス・コミュニケーション論E

1. The EurかAmericanart日1m

2. Art cinema vs. entertaiment 

3. Irony， Black humor， satire， symbolosm 

4. Case studies 

Objective: 

オルビードロドリーゲス

OLVIDO RODRIGUEZ 

η1e main objective of the course isωget students invo1ved in critical issues regarding Mass Communi-

cation， by way of日guringout and presenting their own opinions in the c1assroom. 

評価方法:Presentations and assignments : 60% 

Exams / essays : 40% 

テキスト名:未定

注意事項:Students are expected to attend c1asses consistently， to do assignments and paはicipatein 

c1ass. 
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スペイン語スピーチ・コミュニケーション I
セルヒオナパーロ

SERGIO NAVARRO 

EI curso esta orientado hacia la adquisicion de la destreza en la comunicacion oral. EI curso tiene tres 
pa此es:

1. Exposicion publica de un tema. 

2. Discusion y debate. 

3. Comunicacion en peque白osgrupos. 

Iρs alumnos tendran que hacer exposiciones orales sobre diferentes temas， en varios estilos. 

評価方法:Participacion en c1ase (debates) : 20% 

Diversos ejercicios : 20% 

Presentacion oral y discusion : 60% 

テキスト名:Se entregaran fotocopias cuando se considere necesario. 

スペイン語スピーチ・コミュニケーションE
セルヒオナパー口

SERGIO NAVARRO 

EI curso esta orientado hacia la adquisicion de la destreza en la comunicacion oral. EI curso tiene tres 
partes: 

1. Exposici伯尚bli四 deun tema. 

2. Discusion y debate. 

3. Comunicacion en peque白osgrupos. 

1ρs alumnos tendran que hacer exposiciones orales sobre diferen句stemas， en varios estilos. 

評価方法:Participacion en c1ase (debates) : 20% 

Diversos ejercicios : 20% 

Presentacion oral y discusion : 60% 

テキス卜名:Se entregaran fotocopias cuando se considere necesario. 
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(ハ)比較文化研究

スペイン文化研究 I
アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

Course Objectives. 

Estβcurso tiene como fin el estudio de la lengua espanola， al mismo tiempo que los estudiantes adquieran 

un conocimiento general de la cultura y la historia de Espana. Las principales areas de estudio seran : A此e

e Historia. 

Course Description: 

(a) Cada alumno elegira un tema de estudio. Hara una composicion de una pagina 0 pagina y media， y una 

exposicion. Esta composicion sera corregida en c1ase， con el objetivo de que el alumno ampIie sus 

conocimientos de gramatica. 

評価方法:1
0 

Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo escriωyoral : 20% 

3
0 

Examen final : 50% 

テキスト名:EI profesor repartira fotocopias sobre el tema que se vaya a explicar en esa clase. 

スペイン文化研究 E
アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

Course Objectives. 

Este curso tiene como fin el estudio de la lengua espanola， aI mismo tiempo que los estudiantβs adquieran 

un conocimiento general de la cultura y la historia de Espana. Las principales areas de es加dioseran : 

Literatura y FilosofIa. 

Course Description: 

(a) Cada alumno elegira un tema de estudio. Hara una composicion de una pagina 0 pagina y media， y una 

exposicion. Esta composicion sera coηegida en c1ase， con el objetivo de que el alumno amplIe sus 

conocimientos de gr釘n剖ca.

評価方法:1
0 

Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo escriωyoral : 20% 

3
0 

Examen final : 50% 

テキスト名:EI profesor repartira fotocopias sobre el tema que se vaya a explicar en esa clase. 
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スペイン文学史 I
ほん だ せい じ

本田誠

文学史というものがすべからく国民文学史であるとすれば、スペイン文学史とは当然のことながら
スペイン国民の文学史ということになる。スペイン国民がいつの時点で形成されたかという点におい
ては議論の余地はあるが、最初の国民的叙事詩「わがシッドの歌Jの作られた 13世紀初頭を国民的
意識の萌芽の時期とみなすのがふつうである。レコンキスタを経て統一国家となり、ハブスプルク家
によるスペイン黄金時代の隆盛期(16、17世紀)において、スペイン文学も絶頂期を迎える。今
日のスペインの精神的遺産のほとんどすべてがこの時代の文芸・思想の中に見出される。この講義で
はスペイン国民の精神史を探るべく、 13世紀の「わがシッドの歌Jからカルデロンに到るスペイン
文学の精華をアンソロジーを読むことで味わい、時代と精神を理解することを目的とする。今年は黄
金世紀後半のパロック期の文学を扱う。

評価方法 :定期試験と出席点、発表および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:私版 fスペイン文学史j(本田誠ニ著)

注意事項:授業は各自割り当てた担当項目の発表と解説・講読からなっている。前期・後期で少な
くとも一回は発表することが望ましい。

スペイン文学史 E
ほん だ せい じ

本田誠 持
文学史 Iのジャンルは「スペイン牧歌小説JIスペイン・ピカレスク小説Jおよびセルパンテス fド

ン・キホーテjである。文学史Hのジャンルとしては「スペイン神秘主義文学Jおよび「国民演劇(コ
メディア)Jを予定している。

授業は一人の作家につき二時聞を当て、一時間を発表と講義、もう一時間をアンソロジーの講読に
当てる。

評価方法:定期試験と出席点、発表および平常点を加昧して総合的に判断する。

テキスト名:私版 『スペイン文学史j(本田誠二著)

注意事項:授業は各自割り当てた担当項目の発表と解説・講読からなっている。前期・後期で少な
くとも一回は発表することが望ましい。
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現代スノてーイン文学 I
き た のぷたか

喜多延鷹

古来のスペイン文学の特徴を概観し、スペイン内戦および、それに続く検閲に、文学者たちがどう

対応したか、そうしてスペイン文学はどう変貌した7かを考察する。その後で東谷穎人『スペイン現代

小説選J(芸林書房)を読む。

評価方法:授業態度、筆記試験で評価する。

テキスト名:上記の通り

現代スペイン文学 E 喜多延鷹

Iの続きを行う。

評価方法:授業態度、筆記試験で総合評価する。

テキスト名:1に同じ
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現代ラテンアメリカ文学 I

20世紀の開拓者達

ゃなぎはら たか あっ

柳原孝敦

20世紀の代表的な作家の作品を読む。教養主義的な文学の解説・紹介と言うよりは、実際のテクス

トをいかに面白く読むかという点に重点を置く 。

最初の数回は全体の流れを把握する目的で、文学史の流れを概観する。更に19世紀末のModernismo
について触れ、この時代に「ラテンアメリカjや「文学」の概念が作られて行ったことを確認する。そ
の後、 Borges，Asturias， Carpentierといった作家たちを取り上げる。

評価方法:レポートで評価する。

テキス卜名:特に教材は使用しない。ほぼ毎回資料を配布する。参考文献なども、必要に応じて指示
する。

注意事項:評価の対象とするレポートとは、読書感想文などではないということをわきまえていた

だきたい。

現代ラテンアメリカ文学 E

ブームの作家達

帯主曹はら たか あっ

柳原孝敦

1960年代にはラテンアメリカ文学の世界的ブームが到来した。前期で、扱った作家達もその一翼を

担ったが、何と言ってもGarciaMarquez， Vargas Llosaの二人はブームを代表する存在となった。ブー
ムについて概観した後、 Cortazむを読むことから始めるこの授業は、両巨頭の代表作を読むことが中
心となるだろう。時聞があればもっと若い世代の作家遠の作品も見ていきたい。

評価方法:成績はレポートで評価する。

テキスト名:教材はプリントを配付する。

注意事項:前期で触れた作家や作品、事項に言及することも多いと思うが、それを細かく説明して

いる暇はないので、後期から受講する学生は各自で欠落を埋めていただきたい。
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ラテンアメリカ文学特殊研究 I
アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

Course Objectives. 

En esta c1ase se estudiaran a単masobras breves 0 cuentos de la literatura iberoamericana， con el fin de 

cumplir tres objetivos primordiales: a) aumento del vocabulario; b) compresion de las frases; c) profundizar 

la gramatica. Para ello se utilizaran al忽mostrabajos de: Cortazar， Borges， Neruda， Asturi鎚， Paz， Rulfo， 

Gabriela Mistra1， Garcia Marquez， Vargas L1osa， Carpentier y otros. 

評価方法:1
0 

Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo escriωy oral : 20% 

3
0 

Examen final : 50% 

テキス卜名:EI profesor repaはirafotocopias de cuentos 0 capitulos de dicho autores en en espanol 

y japones. 

ラテンアメリカ文学特殊研究 E
アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

Course Objectives. 

En esta c1ase se es加diar，釦algunasobras breves 0 cuentos de la Iiteratura iberoamericana， con el fin de 

cumplir tres objetivos primordiales: a) aumento del vo伺 bulario;b) compresion de las frases; c) profundizar 

la gramatica. Para ello se utilizaran algunos trabajos de: Cortazar， Borges， Neruda， Asturias， Paz， Rulfo， 

Gabriela Mistra1， Garcia Marquez， Vargas L1osa， Carpentier y 0廿os.

評価方法:1 0 Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo esc吋ωyoral : 20% 

3
0 

Examen final : 50% 

テキスト名:EI profesor repartira fotocopias de cuentos 0 capitulos de dicho autores en en espanol 

y japones. 
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スペイン美術史 I
セルヒオナパーロ

SERGIO NAVARRO 

古代から 20世紀に至るまでのスペイ ン美術史入門。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触れる予定。

評価方法:平常点とレポートで行なう。

テキスト名:プリントを配布する。

スペイン美術史 E
セルヒオナバーロ

SERGIO NAVARRO 

古代から 20世紀に至るまでのスペイン美術史入門。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触れる予定。

評価方法:平常点とレポートで行なう。

テキス卜名:プリントを配布する。
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(ニ)地域・国際研究

スペイン史概論 I

スペイン帝国への道

なか がわ

中川
いきお

功

スペインの歴史の大枠をつかみ、スペイン語の会話によく引用される歴史的事実の概要を理解する

ことを目的とする。スペイン史概論Iでは、時代区分としては古代から 17世紀までを対象とする。

イベリア半島の先史時代とローマ属州ヒスパニア

西ゴート王国

イスラーム・スペイン

レコンキスタ

カトリック両王期

スペイン帝国

評価方法:レポート 。出席は極めて重視する。

テキスト名:立石博高、関哲行、中川功、中塚次郎編 『スペインの歴史j昭和堂 1998年

スペイン史概論 E
なか がわ

中川

ヨーロッパ列強の波に呑み込まれる近代化過程から EUの一員に至る道

いきお

功

スペイン史概論Eでは以下の近現代史を中心に展開する。時代区分としては、 18世紀の政治経済の

近代化過程から、フランコ独裁と彼の死後に実現した民主化過程に至るまでのスペインを対象とする。

18世紀スペインと啓蒙改革

自由主義政治と 19世紀の諸改革

王政復古

第 2共和政とスペイン内戦

フランコ独裁体制

民主化の過程と EC加盟

評価方法 :レポート 。出席は極めて重視する。

テキスト名:立石博高、関哲行、中川功、中塚次郎編 fスペインの歴史j昭和堂 1998年
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スペイン現代史 I
と かど かず えい

戸門一衛

2 0世紀のスペイン社会のあゆみ:政治史を中心に

2 0世紀スペインの歴史を政治的・社会的側面を中心に論じる。具体的には、 19世紀末のスペイ
ン社会の特徴を理解したうえで、第二共和政(1931-36年)、内戦(1936-39年)、フラ
ンコ独裁体制 (1939-75年)時代の主要問題を解説する。 この講義の目標は、スペインの個別

事情に精通することではなく、他の欧州諸国に比して近代化が遅れたスペイン社会の構造的特徴を理

解し、直面するさまざまな課題に対していかに取り組み、いかにそれを乗り越えることができたか、あ
るいは、できなかったかを理解することにある。

評価方法:出席点 30点、筆記試験 70点の計 100点で総合評価する。

テキス卜名:戸門一衛 Iスペインの実験j朝日選書507を基本文献とし、適宜プリントを配布す
る。

注意事項:スペインのケーススタディーを通じて、普遍的に社会発展がどう進められるべきかを
(特に他の欧州諸国のみならず、日本・東アジアやラテンアメリカの社会発展とも対比し

て)論じるので、スペイン語学科以外の学生諸君も歓迎する。

スペイン現代史 ‘E
と かど かず えい

戸門一衛

現代スペインの社会

スペインの民主化プロセス(19 7 6年以降)、新憲法の成立(1978年)、中央集権から地方分

権体制への移行 (19 8 0年代)、社会労働党政権の成立 (19 8 2年)、 EC加盟(19 8 6年)、国

民党政権の成立 (19 9 6年)など、現代スペインが直面する諸問題について解説する。とりわけ、政
治的枠組や国際環境の変化によって、男女共生、多文化主義、ヨーロッパ市民としての意識形成など、
新しい社会的潮流について論じたい。 この講義を通じて、われわれの生きる現代社会がどうあるべき
かという根源的命題を考えていきたい。

評価方法:出席点 30点、筆記試験70点の計 100点で総合評価する。

テキスト名:戸門一衛 fスペインの実験1朝日選書507を基本文献とし、適宜プリントを配布す
る。

注意事項:スペインのケーススタディーを通じて、普遍的に社会発展がどう進められるべきかを

(特に他の欧州諸国のみならず、日本・東アジアやラテンアメリカの社会発展とも対比し
て)論じるので、スペイン語学科以外の学生諸君も歓迎する。
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スペイン経済論 I
と かど かず えい

戸門一衛

スペイン経済史

スペインにおけるアンシャン・レジーム(旧体制)の崩壊(19世紀後半)、外国資本の浸透、資本

主義の確立 (20世紀初頭)、農地改革をはじめとする近代化の試みと挫折(19 3 0年代)、封鎖経

済体制から開放経済体制への移行 (19 5 0年代末)、高度経済成長と産業構造の変化 (19 6 0年

代)、石油危機への対応 (19 7 0年代-1980年代前半)、 EC加盟 (19 8 6年)など、スペイ

ン経済の史的展開を分析し、欧州の「周辺国JであったスペインがL功 Bに欧州先進国にキャチアップ

してきたのか、そのプロセスで達成された、あるいは達成されなかった課題は何かを検討する。

評価方法 :出席点 30点、筆記試験 70点の計 100点で総合評価を行う。

テキスト名:楠・タマメス・戸門・深漂 『スペイン現代史j大修館を基本文献とし、適宜プリントを

配布する。

スペイン経済論 E
と かど かず えい

戸門一衛

現代スペイン経済論

EUの経済通貨統合に加わったスペインでは、グローパリゼーションの潮流ともあいまって、急速

な経済の国際化が進展している。そこで本講義では、 EUとスペインとの経済関係、ラテンアメリカ

とスペインとの経済関係、外国投資と貿易の連関、経済政策、金融市場、労働市場など現代スペイン

経済の主要な側面について考察を行う。講義の後半ではスペイン経済に関する英文資料を使用して講

義を進める。

評価方法:出席点 30点、筆記試験 70点の計 100点で総合評価を行う。

テキスト名:楠・タマメス・戸門・深漂 『スペイン現代史』大修館を基本文献とし、適宜プリントを

配布する。最近のテーマについては、英文資料も使用する。
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ラテンアメリカ史概論 I
申書F 血ま こういちろう

柳沼孝一郎

ラテンアメリカの歴史は先コロンプス時代、スペイン植民地時代、独立国家の時代の 3つに時代区

分されるが、前期は以下の内容にそって、とくにコロンプスの新大陸到達前の古代文明を中心に、ビ
デオを多用し、解説を加えながら授業を進める。ラテンアメリカ地域の歴史変遷を総合的に把握する
ことを目標とする。

1)ラテンアメリカ地域の諸相一地勢と自然環境、人種・社会の多様性。

2)ラテンアメリカの歴史発展(先スペイン、植民地、独立国家の各時代)

3)アメリカ古代文明の構築一①メソアメリカ文明(オルメカ文化、テオティワカン文化、アステカ

国王、マヤ文明など)。

②アンデス文明(プレ・インカ、インカ帝国と文明など)。

評価方法:課題提出 (60%)、出席状況 (40%)を総合して成績を評価する。

テキス卜名:プリントを使用する。参考文献リストを配付する。

ラテンアメリカ史概論 E 柳沼孝一郎

以下の内容にそって授業を進め、適宜ビデオを用いて、解説を加えながら、スペイン領アメリカの
形成(植民地時代)、独立後から現代までのラテンアメリカ地域の歴史過程を理解する。

1)征服の時代一「大航海時代Jと新旧両世界の衝突、新大陸の征服のメカニズムとその過程(ラス・

カサス)。

2)植民地時代ー植民地統治機構、植民地経済、植民地社会と文化。

3)スペイン領アメリカの独立ースペイン絶対王政からの「解放j、独立戦争の背景と過程(イダルゴ、
シモン・ボリーノ~)レ、ホセ・デ・サン・マルティン) 。

4)独立後のラテンアメリカ諸国一近代化と従属化、国民国家の形成とナショナリズム、米国とラテ

ンアメリカ、民衆運動と社会変革運動(メキシコ革命)、現代ラテンアメリカの諸問題。

評価方法:課題提出 (60%)、出席状況 (40%)を総合して成績を評価する。

テキスト名:プリントを使用する。参考文献リストを配付する。

注意事項:iラテンアメリカ史概論 1Jを履修済みが望ましい。
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ラテンアメリカ現代史 I
ばやし しんいちろう

小林晋一郎

ラテンアメリカの現状を理解する為に現代史を勉強する。

1 )ラテンアメリカの基礎知識と歴史区分、植民時代の歴史

2)ラテンアメリカ諸国の独立

3)多難な国家形成の時代

4 )輸出入経済の時代

5 )輸入代替工業化の時代

6 )国家主導の経済開発と軍事政権の誕生

7)ラテンアメリカと米国

8)民政移行と民主主義の定着

9) ラテンアメリカと日本

評価方法:期末試験

テキスト名:臨時、プリントを配布する。

注意事項:ラテンアメリカ現代史は段階履修である。

ラテンアメリカ現代史 E

ラテンアメリカ現代史Iの続きを勉強する。

評価方法:期末試験

テキスト名:随時、プリントを配布する。

注意事項:ラテンアメリカ現代史は段階履修である。
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ラテ ンアメリカ経済論 I
ばやし しんいちろう

小林晋一郎

世界経済と金融・資本市場のグローパル化の中でダイナミックに変貌しているラテンアメリカ経済

を勉強する。

1 )地域の基礎知識

2 )ラテンアメリカの資源

3 )累積債務問題、その背景と解決のプロセス

4 )ラテンアメリカ経済開発戦略の変遷

5 )ラテンアメリカの貧困

6 )メキシコ通貨危機

7 )アルゼンチンとブラジルの経済安定化策

8)民営化と地域経済統合

9) ラテンアメリカ経済と日本

評価方法:期末試験

テキスト名:随時、プリントを配布する。

注意事項:ラテンアメリカ経済論は段階履修である。

ラテンアメリカ経済論 E

ラテンアメリカ経済論Iの継続

評価方法:期末試験

テキスト名:随時、プリントを配布する。

注意事項:ラテンアメリカ経済論は段階履修である。
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ラテンアメリカ研究入門 I
ゃぎ 血ま こういちろう

柳沼孝一郎

ラテンアメリカ地域を歴史、政治、経済、社会、文化などさまざまな観点から多面的にアプローチ

し、ラテンアメリカ地域を亜地域も含め総合的に捉える。授業は以下の内容にそって、ビデオを多用

し解説を加えながら進める。

1)ラテンアメリカ地域の特徴一人種構成、他民族社会、融合文化、宗教、民族紛争、貧困の構造、低

開発性。

2)歴史変遷と亜地域の形成ーカリブ海(アフロアメリカ)、メキシコ(メスティソアメリカ)、中米

地域およびアンデス諸国(インドアメリカ)、ラプラタ地域(ユーロアメリカ)。

3)現代ラテンアメリカの政治・経済・社会・文化。

評価方法:課題提出 (60%)、出席状況 (40%)を総合して成績を評価する。

テキスト名:プリントを使用する。参考文献リストを配付する。

注意事項:ラテンアメリカ地域研究のためには 「ラテンアメリカ史概論I/IIJを履修ずみか、もし

くは同時履修が望ましい。

ラテンアメリカ研究入門 E

日本とラテンアメリカ諸国の関係

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

移民史研究は日本の近代化を学ぶことに他ならないが、副題「日本とラテンアメリカ諸国の関係Jに
ついて、以下の内容にそって日本人の中南米移住史を中心に日本とラテンアメリカ諸国の関係を総合

的に学ぶ。ビデオを多用し解説を加えながら授業を進める。

1)日本とメキシコー「日墨修好通商条約J(1888年)の史的意義、メキシコ移民(榎本武揚メキシコ

殖民団)。

2)日本人の中南米移住史一戦前の「南米移民J、太平洋戦争と排日運動、戦後の中南米移住。

3)中南米諸国における日系社会の形成過程と現状ーメキシコ、ペルー、アルゼンチン、ボリビア、ブ

ラジルを中心に。

4)日本とラテンアメリカ諸国一政治 ・経済関係、対中南米経済援助 (ODA)、技術協力援助、文化交

流。

評価方法 :課題提出 (60%)、出席状況 (40%)を総合して成績を評価する。

テキス卜名:プリントを使用する。

注意事項:理解を深める意味で、「ラテンアメリカ史概論1/ II Jおよび「ラテンアメリカ研究入門

1 Jを履修済みか、もしくは同時履修が望ましい。
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メキシコ特殊研究 I

メキシコの文化

ソコーロミサワ

SOCORRO MISAWA 

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プス時代、そして植民地時代の歴史の大きな流れを学び、また、各
時代における代表的な文化(美術、建築、宗教、思想、習慣、など)を選んで、参加者と共に学習し
たいと思います。

講義や会話は、スペイン語で行ないます。スペイン語を実際に使って、会話や作文の能力を向上し
たい学生を歓迎します。

テキスト名:膏山和夫、猪俣健 fメソアメリカの考古学j、開成社
ミゲル・レオン=ポルティーヤ 『インディオの挽歌j、成文社

メ キシコ特殊研究 E

メキシコの文化

ソコーロミサワ

SOCORRO MISAWA 

ゼミナール形式で行ないます。学生には、それぞれのテーマを選び、研究の上、クラスで発表して
もらいます。

テーマは、メキシコの文化のほか、政治、経済などいずれでもかまいません。

テキスト名:テーマに沿った関連文書を紹介します。
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4 )韓国語学科

(イ)言語研究

韓国語学概論
かん の ひろ おみ

菅野裕臣

一一
一

朝鮮語の全体像を把握させることがこの講義の目的である。

到達目標

次の内容を講義する。

1.朝鮮語の名称，使用範囲，人口

2.朝鮮語の時代区分と方言

3.朝鮮語の文字

4.朝鮮語の音声と正書法

5.朝鮮語の語集

6.朝鮮語の文法

i 朝鮮語の品詞

評価方法:平常の学習態度と試験

テキスト名:r基礎ハングルj誌所収「中級講座J(菅野裕臣執筆)。プリントを配布する。

『コスモス朝和辞典j中の「文法概脱J(菅野裕臣執筆)

注意事項:i韓国語学概論IIJとあわせて履修することが望ましp。
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韓国語学概論 E かん の ひろ おみ

菅 野裕臣

「韓国語学概論1Jにひきつづき，次の内容を講義する。
到達目標

6. ii.朝鮮語の体言一格助詞，並立助詞，とりたて助調

iii.朝鮮語の用言

a.用言の下位区分

b.用言の語基

C. 用言の形

d. 用言の文法範鴫

7.朝鮮語の文

評価方法:平常の学習態度と試験

テキスト名:r基礎ハングルj酷所収「中級講座J(菅野裕匡執筆)。プリントを配布する。
『コスモス朝和辞典J中の「文法範曙J(菅野裕臣執筆}

注意事項:i韓国語学概論IJと合わせて履修することが望ましい。

韓国語文法論 I 南 潤珍

2 .1主主
2-4年
覆一一羽

現代韓国語の文章構造に対する理解を深化させることを目標として以下の内容を講義する。
1.韓国語文法論の基礎概念

2.韓国語文章の形態素分析

3.韓国語の基本用言の論項構造

4.韓国語の助詞の分布と機能

評価方法:試験、出席状況などを総合して評価する。

テキスト名:最初の授業において指示する。
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韓国語文法論 E
ナム

南 潤珍

一一一
一

「韓国語文法論1Jにおいて扱った統辞論に関する議論を継続し、さらに展開していく予定である。

l.韓国語の文法範膚

2.韓国語先語末語尾の分布と機能

3.韓国語語末語尾の分布と機能

評価方法:試験、出席状況などを総合して評価する。

テキスト名:最初の授業において指示する。

日韓対照言語研究 I
かん の ひろ おみ

菅 野裕臣

日本語と朝鮮語を比較することにより両者のさまざまな分野でのちがいをうきぼりにすることがこ

の講義の目的である。朝鮮語の特質とともに特に韓国人その他に日本語を説明する際の注目すべき

事項についてもていねいにふれたい。

音声，文字，漢字音，語索(語層，品詞，語構成等)，文法(語基，接辞;文法範晴等，助調の用法)等

にふれる。

評価方法:平常の学習態度と試験

テキスト名:菅野裕臣 『朝鮮語と日本語J(講座日本語と日本語教育12)、明治書院、 1990

注意事項:r日韓対照言語の研究IIJとあわせて履修することが望ましp。
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日韓対照言語研究 E 菅野裕臣

「日韓対照言語研究 1Jにひきつづき，次の事項にふれる。朝鮮詞の指示詞，敬語，単語結合，アスペ
クト

評価方法:平常の学習態度と試験

テキスト名:梅田博之 I朝鮮語の指示詞j、韓美卿 f韓国語の敬語の用法j、陳満理子『現代朝鮮語の.
Ro格についてj、浜之上幸『現代朝鮮語のアスペクト的クラスJ

注意事項:r日韓対照言語研究 IJとあわせて履修することが望ましい。

韓国語学特講 韓
ヨン ギュン

集均
2単位
2-41手
葉市膏嘉

韓国語の音声体系について学ぶ

現代韓国語の分節音素である母音と子音の音声と音韻体系について以下のように述べてLぺ 。
1.音声学と音韻論の基本概念

音声と音素の区別、音声記号、弁別素性などについて述べる。

2.母音体系

母音の音価・異音や、音韻論的対立の様相を明らかにすると共に、母音体系(二重母音も含む)の
歴史的変遷や母音調和の問題についても言及する。

3.子音体系

子音の初声と終声の位置における音価・異音や、音韻論的対立の様相を明らかにすると共に、子
音体系の歴史的変遷についても言及する。

評価方法:試験、出席状況を総合して評価する。

テキスト名:最初の授業において指示する。

注意事項:講義はすべて韓国語で行う。
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韓国語社会言語学
ナム

南 一 潤珍

状況や談話参加者間の社会的関係によって変わる言語使用の様相を考察することを目標として以下

の内容を講義する。

1.社会言語学の基本概念及び方法論

2.韓国語の使用実態の把握

3.資料に対する社会言語学的分析

評価方法:試験、出席状況などを総合して評価する。

テキスト名:最初の授業において指示する。

注意事項:期末に授業の内容の中でテーマを選んで調査報告のレポートがある。それに基づき Hの

授業が進行されるのでIとHをともに履修する事が望ましい。

韓国語社会言語学 E
ナム

南 潤珍

Iに引き続き以下の内容で構成される。

1.社会的関係による言語使用のずれ分析一学生の調査報告

2.社会体制と言語使用の様相一南・北韓の言語使用の実態分析

評価方法:試験、出席状況，発表の内容などを総合して評価する。

テキスト名:量初の授業において指示する。

注意事項:1と合わせて履修する事が望ましい。
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韓 r:!:I 
十

ナム

南 潤珍 一円
国 文 論

ハングルの文字論的な特徴について以下のような順序で論じてpく。
1.世界の文字体系とハングル

様々な文字体系とハングルの文字論的な対比を行う。
2. 市11民正音」概説

ハングルの制字原理を記した書である「訓民正音」を概説し、その言語学的性格を明らかにす
る。

3.正書法の変遷

中世韓国語から現代語に至る正書法の変遷を概観し、正書法が書き手から読み手をより意識する
ようになった過程を考える。

評価方法:試験、出席状況などを総合して評価する。

テキスト名:最初の授業において指示する。

韓 意
南 潤珍

出筆
葎一一期

味 吾。
日開国 語

本講義では、多義語・類義語・同意語という語葉の問題に焦点を当ててみることにする。
多義語については、一つの単語が表しうる個別的な意味領域を示し、それらの聞の連関性の諸相を

考察しつつ、 一般的な意昧を設定できるかどうかを検証する。
類義語については、 2つ以上の単語のグループが1iPに似通った指示対象を表すとされる場合に、指

示対象聞の異同を、連続的もしくは不連続的に捉えてpく。
同義語については、 2つ以上の単語のグループが互いに同ーの指示対象を表すとされる場合、文体

や言語使用域などでの違いを明らかにしてpく。

評価方法:試験、出席状況などを総合して評価する。

テキスト名:最初の授業において指示する。
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(口)比較文化研究

韓国文化概論 土佐昌樹

一一一
一

韓国文化を特徴づける基本的なテーマ(親族、ジェンダ一、儒教など)について、文化人類学的な

観点から講義をおとなう。映像資料などを活用し、個々のテーマについてできるだけ具体的な理解が

得られるよう心がける。同時に、東アジアという枠組みや、グローパリゼーションとの関係を意識し

ながら、韓国文化に対する多元的でダイナミックな理解を追求する。

評価方法:レポートと論述試験。

テキスト名:随時関連資料のコピーを配布する。

注意事項:1を履修してから Eを受講するのが望ましい。

韓国文化概論 E 土佐昌樹

主j色韮
1-4年
葎「一一期

全体の流れは「韓国文化概論 1Jの継続となる。大衆文化、宗教、ナショナリズムといったより高

度なテーマを扱い、同時代の韓国文化に対して多角的な理解を目指す。

評価方法:レポートと論述試験。

テキスト名:随時関連資料のコピーを配布する。

注意事項:1を履修してから Hを受講するのが望ましい。
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韓国文化特定研究 土佐昌樹

学問的言説やメディアにあらわれる韓国・北朝鮮のイメージについて、批判的に読解、考察する姿
勢を養うごとを目的とする。前期は主に、韓国文化の特徴を比較的な視点(特に日本との)から論じ
た代表的なテキストを毎週一冊の割合で取り上げ、その内容と方法について分析と批判を試みる。後
期は、日本の代表的な雑誌を題材に授業を進める。各紙で過去一年の聞に報じられた韓国・北朝鮮関
係の記事をすべてピックア ップし、その内容と傾向について批判的に吟味する。授業は基本的に学生
による発表と討議を中心に展開する。

評価方法:発表とレポート

テキスト名:発表者の責任で毎週コピーして配布する。

韓国言語文化概論 I わ
安

ウ シヲ

宇植

必ずしも文学作品に限定せず、精選された多様なジャンルの現代韓国語による文章を読むチャンス
をつくり、それらを読むことを通して今日の韓国社会の動向や、そこに住んでいる人々のものの
考え方、感じ方、さらには心理状態などを理解するよすがとしたい。併せて、可能ならば韓国語によ
る作文も試みたい。

評価方法:平素の出席状況(三分のー以上の欠席者はレポートの提出と期末テストから除外する)

とレポート及び期末テストの結果を総合して判定する。

テキスト名:新聞・雑誌を含むさまざまな出版物や印刷物から担当教員が適切と判断したものをプリ
ンとして使用する。
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韓国言語文化概論 E わ
安

ウ シヲ

宇植 持
必ずしも文学作品に限定せず、精選された多様なジャンルの現代韓国語による文章を読むチャンス

をつくり、それらを読むことを通して今日の韓国社会の動向や、そこに住んでいる人々のものの

考え方、感じ方、さらには心理状態などを理解するよすがとしたい。併せて、可能ならば韓国語によ

る作文も試みたい。

評価方法:平素の出席状況(三分の一以上の欠席者はレポートの提出と期末テストから除外する)

とレポート及び期末テストの結果を総合して判定する。

テキスト名:新聞・雑聴を含むさまざまな出版物や印刷物から担当教員が適切と判断したものをプリ

ン卜して使用する。

韓 国 文
声L色

+ 史 わ
安

ウ シヲ

宇植 一一円

新小説に代表される近代開化前夜の詩と小説、そしてジャーナリズムの動向と，1910年にいわゆる

「日韓合併」されて以後の、日本の植民地支配のもとでの近代文学の、 1945年8月15日の日本敗戦に

よる民族解放の日までの文学思想と文学運動、そして文学作品の流れ、さらに在日韓国人・朝鮮人の

文学が形成される状況などを見ることにしたい。

1.並行して、一編でも多く韓国・朝鮮の文学作品を読む機会をつくりたいと思う 。

2.同時に、ビデオ化された文学作品を積極的に活用したい。

一文学作品や作家、詩人などの文学者の動向と社会状況を総合的に理解することによって、韓国

近代史に対する理解を深めるのに役立つようにしたい。

評 価方法:平素の出席状況(三分の一以上の欠席者はレポートの提出と期末テストから除外する)

とレポート及び、期末テストの結果を総合して判定する。

テキスト名:安字植著 I朝鮮近代文学覚え書jのプリント

集英社ギャラリー 『世界の文学J(20)i中国・アジア・アフリカ」編所収
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韓 声U

-子 わ
安

ウ シヲ

宇植 持文 史国 E 

1945年8月15日の民族解放後、国土と民族が南北に分断されて、政治の分野における世界的な冷戦
構造の一部に組み込まれてしまった朝鮮半島で、左右のイデオロギーの対立による文学分野南北分断
と、それが作家や文学作品にもたらした影響、さらにはその後の南北の現代文学の相異なる発展のプ
ロセスを、韓国動乱とその後の社会の急速な変化を背景に見ることにする。併せてこの時期の在日韓
国・朝鮮人の文学の歴史にも触れたい。

1.並行して、 一編でも多く韓国・朝鮮の文学作品を読む機会をつくりたいと思う。
2. 同時に、ビデオ化された文学作品を積極的に活用したい。

一文学作品や作家、詩人などの文学者の動向と社会状況を総合的に理解することによって、ひい
ては韓国現代史に対する理解を深めるのに役立つようにしたい。

評価方法:平素の出席状況(三分の一以上の欠席者はレポートの提出と期末テストから除外する)
とレポート及び期末テストの結果を総合して判定する。

テキスト名:安宇植著 f解放から南北分断の悲劇ヘー韓国・北朝鮮の現代文学H加藤光也編 f今日の
世界文学I・数送大学教育掻興会刊)所収

韓国語原書講読 I
はまのうえ

浜之上 幸

高度な文体に触れよう

朝鮮語の小説・随筆など、文学的に高度な文体のテクストを日本語に訳しながら厳密に読むことを
通じて、論説文や日常会話においては接することの少ない様々な語業や表現に触れることを目標とす
る。朝鮮語という小宇宙の奥深さを昧わうことができればと思う。

評価方法:出席状況、授業での発表、試験を総合して評価する。

テキスト名:プリントを配布する。
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韓国語原書講読 E 浜之上 幸

高度な文体に触れよう

韓国語原書講読Iの内容を継続する。

評価方法:出席状況、授業での発表、試験を総合して評価する。

テキス卜名:プリントを配布する。
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(ハ)地域・国際研究

韓国の政治・経済 I
きか た やす よ

阪田恭代

朝鮮解放と南北朝鮮の分立

第二次世界大戦終結、すなわち解放から朝鮮戦争に至るまでの時期を対象に、朝鮮半島の政治・経

済・対外関係について、圏内政治と国際政治の双方の観点から講義する。背景としての日韓併合と抗

日独立運動、そして第二次大戦終結と戦後朝鮮構想、米ソの分割占領、解放後の建国運動、米ソ両軍
の撤退、朝鮮戦争などが主要なテーマになる。

評価方法:評価は(1)出席、(2 )授業中の課題、(3 )期末試験に基づく 。

テキス卜名:教材・文献は授業で適宜紹介する。コピー代が必要となる場合もある。

注意事項:詳細は初回の授業で説明するので出席することを勧める。授業の指定文献を読んで、おく

ことが要求される。

韓国の政治・経済 E
きか た やす よ

阪田恭代

朝鮮戦争後の政治・経済発展と国際関係

朝鮮戦争後を中心に、韓国の政治・経済・対外関係、そして朝鮮統一問題について、国内政治と国

際政治の双方の観点から講義する。李承晩政治と学生革命、朴正問のクーデターと軍部の政治介入、韓

国の経済発展と工業化、日韓国交正化、ベトナム戦争、東西デタントと南北対話、冷戦終結と朝鮮半

島情勢などのトピックを取り上げる。

韓国の政治・経済Iの続編なので、 Iを受講していることが望ましい。

評価方法:評価は(1 )出席、(2 )授業中の課題、(3 )期末試験に基づく。

テキスト名:教材・文献は授業で適宜紹介する。コピー代が必要となる場合もある。

注意事項 :詳細は初回の授業で説明するので出席することを勧める。授業の指定文献を読んでおく

ことが要求される。
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韓 国 史 概 呈d.
日開 演中 昇 一円

韓国前近代史

韓国史(近代以前)に関する基礎的な知識の習得を主な目的として、およそ次のテーマで講義する。

1 古朝鮮

2 高句麗と百済

3 新羅の台頭と加羅諸国

4 新羅王朝の発展

5 高麗王朝の成立

6 高麗支配体制の動揺

7 モンゴルの支配

8 朝鮮王朝の成立

9 士禍・党争の時代

10 朝鮮王朝の税制

11 英・正時代

12在地両班と儒教

評価方法:期末試験を行なう。

テキスト名:朝鮮史研究会編 f朝鮮の歴史J(新版)、三省堂

韓 国 史 概 論 E 演中 昇
子主筆
覆一一羽

韓国近現代史

韓国近現代史に関する基礎的な知識の習得を主な目的として、およそ次のテーマで講義する。

l 大院君政権

2 閲氏政権の成立と開国

3 壬午軍乱と甲申政変

4 東学と甲午農民戦争

5 近代化の挫折

6 日露戦争と乙巳保護条約

7 朝鮮総督府の武断政治

8 「文化政治jの時代

9 戦時体制

10 民族の解放と分断

11 朝鮮戦争

12 分断下の北朝鮮・韓国

評価方法:期末試験を行なう 。

テキスト名:朝鮮史研究会編 『朝鮮の歴史J(新版)、三省堂
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韓 近 演中

一一一
一代 I 昇史国

1 863年から 19 0 5年まで

朝鮮王朝末期の近代化は、なぜ挫折したのか。本講義は、このようなテーマの下に学術論文のいく
つかを取り上げて批判的に紹介する。日本・中国の動向に留意しつつ、政治史・経済史・社会史・思
想史など、様々な観点から近代化の挫折という問題にアプローチしたい。

評価方法:期末試験を行なう。

テキスト名:プリントを配布する。

韓 近 演中 昇
出華
夜一一羽田

代 史国 E 

1905年から 1945年まで

1905年の第 2次日韓協約によって韓国保護国化を実現した日本は、 1910年に韓国を併合した。その
後の35年間にわたる日本の韓国支配は、今日の韓国・朝鮮に何をもたらしたか。本講義は、このよう

なテーマの下に学術論文のいくつかを取り上げて批判的に紹介する。

評価方法:期末試験を行なう。

テキスト名:プリントを配布する。
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韓 国 史 特

朝鮮近代経済史<開国後から併合まで>

講 田中正敬
出華
南一一羽

1876年の日朝修好条規締結を契機として、朝鮮は近代世界市場に本絡的に組み込まれることとなっ

た。本講義では、開国後から併合に至るまでの朝鮮の対外貿易と、それが朝鮮社会にもたらした影響

について概説し、時系列的な経済変動の流れを明らかにすることを目標とする。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:講義の際配布するレジュメにより進める。参考書としては、朝鮮史研究会編 『朝鮮の歴

史j(三省堂、 1995年)ををあげておく 。

韓 国 史 特 講 E 田中正敬
2美華

近代朝鮮経済史<櫛民地期>

植民地期朝鮮における社会・経済の変化について講義する。その際、特に本国である日本との関係

や他の日本植民地との関係なども変え、総合的な理解ができることを目標とする。なかでも、後半に

は朝鮮の塩業について触れ、それがいかなる展開過程をとげたのかについて検討する。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:講義の際にレジュメを配布する。参考書としては朝鮮史研究会編『朝鮮の歴史J(三省堂、

1995年)を推薦する。
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古代日韓関係史 演中 昇

史料の続解を中心にして

古代の日韓関係史に関する基礎的な知識の習得と学術上の問題点の把握を目標として、およそ次の

テーマで講義する。なお、古代日韓関係史の理解は、日本と韓国・北朝鮮との聞には大きな隔たりが

ある。なぜそうなのか、という問題を念頭に置いて授業を進めていきたい。

l 七支万銘文

2 広開土王碑文

3 r宋書j倭国伝

4 日本古代国家の形成と日韓関係

評価方法:期末試験を行なう。

テキスト名:プリントを使用する。

中世日韓関係史 演中
のぼる

昇
2主筆
覆一一羽田

中世の対馬を中心にして

中世の日韓関係史に関する基礎的な知識の習得と学術上の問題点の把握を目的として、およそ次の

テーマで講義する。

1 中世日本の韓国観

2 14世紀後半の倭冠

3 15・16世紀の日韓関係

4 壬辰・丁酉倭乱

5 柳川始末

なお、中世日本の統治制度は、韓国のそれとは似ても似つかぬものであった。その遣いが日韓関係
にどのような影響を及ぼしたのか、この点に特に留意したい。

評価方法:期末試験を行なう。

テキスト名:プリントを使用する。
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5.共通研究科目

(イ)言語研究

社 A
冨

盟
問

品同

守ー A 
ソニアイーヅル

SONIA EAGLE 

In this course s廿essis placed on discovering and understanding the social or cultura1 component of 

language and出erule govemed nature of language behavior.ηle course presents an overview of the field 

of sociolinguistics， inc1uding language evolution， children's language， the Sapir-Whorf hypothesis， speech 

acts， pragmatics， phatic communication， kenesics， pidgins， Creoles and lingua franca. Dialect studies 

inc1uding those related to social c1ass， gender， age and region are reviewed. Also outlined are discourse 

rules， written and spoken， inc1uding intercultura1 variations. Field methods and studies in sociolinguistics 

wil1 be examined. A consider甜onof bilingua1ism， mul凶ingualismand nationa1lan即 ageplanning wil1 be 

inc1uded. 

評価方法 :l.Midterm and/or Fina1 Exams 

2.Written book report on Japanese sociolinguistics studies from artic1e or book written in 

Japanese. 

廿lereport wil1 be in English based on prescribed formal 

Oral presentation if c1ass size permits. 

3.Class attendance and participation. 

テキスト名:Chaika， Elaine Language:The Social Mirror 

Heinle and Heinle Boston 1994 
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社 声同

~ 服部範子
ム一
A 百 量五

回目 B 

社会言語学の理論を踏まえて、言語の音声・音韻、形態、統語、語噴きのレベルにおけるヴァリエー
ション(変異)を考察し、ことばは社会を背景としてどのように、またなぜ変化するのかを考える。具
体的には英語と日本語を中心に、データの収集方法、分析方法、これまでの研究によって明らかになっ
たことを学びなから、今後の諜題を探ってL、く 。ことばの多様性に対する意識を高め、実際の社会で

用いられることばの本質について理解を深めることを目指す。

なお、受講対象は原則として、集中講義全日程に出席可能な学生のみとする。

評価方法:試験、レポート、出席状況を総合して評価する。

テキスト名:中尾俊夫・日比谷潤子・服部範子 f社会言語学概論Jくろしお出版

，心 品拍

手 寺尾 康
出華
葉市膏事

自 語理 A 

心理言語学という名前のもとで、言語学の課題と心理学の方法がどのように関連しているのかを以
下の観点から講義形式で明らかにしていきたい。

(1)今世紀に入ってから心理学や言語学が「こころJをどのように研究してきたかを概観する
(2)語葉という単位に注目して、その習得過程と発話時におけるところの中での処理についての研

究を紹介して理解を深める

(3)言語活動における誤りから発話のモデルを組み立てる

(4)言語の心理的実在性と物理的実在性を視野に入れて脳研究の最新の研究動向を探る

評価方法:平常点、レポートを総合して評価する。

テキスト名:;教科書は特に指定しない。

各国の内容をまとめたプリントを配布する。

ただ、 f岩波講座言語の科学j全巻は有力な参考書といえる。
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、
'L' 理 百 盟

問
品L色

寸・ B 
7 ランシス ジョンソ

FRANCIS JOHNSON 

Psycholinguistics is a course which begins with a survey of the different domains of the study of the 

relationship between language and the mind. It then proceeds to examine in some detail one of these 

domains -language acquisition. 

The first part of the course focusses on first language acquisition. It begins with a description of the 

regular process of acquisition and then examines some specia1 cases inc1uding studies of language depri-

vation and the acquisition of sign language by deaf children. 

The second part of出ecourse examines a number of different aspects of the relationship between lan-

guage and the mind. It focusses on the nature of the language that is acquired. Topics studied inc1ude the 

concept of a mental grammar， the origins of language， and the links between language， thought and cul-

加re.

The third part of the course deals with some aspects of second language acquisition and leaming. 

評価方法:1. Mid-term examination : 40% 

2. Final Examination : 60% 

テキスト名:Danny D. Steinberg. An Introduction to Psycholinguistics. Longman. 1993 

応 用 Eヨ 語
品同

f-
わた なべ ゅう いち

渡辺雄

応用言語学は実に多様な領域を守備範囲とする学問ですが、この授業では特に言語学習、言語教育

に関連が深いいくつかの分野を取り上げ、その概要を見ていきます。取り上げる分野の候補としては、

第二言語(外国語)習得(とくに語葉習得)、異文化間語用論(特に発話行為論、丁寧さ表現)、談話分

析、言語と文化(言語と思考、隠日食など)、評価(外国語によるコミュニケーション能力の構成要素と

その測定法)を考えています。最終的なトピックは講義初日に発表します。

評価方法:出席、学習日誌、レポート、テスト

テキスト名:コースパケット(ユニポストにて購入)

注意事項:言語学入門、またはそれと同様の科目を履修済みであることが望ましいが、履修条件と

はしない。

-270-



意 と〈 なが み さと

徳永美暁 一戸一
味 語 用 ::..6. 

白岡• 

言語が、我々の思考を深め、他者とのコミュニケーションの手段として使用されるということは、そ
の使用される言語について話し手と聞き手の聞に共通した知識がなければならない。その知識とは文
構造の規則や語蒙の意昧、そしてその語や文が使用される適切な語用規則であろう。ごのクラスでは、
まず言語の「意昧jとは何か、ということについて考えながら、意味分析の手法を学ぶ。そして、コ
ミュニケーションの手段としての言語を考える場合の「意味論」の限界と、語用論との境界線につい
て考える。このクラスでは、学生は深く思考することが求められる。

評価方法 :成績の評価は、出席、課題提出、発表、クラスディスカ ッションへの参加、などを総合
的に判断して判定する。

テキス卜名:①小島義郎 (1988)r日本語の意味、英語の意味j南雲堂

②コースパック(ユニポストにて購入)

言語学特別研究
かん の ひろ おみ

菅野裕臣

「モンゴル語文語入門」

モンゴル語はいわゆるアルタイ系諸言語のひとつであるが，モンゴル国(外蒙古).中国の内蒙古自
治区，ロシア連邦のブリヤート共和国とカルムク共和国，その他中国の西部で話される言語である。そ
の多くは遊牧民でラマ教信者だが，一部回教徒を含む。

内蒙古自治区はモンゴル文字で表記し，モンゴル国はキリル文字(ロシア文字)で表記するが，モン
ゴル国でも将来キリル文字をモンゴル文字にとりかえる計画である。
今年度は昨年度に引き続き，モンゴル文字によるモンゴル文語を講義する。主として前期でモンゴ

ル文字を扱い、後期でモンゴル語の文を読む。モンゴル文字の読み方は少しむずかしいが，モンゴル
語の文法そのものはさほどむずかしくはない。昨年度の「モンゴル語入門Jを聴講した学生の聴講を
歓迎する。

評 価方法:試験

テキス卜名:プリントを配布する。

唱
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Eコ
量五
回ロ 哲

声比

一←

ひ かさ ー かっ し

樋笠勝士 一同

「言語とは何かj。これが言語哲学の問いである。しかも、その問LミIL言語の存在や使用を前提と

する言語学と違って、極めて根本的で原理的な問いである。

Iでは、この言語哲学の問いのありかたをめぐって、以下の目次で講義する。

1 )言語哲学の「無前提性」、 2)哲学と言語哲学、 3)言語哲学的な探究の淵源、 4)言語哲学的な

探究の展開、 5)現代の所謂「言語哲学」、 6) 日常言語と詩的言語

評価方法:試験で判断する。

テキスト名:適当なテキス卜を教室にて指定する。

盲 吉
岡 哲

品拍

手ー E 
ひ かさかっ し

樋笠勝士
主旦主1立

が笥

Iの内容を基礎にして、現代の言語哲学の「解釈学j的側面の問題を扱うことにする。履修者数に

応じて二つのパターンを考えている。人数が少ない場合はゼミ形式で、テクストの講読とディスカッ

ショ ン (可能ならば発表も)によって理解を深める。使用テクストは未定。人数が多い場合は講義形

式で、以下を予定している。

1) r解釈jとは何か。

2 )解釈学の淵源=古典的解釈学

3 )解釈学の学問的展開=キリスト教的解釈学

4 )現代の解釈学=ガダマーの解釈学

5 )現代の解釈学=リクールの解釈学

6 )解釈学的記号論=ロラン・バルトの記号論

7)将来の展望

評価方法:講義の場合は試験で評価する。

テキス卜名:適当なテキストを教室にて指定する。

そ の 他 :原則として、前期の言語哲学 Iを履修した者にのみ受講資格があるものとする。

内
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西洋古典語概論 I
わ だ よしひろ

和田義浩

古典期ギリシア語入門

本講義においては、印欧語の一つであり、かつ他の同族語の単語や統辞の形成に大きな影響を与え

た古典ギリシア語の初歩を学習する。時間的な制約により十全的な解説・研究は難しいが、本講義で

は基礎的な活用を順次習得して単語レベルでの形態論に親しんでもらうとともに、統語法の一端に触
れてもらうことになる。この機会を通じて、西洋の古代言語に対する理解の礎を築くと同時に、近代
言語に関する研究に役立てることができれば、と考える。

評価方法:基本的に出席数を重視するが、最終試験の受験も必要とする。

テキスト名:池田 製太郎 『古典ギリシア語入門j 白水社

注意事項:古典期の語学の学習という性質上、日頃からの自主的な努力が要求されることを、是非
とも念頭に置いておくようにしていただきたい。

西洋古典語概論 E
わ だ よしひろ

和国義浩

古典期ラテン語入門

古典ギリシア語と同様に印欧語族に属し、他の同族語(とりわけロマンス語諸語)の形成の基礎を
なしたラテン語は、特に西洋中世における公用語の位置を占め、キリスト教世界は勿論、その後近代
にいたるまで、様々な学問分野における学術用語として使用され続けた。本講義ではそのラテン語の
初歩を学習する。講義の性格上古典期のラテン語の学習に限定されるが、その知識によって、中世以

降に書かれたラテン語文献についても、大方の読解は可能である。「西洋古典語概論 1Jの場合と同

様に、本講義から、近代印欧語に関する研究にとっても有益な知識を得てもらえれば、と考える。

評価方法:基本的に出席数を重視するが、最終試験の受験も必要とする。

テキスト名:有国 潤 『初級ラテン語入門j 白水社

注意事項:r西洋古典語概論 1Jの場合と同様、必要最小限の努力を要する。授業に参加するだけと
いう消極的な態度では、本講義選択の意味がなくなってしまうことを是非とも銘記され
たい。
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日 本 器
開 学概論 A 

いおり

庵
いき お

功雄

日本語の全体像

日本語の全体像を、音声・音韻、形態、統語、意味、歴史、方言など様々な角度から概観します。普

段何気なく使っている日本語を客観的に考える力を養うことを目的とします。また、日本語学習者に

対する日本語教育という観点から問題になりやすい部分についても適宜触れていく予定です。

評価方法:筆記試験、出席を総合して評価します。

テキスト名:未定

注意事項:それ以前の授業を前提として授業を進めるので、できるだけ毎回出席してください。

日 本 缶
四

品比

千 概 論 B 井上 優

ιj主主

ず笥

「日本語学jとは、「日本語」とL追う個別言語を対象とした言語学研究である。本講義では、 言語学

の基本的な概念について解説しながら、「現代日本語とはどのような言語かJということを、音声・文

法・意味・語集などの観点から概観する。また、ひとつの言語について理解するためには、他言語と

の比較対照が不可欠であるという観点から、方言や古典語、外国語との比較対照を随時おこなう。受

講者は、常に自分の専攻言語、あるいは自分の母方言(母語)と比較しながら、「現代日本語とはどの

ような言語か」について、客観的な視点から考えてもらいたい。

評価方法:出席ならびに試験

テキス卜名:伊坂淳一 fここからはじまる日本語学j (ひつじ書房， 1997年)

注意事項:出席者が 100人をこえた場合は，第 l回の授業で抽選をおこなう。

-274-



日 本 声均

一手
曹 がわゆ害 指

木川行央
千主筆
覆一一期

語 A 

われわれは、格別意識せずに音声を発しているが、実際にどのようにして音が形作られているのか、
そしてそれが言語の中でどのように位置づけられるのかについての概説をする。扱う内容は、発音の
原理、日本語の音声と音韻、日本語における音と文字、日本語のアクセント等。

評価方法:出席などの平常点及び筆記試験で評価する。

テキスト名:教科書は指定しない。適宜プリントを配布する。

日 本 品Lι
T 田端敏幸

性差
夜一一羽

器
開 B 

音韻論は言語の音声現象を理論的に考える分野である。理論研究は個別言語を単独で、考えるよりも
他言語と比較・対照させた方がより有意義な一般化が得られる。音節のモーラ、アクセント等の現象
から話を始めてどのような理論化ができるかを検討していきたい。音韻論は基礎的な音声学の知識を
必要とする。その意味で、英語音声学など、音声学の知識がある学生の受講が望ましい。簡単な音声
学の解説はするが、原則的に、音声学を履修していない学生はその知識の欠落部分を自分で補わなけ
ればならない。

評価方法:成績の評価は提出物・定期試験を総合的に判断して判定する。

テキスト名:窪薗晴夫著:現代言語学入門 2r日本語の音声J岩波書底

戸同

υ
弓

t
n
L
 



日 本 話
回

品比

千・ E A 岩本遠億

日本語文法の基礎的項目について、初級日本語を教える際に知っておかなければならないことを押

さえながら、主に教科書に沿って概説する。ただし、基本構文同士がどのように関連づけられている

かを、教科書を離れ、生成文法の成果を取り入れながら講ずることも予定している。

評価方法:ほぽ毎週の小テスト、期末テスト

テキスト名:r基礎日本後文法(改定版)J益岡隆志・田窪行則著くろしお出版(予定、変更の可能性

あり)

日 本 語
品主4

~ E B 庵
いき お

功雄
年呉葦
覆「一一期

日本語のしくみを考える

日本語のしくみ(構造・体系)を、文法的(統語的)観点を中心に考えていきます。ととばはそれ

自体美しい構造(体系)を持っています。そのことを日本語の様々な例を使いながら明らかにしてい

きたいと思います。例えば、初対面の場面では、「私は田中です。」とは言いますが、「私が田中です。J

とは言いませんが、それはなぜでしょうか。乙の授業ではこうしたことについて考えていきます。

評価方法:学期末のレポートと出席を総合して評価します。

テキス卜名:未定

注意事項 :できるだけ、「日本語学概論」を受講しておいて下さい。また、それ以前の授業を前提と

して授業を進めるので、できるだけ毎回出席してください。

p
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日 本 いわ もと えの く

岩本遠億
品比

千 特 5ゐ
百冊語

日本語動詞の「行く Ji来るJi走るJi入る」など空間的な動きを表す動詞は、それらに対応する英
語のgo，corne，run， enterと同じ意昧を持っているのであろうか。また文法的にもこれらの動詞は閉じ
ような振る舞いをするのであろうか。このコースでは空間移動や位置の概念の言語的表現が日本語と
英語でどのように遣うのかというところから始め、概念的意昧と文法の関係について日本語と英語を
対照して概説する。

評価方法:テスト

テキスト名:岩本遼億「概念意味論入門一基礎と展開J(未刊行)

日本語教授法 1 A あお き

青木ひろみ

一一
一

日本語を外国語として教える際に必要な基礎知識を総合的に得ることを目標とする。日本語の教科
書から初級段階の学習項目、主に文法を取り上げて整理したうえで、日本語学習者への提示の仕方を
意昧、語用の立場からも考えて行く 。また教科書分析を行い、その構成について学ぶ。

評価方法:出席、授業への参加態度、課題、定期試験

テキスト名:未定(初回の授業で提示)

注意事項:履修条件に関しては「日本語教員養成プログラム」の履修方法を参照のこと。

n
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日本語教授法 1 B 

初級学習項目の分析

よし かわ まき のり

吉川正則

初級段階の主な学習項目(文法)を取り上げ、分析し整理する。そして、それらがどのように学習

者に提示されているかを、日本語教科書から学ぶ。さらに、これらの作業をとおして教科書分析を行

い、日本語教科書の構成を知る。

評価方法:定期試験・レポート・出席状況を総合し、 評価する。

欠席・遅刻の多い受講生は評価の対象としない。

テキス卜名:未定

参考文献:r文化初級日本語 1• n.l文化外国語専門学校凡入社

『新日本語の基礎 1• n jスリーエーネットワーク

fみんなの日本語 1• n jスリーエーネットワーク

この他の参考文献は授業中に紹介する。

注意事項:この講座の目的は、日本語教育の専門家を養成することである。毎回かなりの量の専門

的知識を学ぶ。概論ではない。自分にとって必要な講座かどうかよく考えて履修するこ

と。

履修条件に関しては 「日本語教員養成プログラムJの履修方法を参照すること。
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日本語教授法 1 C 須賀章夫

日本語教育における「初級文法」

日本語を第二言語として教える際に必要な知識を学ぶ。

「日本語教授法 1Jでは、日本語教育における、いわゆる初級文法'を中心に文法事項を取り上げ、

整理し、また、それらが日本語クラスでどのように取り扱われるのかを見てpく。

授業形態は、半講義形式(一方的に聞くのではなく、学生が自分の意見も述べる)及びグループ・

ワークが中心となるが、後半には発表形式も取り入れる。

また、本科目は必ずしも「日本語教育実習Jを履修することを条件にしていないが、授業内容は「日

本語教育実習」履修予定者を対象としたものとなる。

評価方法:評価は、試験、課題、平常点(授業参加等)を総合して判定する。

詳細は講義初日の「授業ガイダンスJで説明する。

テキスト名:教科書は特に指定せず、その都度適当な参考文献を指示する。

コース全般に関する参考文献は以下の通り。

富田隆行著 f文法の基礎知識とその教え方j凡人社

富田隆行著 f基本表現50とその教え方j凡人社

各種日本語教科書

注意事項:l. i日本語学概論」、「日本語学IJ、「日本語学IIJを履修済みであることが望ましい。

特に、上記3科目の内、 l科目も履修していない場合は、原則として本科目の履修は

認められない。履修の詳細に関しては、「日本語教員養成プログラム」の履修方法を

参照のこと。

2.グループ・ワーク、発表等に必要な資料を作成するため、履修者はコピーカードを購

入しておくこと。
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日本語教授法 n A 
あお き

青木ひろみ
土j色J主
ξ笥

日本語教育実習する予定でいる学生を対象とする。コースデザイン、シラパス、教授法、教案作成、

教室活動などについて学ぶ。グループごとにマイクロティーチング (microteaching)を行う予定。教

育実習につながる指導を行うので、全授業に出席できる学生の参加を望む。

評価方法:出席、授業への参加態度、課題、マイクロティーチング、レポート

テキスト名:未定(初回の授業で提示)

注意事項:履修条件に関しては「日本語教員養成プログラムJの履修方法を参照のこと。

日本語教授法 nB 吉川正則

教育計画の作成とその実践

日本語教育の教育計画立案・実施にあたって必要となる実践的な知識を身につけることを目標とす

る。コース・デザインの過程をたどりながら、日本語学習者・シラパス・教授法・学習活動・教材・

教案などについて学んで、いく。さらに、初級の学習項目のいくつかを取り上げ、それをどのように教

えるかを考える。

評価方法:レポート・出席状況により評価する。

欠席・遅刻の多い受講生は評価の対象としない。

テキスト名:r日本語教育の方法一コース・デザインの実際-j田中望

大修館書庖

参考文献:r文化初級日本語 1. n ~文化外国語専門学校凡人社
その他の参考書については授業中に紹介する。

注意事項:この講座の内容は、コースデザインの方法と初級学習項目の指導に分かれる。初級学習

項目の指導については、「日本語教授法1Jで学んだ知識が必要になる。受講を希望する

者は、「日本語教授法 1Jを復習しておくこと。

履修条件に関しては「日本語教員養成プログラムjの履修方法を参照すること。
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日本語教授法 H C 

コースデザインと外国語教授法

す があきお

須賀章夫

日本語を第二言語として教える際に必要な実践的知識を学ぶ。

土j主主

ま喝

「日本語教授法I1Jでは、これまでに提唱された主な外国語教授法とその歴史的展開を理解した上で、

日本語教育への応用を図ることを目標とする。

講義内容は、1.コース・デザインに関する基礎知識、 2.日本語教育におけるシラパスの基礎知

識、 3.主要な外国語教授法の紹介、の 3点が中心になる。

授業形態は、講義形式、半講義形式(一方的に聞くのではなく、学生が自分の意見も述べる)及び、

受講者数によってはグルーフ，0 ワークを織りまぜてLぺ 。

また、本科目は必ずしも「日本語教育実習Jを履修することを条件にしていないが、授業内容は「日

本語教育実習J履修予定者を対象としたものとなる。

評価方法:成績の評価は、授業中に行われる小テスト、課題、平常点(授業参加等)を総合して判

定する。

テキス卜名:教科書は特にないが、教材分析の際には以下の中から 1点を授業中に指定する。

・山田あき子著 rFUNDAMENTALJAPANESE FOR EXPRESSION IDEASJ凡人社

・海外技術者研修協会編 『日本語の基礎 1jスリー工ーネットワーク

-国際交流基金日本語センター編 『日本語初歩j凡人社

・水谷修・信子著 rAn Introduction to Modern JapaneseJ The Japan Times 

また、コース全般に関する参考文献は以下の通り。

。田中望著 『日本語教育の法ーコース・デザインの実際-j大修館書庖

O名柄通他著 I外国語教授法の史的展開と日本語教育Jアルク

0高見湾猛著 I新しい外国語教授法と日本語教育J
m~))J は特に講義内容全般に関係する)

注意事項:r日本語学概論J、「日本語学 1J、「日本語学 IIJ、「日本語教授法 1Jを履修済みであるこ

とが望ましい。特に、上記4科目の内、 2科目以上履修していない場合は、原則として、

本科目の履修は認められない。履修の詳細に関しては「日本語教員養成プログラムjの

履修方法を参照のこと。
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日本語教育実習
畠お き

青木ひろみ

一一一
一

日本語の授業運営について実践的に学ぶため、実習生は毎週教案を作成し、マイクロティーチング

(microteaching)を行う。後期に教育実習を実施予定。実習形態は実習希望者数および外国人学習者の

参加状況によって異なる。授業の初めに、日本語および日本語教育に関する基礎知識を問う試験、面

接を行う 。

評価方法:出席、授業への参加態度、試験、課題、レポート

テキスト名:未定(初回の授業で提示)

注意事項:r日本語教員養成プログラムJに関する必修科目は全て履修済みであること。

日本語表現法
いで の けん じ

出野憲司

日本語の文章表現力を高め、論文・レポートを書くための基本的な知識と技術を身につけることを

目的とする。事実と意見とを明確に区別し、順序よく、明快・簡潔に記述することを繰り返し練習す

る。

評価方法:授業時のレポート及び定期試験により評価する。

テキスト名:教科書は特に使用しない。

参考図書は、随時指示をする。

注意事項:原則として、第 2・4週の開講となる。詳細については、第 l回目に指示する。

人数が多い場合には、調整することもある。

一部2-



日本語表現法 E いで の けん じ

出野憲司

自分の専門とする分野で、論文・レポートを書けるようになることを目的とする。資料収集や、参
考文献調査の方法を学び、論文・レポートの構成法を学ぶ。

加えて、実用文書の書き方を学ぶ。

評価方法 :授業時のレポート及び定期試験により評価する。

テキス卜名:教科書は特に使用しない。

参考図書は、臨時指示をする。

注意事項:原則として、第 2・4週の開講となる。詳細については、第 l回目に指示する。
人数が多い場合には、調整することもある。
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(口)コミュニケーション研究

コミュニケーション論 1A・B 前田尚子

コミュニケーションへの気づき

ごのコースでは、私たちが日常的に体験しているコミュニケーション現象を、研究の対象として見

つめ直すための基礎的な事柄を学んでpく。コミュニケーション現象を見つめ直す方法には、さまざ

まなものがある。そこで、既存のコミュニケーション理論を振り返りながら、コミュニケーション上

のどのような問題が、どのような方法によって研究されてきたのか概観していきたい。その際、身近

な事例を題材にすることによって、コミュニケーション理論を、各自の体験に引きつけて考えること

を目指す。

授業内のディスカッションに積極的に参加しながら、コミュニケーションに対する問題意識を育て

ていってほしい。

評価方法:授業への積極的な参加、レポートなどを総合的に評価する。

テキスト名:未定

コミュニケーション論lIA・B 前回尚子

コミュニケーションへの気づき

日常生活で各自が漠然と抱えるコミュニケーション上の問題を、「コミュニケーション論1Jで学ん

だ理論をもとに、さらに深く考えてpく。

具体的には、各々関心のあるコミュニケーションの問題を自ら調べ、発表し、レポートにまとめて、

コミュニケーション現象を意識的に捉え直すことを目指す。「コミュニケーション論1Jと同様、皆が

積極的にディスカッションに参加できるようにしていきたい。

評価方法:授業への積極的な参加、レポートなどを総合的に評価する。

テキスト名:未定

注意事項:前期の「コミュニケーション論 1Jを履修していることが望ましい。
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コミュニケーション論 1C 青沼 智

心の中からインターネットまで

コミュニケーション論の入門コース。コミュニケーションという現象・行為を考えるために必要な
基礎概念について学習する。コミュニケーションとは何か、日常生活におけるコミュニケーションの
問題とは、などといったことについて学生諸君と共に考え、講義していきたい。本科目は基本的には

「講義科目」ではあるが、授業内レポート、グループ発表などといった形で学生諸君にも出来る限り発
言の機会を与えていきたい。授業に出席・参加せず、期末テストを受けたのみの学生諸君の評価は「不
可能」であり、単位を与えることはできないことを覚えておいて欲しい。

評価方法:授業内レポート 、グループ・プレゼンテーション、期末テスト

テキスト名:船津衛 fコミュニケーション入門l有斐閣

林進 fコミュニケーション論J有斐閣

コミュニケーション論 nC 

メディア社会における日常コミュニケーション

青沼 智

コミュニケーション論の中級コース。前期の「コミュニケーション論IJで扱った内容に基づき、特

に「社会的Jな現象・行為・病理としてのコミュニケーションについて学生諸君と共に考え、講義し

ていきたい。また研究「分野・領域」としてのコミュニケーション「学」およびその歴史についても
考察する。本科目は基本的には「講義科目Jではあるが、授業内レポート、グループ発表などといっ
た形で学生諸君にも出来る限り発言の機会を与えていきたい。授業に出席・参加せず、期末テストを
受けたのみの学生諸君の評価は「不可能jであり、単位を与えることはできないことを覚えておいて
欲しい

評価方法:授業内レポー ト、グループ・プレゼンテーション、期末テス ト

テキスト名:船津衛 fコミュニケーション入門I有斐閣

林進 fコミュニケーション論j有斐閣
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コミュニケーション論 ID 
ばやし としお

小林登志生

本講義では、基本的なコミュニケーションの理論およびモデルについて学習し、講義内容につい各

自の日常生活の中に豊富に在る様々な人との関係、事象を教材として活用し、コミュニケーションが

自己の確立、対人関係、社会関係、文化形成等に果たす役割、機能ついてわかりやすく講義し、広く

自分の周辺の世界を見る目を養うための学習をする。

評価方法:1.クラスにおける積極的な参加

2.グループ発表における貢献度

3. レポート類の提出

4.試験成績

テキスト名:宮原哲著 『入門コミュニケーション論1.松相社

コミュニケーション論 nD 
ばやし としお

小林登志生

この授業ではクラスを小グループに分け前期学習内容に基づきトピックを選択し、ヒューマン・コ

ミュニケーションの様々な問題についてRolePlay等を取り入れたグループ・プレゼンテーションを中

心に前期学習内容をさらに深く考察する。評価は学生の積極的なクラス内の諸活動への参加を特に重

視する。

評価方法:1.クラスにおける積極的な参加

2. グループ発表における貢献度

3.レポート類の提出

4.試験成績

テキス卜名:未定

注意事項:本クラスを受講するためには、前期コミュニケーション論をとっていることを条件とす

る。
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コミュニケーション論 1E 
やま ぎし み I~ 

山岸美穂

日常生活とコミュニケーション

人間・社会・日常生活・時代を理解する上で、コミュニケーションの意味、意義、方法、時代にお
けるコミュニケーションの変容を理解することは重要で、ある。
本講義では、自分自身とのコミュニケーション、対人コミュニケーション、電話コミュニケーショ

ン、言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションの特徴などに注目しながら、社会生活の場
面と人聞を具体的に理解する。人はなぜ、化粧をしたり、アクセサリーをつけたりするのか。現代人
のコミュニケーショ ンをめぐって、どのような問題が指摘されているのか。

出席者の人数によっては学生のグループ発表やディスカッ ションを採り入れ、活発な講義を展開し
たい。

評価方法:定期試験ないしはレポートを中心に評価する。ただし、講義の双方向性を重視し、出席
も評価する。

テキス卜名:山岸健 f日常生活の社会学J日本放送出版協会， N H Kブックス 309，1978 
山岸美穂・山岸健 f音の風景とは何かサウンドスケープの社会誌j日本放送出版協会，

NHKブックス 853，1999 

その他、適宜、参考文献を紹介したり、講義時に、プリント、ビデオを使用する。

注意事 項 :日頃から、新聞・雑誌等の、講義に関連の深い記事に注目したり、街で人間観察を行い
ながら、コミュニケーションについて考える姿勢を大事にしてもらいたい。

コミュニケーション論 nE 

現代社会のコミュニケーション

山岸美穂

2 単位
1-4年

日常生活の場面と、人々が日々、生活の場面で展開するドラマに注目しながら、コミュニケーショ
ンの意味・意義 ・問題点について考察する。

本講義では、特に、集団・組織のコミュニケーション、コミュニティ・コミュニケーション、マス・
コミュニケーション、国際コミュニケーションなどを検討する。情報化の進展による人々の日常生活
の変容は、「コミュニケーション論 1Jに引き続き、重要なテーマである。また、芸術とコミュニケー
ションの関係も探究する。私たちがこれからの時代及び社会をL功ミに創造していくことができるのか、
ということをコミュニケーションの視点から、出席者の皆さんと共に考えたい。

評価方法:定期試験ないしはレポートを中心に評価する。講義の双方向性を重視し、出席も評価す
る。

テキスト名:山岸健 『日常生活の社会学j日本放送出版協会， N H Kブックス 309，1978 
山岸美穂・山岸健 f音の風景とは何かサウンドスケープの社会誌J日本放送出版協会，
NHKブックス 853，1999 
その他、適宜、参考文献を紹介したり、講義時に、プリント、ビデオを使用する。

注意事項:日頃から、新聞・雑誌等の、講義に関連の深い記事に注目したり、街で人間観察を行い
ながら、コミュニケーションについて考える姿勢を大事にしてもらいたい。
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異文化コミュニケーション論 1A 吉田 暁

異文化コミュニケーション

異文化コミュニケーションの基本概念を説明する。文化とコミュニケーション、言語・非言語メッ

セージ、個人内・対人・組織コミュニケーション、異文化レトリック、実践的課題などにつき、理論

的に基本的理解を得ることを目標とする。

評価方法:筆記試験。出席重視。試験資格を得るには、期間講義数の三分の二以上の出席を要す。

テキス卜名:古田暁監修 f異文化コミュニケーション 新・国際人への条件j有斐閣

異文化コミュニケーション論llA

異文化コミュニケーション

ふる た

古田
ぎょう

暁

異文化コミュニケー'ションの基本概念を考える。文化、異文化、コミュニケーション、異文化コミュ

ニケーション及び実践的問題などについて、今日の日常的な諸問題をキーワードにして検討する。

評価方法:筆記試験。試験資格を得るには、期間講義数の三分の二以上の出席を要す。

テキスト名:古田暁監修 I異文化コミュニケーション・キーワードJ有斐閣
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異文化コミュニケーション論 1B 
〈 め てる ゆき

久米昭元

異文化体験とコミュニケーション

人は自分の周囲に日頃から慣れ親しんだ人々とかかわり、見知らぬ人とかかわるときには、瞬時し
たり、緊張したりするものである。日本国内でもそうであるのに、いわんや、外国の人々と親しくな
るのは、 言葉の壁もあり容易いことではない。それだけに、親しくなると一挙に世界が広がる。当ク
ラスでは、出自や背景を異にする人々同士が接触・交流する際に起きる様々な社会的、心理的な過程
を具体的なコミュニケーションの場を通して考察し、どの様にすれば、そのような関係性を広げ、意
義あるものにできるかについて議論しつつ考察する。当クラスで扱う主要なテーマは次の通りである。
1.文化とはなにか、 2.文化とコミュニケーションの関係性、 3.知覚・認識、 4.価値観・世界
観、 5.異文化体験・カルチャーショッ夕、 6.異文化適応、 7.異文化摩擦・衝突、 8.異文化理
解教育。

評価方法:クイズ、定期考査、クラスへの参加度、プロジェクト・レポートで評価する。

テキス卜名:古田暁監修・石井敏他著 f異文化コミュニケーション・キーワードj有斐閣

異文化コミュニケーション論ns お がわ こう いち

小川浩

社会変動とコミュニケーション

この講義では、異文化コミュニケーションをミクロからマクロまで、即ち、対人聞の問題から国家、
民族聞のものまでを対象として、社会変動との関連から考える。具体的には、まず初めに、異性聞か
ら異言語集固までの間で行われるコミュニケーションの諸相を文化という視点で話したい。次いで、日
本の近代化という社会変動の中で異文化と接触した日本人と外国人とのコミュニケーションの様々な
問題を具体的事例の中で考えたい。常に具体的事例で自分のこととして考える受講生を希望する。

評価方法:定期試験と不定期な小テストに基づいて評価する

テキス卜名:使用しない

注意事項:私はやたらに質問します。前固までの授業のことも当然のこととして質問します。復習
をしていない人は多分解からないでしょう 。世の中のことを自分の問題として考えて下
さい。社会現象は自分のことなのです。教科書はありません。新聞をしっかり読むこと。
日本史の本(とりわけ近代日本史)を読んで、おくとより理解しやすいでしょう。いわゆ
る日米コミュニケーション・ギャップ等については触れませんからそうした内容を期待
する人は諦めて下さい。
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異文化コミュニケーション論 1C・D
ホーリー カワカ

HOLLY S. KAWAKAMI 

This is an introductory course to cover the main principles and concepts of intercultural communica-

tion. This is a one year course. New students cannot enter in Septβmber. 

In the first term we will cover 

合 thedefinition of culture and intercultural communication， 

合 manytypes of non-verbal communication， 

合 thelink between values and behavior. 

Students may use either ]apanese or English in c1ass， but written work will be in English. This is an 

interactive c1ass. We will use videos and study sheets， exercises， discussion， etc. 

評価方法:Attendance and c1ass participation， homework and repo巾， project and presentation， test. 

テキス卜名:No textbook. Handouts and study sheets will be distributed. 

注意事項:This is an active c1ass for communication; it is not a language c1ass. You can speak either 

]apanese or English freely in c1ass and you are NOT graded on your English. 80出 periods

~ and 7-8 will follow the same plan. If selection is necessary， fourth year， then third year 

students will receive priority. 

異文化コミュニケーション論IIC・D
ホーリー カワカ

HOLLY S. KAWAKAMI 

明1isis an introductory course to cover the main principles and concepts of intercultural communica-

tion. This is a one year course. New students cannot enter in September. 

In the second term， we will have topics such as 

* non-Japanese living in Japan， 

* minorities in Japan， 

* the link between the environment and intercultural communication. 

Students may use either japanese or English in c1ass， but written work wil1 be in English. This is an 

interactive c1ass. We wil1 use videos and study sheets， exercises， discussion， etc. 

評価方法:Attendance and c1ass participation， homework and repo巾，project and presentation， test. 

テキス卜名:No textbook. Handouts and study sheets will be distributed. 

注意事項:This is an active c1ass for communication; it is not a language c1ass. You can speak either 

]apanese or English freely in c1ass and you are NOT graded on your English. 80th periods 

5-6‘and 7-8 will follow the same plan. If selection is necessaηr， fourth year， then third year 

students wil1 receive priority. 
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異文化コミュニケーション論 1E・F

国際人としての異文化センスの習得

にし やま かず お

西 山和夫

本講座の目標は異なった文化と言語を持つ外国人とのコミュニケーションに必要な知識とスキルの
養成と異なった価値観および社会習慣の探求である。
講義は主にアメリカ人、日本人、他の東南アジア人間の対人コミュニケーションにおける重要な文

化的障害要因を網羅する。

講義は日英両語で行なうが、テキストは英文のものを使用する。

評価方法 :中間クイズ 30%、期末試験 40%、出席 15%、授業への参加度 15% 

テキスト名:Donald w. Klopf Intercultural Encounters. 5th Edition. 
Morton Publishing Co. ISBN 0・89582・406-X

組織コミュニケーション論 1A 
〈 め てる ゆき

久米昭元

人と組織のかかわり

人があることを実現しようとする場合、仲間を作るか、ある仲間、集団，組織に参加する。人聞は
単独では生きられない。組織は人が集まってできるものであるが、人は組織を求めつつ、同時に組織
のもつ縛りからの開放を求めている。人間の活動には切っても切れない組織について、人と人とのか
かわり合いであるコミュニケーションの視点から考察するのが当講義のねらいである。当クラスで扱
う主要なテーマは、1.組織形成プロセス、 2. リーダーシップとフォロワーショップ、 3.情報の
収集方法、 4.意思決定方法、 5.実行・実践方法、 6.結果責任・評価、 7.広報戦略などである。
講義と小集団での討議を柱に進めるので、積極性のある受講生を歓迎する。

評価方法:定期考査、クラスへの参加度、グループ・プロジェクトで評価する。

テキスト名 :W.H.ハウエル・久米昭元『感性のコミュニケーションj大修館書庖
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組織コミュニケーション論 1B 

企業経営の眼から見たコミュニケーション

なが お てる や

長尾昭哉

最近の経営学はコミュニケーションというテーマを必ず取り上げる事になっている。また、広い意

昧の経営学の一分野として、経営情報論という領域がある。今回の講義では、こうした研究の一端を

紹介し、あわせて、語用論と対話システム論の境界にあるいくつかの主題について、最近の理論研究

の状況に話を進めたい。

評価方法:講義中にテストを行う。

テキス卜名:テキストは講義開始時に指示する。

組織コミュニケーション論 E

企業組織とコミュニケーション

たか さき

高崎 望

組織におけるコミュニケーションは、家庭内や社交における自己完結的なコミュニケーションとは

異なって、組織存立のための課題達成的なコミュニケーションである。そのため、組織コミュニケー

ションには、正確さ、確実さ、効率性、有効性等が求められ、その発受信の権限と責任を明確にする

必要がある。しかしながら、組織には官公庁や警察・軍隊のように命令と報告を重視するタテ型コミュ

ニケーション組織や、分散型の新企業形態のように討論と提案を重視するサークル型コミュニケーショ

ン、協会や大学演習のようにフリー・ディスカッションを重んずる聞かれたコミュニケーションによ

る組織等、さまざまある。本講では、内外でもっとも多用されている企業組織におけるコミュニケー

ションについて、主として日・米・駄の企業に例を取りつつケース・スタディ的に考究し、コミュニ

ケーションの本質から始めて、将来社会において役立つ理解を深めようとするものである。

評価方法:定期試験

テキスト名:工藤市兵衛他『経営情報教科書』 同友館
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メディア・コミュニケーション論1A ばやし としお

小林登志生

国際関係とコミュニケーション

今日、国際社会におけるコミュニケーションおよび情報の役割や機能についての関心が高まり、大
いに議論する時代になっている。本講義では先ずコミュニケーションとは何かという基本概念を学び、
テキストに基づき国際関係とコミュニケーションの諸問題について理論、歴史、政策に焦点をあて授
業を進める。21世紀のボーダレス時代に向かつてグローパルなコミュニケーションのシステムおよび
様々なテクノロジーとヒューマン・ファクターに係わる諸問題についてのクラス討論を通して広く世
界を見る目を養うことを目標とする。

評価方法:1.クラスにおける積極的な参加

2.グループ発表における貢献度

3. レポート類の提出

4.試験成績

テキス卜名:ハワード・フレデリックIグローバル・コミュニケーションー新世界秩序を迎えたメテrイ

アの挑戦j松相社

参考図書:クラスで指示

メディア・コミュニケーション論IIA
ばやし としお

小林登志生

マルチメディアとグローパル・コミュニケーション

本講義では、高度情報化社会、ボーダレス時代、マルチメディア・テクノロジーといった現代のキー
ワードに焦点をあて、従来のヒューマン・コミュニケーションとの関わりについて掘り下げた授業を
受講学生自身の積極的な貢献を中心に進める。持に新たな世界的な秩序構築に向けての様々な国際社
会におけるグローパルなコミュニケーションの問題について考察することを目標とする。

評価方法:メディア・コミュニケーション論 Iと同様

参考図書:クラスで指示

注意事項 :本講義を受講する学生は前期のメディア・コミュニケーション論 Iを受講している学生
に限定する。後期受講者はさらに日常の内外時事問題等について情報収集を怠らず授業
に臨むことを要求する。その成果が十分クラスに活かされない場合は最終的な評価に影
響することを覚悟すること。
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メディア・コミュニケーション論 1B 

国家・国民間の相互認謡とメディア

みどおか

御堂岡 潔

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

見られ、滑らかな相E関係を阻害している。この問題に関連して、新聞・雑誌の資料やビデオなど、具

体的な素材を見ながら、まず、国家・国民の相互認識の実態を検討し、ついで、国家・国民の相互認

識の形成因としてのメディアについて、詳しく考察する。

評価方法:講義の中で随時小課題を提出してもらう。加えて、講義内容を把握しているかどうかに

関する試験をおこなう 。

メテなイア・コミュニケーション論1C 武市英雄

メディアの特徴

われわれは今日、メディアとの接触なしに毎日を過ごすことはほとんど不可能に近い。それならば、

主体性ある受け手として接触する必要があろう。メディアの情報に振り回されない賢い受け手である。

そのためには、まずメディアとはどのような特徴をもっているかを学んでいこう。メディアを通した

報道では現実とどう遣うのか知る必要がある。さらにニュースの特色やメカニズムについても学んで

L、く 。

評価方法:書評、テスト、出席状況などによる総合評価

テキス卜名:春原昭彦ほか 『ゼミナール・日本のマスメディアj日本評論社

ハワード・フレデリック 『グローパル・コミュニケーションj松柏社

清水英夫ほか 『マス・コミュニケーション続論』学陽書房

注意事項:rメディア・コミュニケーション論1CJを履修する人は必ず「メディア・コミュニケー

ション論IIC Jも同時に履修すること。
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メテsイア・コミュニケーション論nc たけ いち ひで お

武市英雄

ジャーナリズムと現代社会

Hでは、 Iのテーマをさらに一歩進めて、メディアの ‘しにせ'である新聞報道の特性について考

察してL、く 。これをふまえて各種メディアの総合的な活動としてのジャーナリズムが今日どのような

意味合いをもっているかを解明してpく。さらに大きな枠組みとしての国際報道がメディアの報道姿

勢によって、各国の人びとにどのようなイメージを与えるかを考えてみる。グローパル化時代のメディ

アの使命を模索する。

評価方法:書評、テスト、出席状況などによる総合評価

テキス卜名:春原昭彦ほか fゼミナール・日本のマスメディアj日本評論社

ハワード・フレデリック 『グローパル・コミュニケーション』松柏社

清水英夫ほか fマス・コミュニケーション概論J学陽書房

注 意 事 項:rメディア・コミュニケーション論nCJを履修する人は必ず「メディア・コミュニケー

ション論1CJも同時に履修すること。
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国際ビジネス・コミュニケーション論 1A 
ホーリー カワカ

HOLL Y S. KAWAKAMI 

ηlis course looks at doing business across cultures (borderless and global business)， and the diversity 

of the workplace when people of di恥rentbackgrounds work ωgether. It will be 加悦町if仕lestudent has 

already taken an intercultural communication course. This is a year long course; no new students wil1 be 

admitted in September. 

In the first teηn we wil1 study important concepts and values which inf1uence how people do business 

and their expectations in business. Students will also be expected ωcomplete a project and give a presen-

tation. 

We wil1 use videos， study guides， handouts， discussion. Students wil1 read articles to add to their 

knowledge of business and economics li仕lebyl批leduring the whole course. 

This is a communication course， not a language course. Students may use either Japanese or English in 

c1ass， but written work must be in English. However， students will NOT be graded on English. 

評価方法:Attendance and c1ass participation， repo巾 andhomework， test， project and presentation. 

テキスト名:Handouts and study sheets will be distributed. 

注意事項:This is an active communication c1ass， not a language c1ass. Y ou can speak either J apanese 

or English freely in c1ass and you are NOT graded on your English. Even ifγou don't know 

anything about economics or business you can take出isc1ass， but it is better to take a 

course on intercultural communication first. 
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国際ビジネス・コミュニケーション論llA HOLLY S. KAWAKAMI 

η1is course looks at doing business across cultures (border1ess and global business)， and the diversity 

of the workplace when people of di仔'erentbackgrounds work together. It wil1 be better if the student has 

already taken an intercultural communication course. This is a year long course; no new students wil1 be 

admitted in September. 

1n the second terrn， we wil1 continue by looking at case studies. Students wil1 also be expected to 

complete a project and give a presentation. 

We wi11 use videos， study guides， handouts， discussion. Students wil1 read artic1es to add to their 

knowledge of business and economics li抗leby little during the whole course. 

η1is is a communication course， not a language course. Students may use either J apanese or English in 
c1ass， but written work must be in English. However， students will NOT be graded on English. 

評価 方法:Attendance and c1ass participation， repo巾 andhomework， test， project and presentation. 

テキス卜名:Handouts and study sheets will be distributed. 

注意 事 項:This is an active ∞mmunication c1ass， not a language c1ass. You can speak either J apanese 

or English freely in c1ass and you are NOT graded on your English. Ev芭nifyou don'tknow 

anything about economics or business you can take this c1ass， but it is better to take a 

course on intercultural communication first. 

国際ビジネス・コミュニケーション論1B 高崎 望

グローパル化と経営情報

最近、経済の急激なグローパル化と各国企業の海外相互進出や多国籍協業・国際コングロマリット

の増大によって、国際ビジネスは大きく変貌しつつある。これにともない、国際ビジネス・コミュニ

ケーションも大きな成長と急激な情報システムの革新を遂げつつある。新ビジネス・コミュニケーショ

ンのメディアとして、コ ンビュー夕、イ ンターネットやバーチャル通信回線などがビジネスに浸透し

つつある。

本講は、まずビジネス内の新システムを学ぶとともに、日米欧のビジネス・コミュニケーションの

比較分析を豊富なケース・スタディによ って行なう 。

評 価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定
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国際ビジネス・コミュニケーション論llB 高崎 望

コミュニケーションの新メディア

本講は、「国際ビジネス・コミュニケーション論 1Jの続論としての役割を果しつつ、 一方独立して

初めから考究することもできるよう配慮、したものである。

すなわち、急激に増大・発展・変革しつつある国際ビジネス・コミュニケーションにおいて用いら

れる情報システムや電子商取引、インターネット、ビジネス用語など、企業において急速にコミュニ

ケーションの主流となりつつあるグローパル・メディアについて、ケース・スタディを活用して考究

し、新しい国際ビジネス・コミュニケーショ ンの動向を学んで、就職にも活用できることを目指すもの

である。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:未定

国際ビジネス・コミュニケーション論IC・D
やま かず お

西 山和夫

多国籍企業での対人コミュニケーション研究

本講座の目標は外国人ビジネスマンとのコミュニケーションの知識を習得することである。

特にアメリカ人と日本人がさまざまなビジネスの場で直面する対人コミュニケーションの問題に焦

点を当てる。

講義内容は、ビジネスコミュニケーションの障壁、対人間のやり取り、契約の交渉、雇用インタ

ビュー、口頭でのプレゼンテーションを含む。

講義は、日英両語で行なうが、テキストは英文のものを使用する。

評価方法:中間クイズ 30%、期末試験 40%、出席 15%、授業への参加度 15% 

テキスト名:Kazuo Nishiyama Doing Business with Japan: Successful Strategies for Intercultural 

Communication. University of Hawaii Press ISBN 0・08248-2127・0
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非言語コミュニケーション論 I
とう やま やす

東 山安子

非言語コミュニケーション〈概論〉

非言語コミュニケーションとは、顔の表情 ・視線・手振り・身振り・姿勢・相手との距離・縄張り
意識・空間概念・時間概念・声の質や調子・服装等、様々な言葉によらない伝達手段によるコミュニ
ケーションを指す。この授業では、これら多岐にわたる非言語コミュニケーションの諸相について概

観する。欧米文化圏のみでなく、アジアやその他の文化圏も考察すると同時に、地域差・年齢差・男

女差・個人差に関する討議も行う。授業は、学生参加型で行われる為、学生は、テキスト及び関連図

書を読み、観察眼を磨き、積極的に授業に参加することが期待される。

評価方法:以下の各項目の総合評価とする。

1.グループ発表

2.個人レポート

3.出席状況(出席重視)

テキス卜名:rボディー・トークJデズモンド・モリス著、三省堂

参考文献:開講時に参考文献リストを配布。

注意事項:r非言語コミュニケー ション論IIJを履修希望のものは、この r1 Jを履修し単位を取得

する必要がある。第一回目の授業で80名を越えた場合は、講義概要の説明後、抽選を行
L、受講者を決定する。その際、各学科及び各学年が平均的に受講できるように配慮する。

非言語コミュニケーション論E 東山安子

非言語コミュニケーション〈調査方法〉

「非言語コミ ュニケーション 1Jでお培った、基本的な非言語コミュニケーションに関する知識と観察
眼を基に、関心あるテーマを選び、グループでプロジェクトに取り組んで、もらう。講義は、非言語研

究の調査方法や研究成果について概説する。学生はプロジェクト案の提出・調査の実施・中開発表を

経て、最終的にプロジェクトに関するレポートを仕上げることを課題とする。授業は学生参加型で行

われるため、積極的な姿勢が望まれ、プロ ジェクトでは各自が責任を果たし、グループに積極的に貢
献・協力することが要求される。

評価方法:以下の各項目の総合評価とする。

1.グループ・プロジェクトの中開発表

2. グループ ・プロ ジェクトのレポート

3.出席状況(出席重視)

テキスト名:臨時プリントを配布する。

注意 事 項:履修は、「非言語コミ ュニケーシ ョン1Jの単位を取得した学生に限る。初回の説明を必

ず聞いた上で、履修を決めること。
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コミュニケー ション論特講 高崎 望

最近コミュニケーションは先端技術によって、インターネット、携帯情報端末等、急激に変貌しつ

つあり、言語・ゼスチュア等の旧来のコミュニケーション論では、社会に適応し難くなっている。例

えば、インターネットや携帯通信によるメディア・コミュニケーションや企業における経営コミュニ

ケーション、電子商取引の爆発的普及によるマルチメディア・コミュニケーションである。

これらの学習が不十分であれば、就職のチャンスを失い、就職後も他学出身者に追いつけず苦しむ

ことになる。

そこで本講では、主として最新のケース・スタディを豊富に提示することによって、情報分野のみ

ならず、あらゆる企業のコミュニケーション化に遅れを取らぬよう、特訓を行なうことを目的とする。

評価方法:レポー トとグループ -ディスカッション

テキスト名:高崎望『マルチメディアの現実J経済界、その他

日本語プレゼンテーション A
うす い なお と

臼井 直人

人前で「スピーチ」してみましょう

ごの講座では多くの聴衆を前に効果的に自分の意見を発表してLぺ能力を養うことを目的とする。授

業の主な内容は、1)パブリック.スピーキングの理論に関する講義とディスカッション、 2)即興スピー

チの実践、 3)プリペアード・スピーチ(事前に準備を行なうスピーチ)の実践。スピーチの実践では

特に情報を分析したうえで，自らの見解を述べるスピーチを中心に様々なトピックで行なう予定であ

る。大学においては授業など様々な場面で意見発表を行なうことが要求されるので、その準備として

この講座をとらえられたい。なお、受講者にはスピーチ作成のために図書館などにおけるリサーチが

要求される。

評 価 方法:クラスディスカッションへの参加、スピーチ・パフォーマンス、スピーチの原稿などを

総合的に評価する。

テキス卜名:プリ ントを配付する。
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日本語プレゼンテーション B
もろ おかじゅん や

師岡淳也

日本語スピーチの入門コース。日本語によるパブリック・スピーキングの実践を通して、分析能力、
構成能力、プレゼンテーション能力など、公けの場におけるコミュニケーション能力の育成を目的と

する。

授業は、パブ、リック・スピーキングの意義、形式、構成などに関するレクチャーも行うが、基本的

に実践が中心となる。その為、受講者にはスピーチ発表やクラスメートのスピーチの講評など、授業

への積極的参加が求められる。また、スピーチの準備の為に、図書館での情報収集やスピーチ・ライ
テイングなど授業時間外にも活動することが必要になる。

評価方法 :出欠、クラス中の発言 ・参加状況、スピーチ発表、スピーチ批評などを総合的に判断し

て評価する。

テキス卜名:パケットを配布

注意事項:受講希望者が24名を超える場合は、論文試験による人数調整を行う。

日本語プレゼンテーション C 青沼 智

「話し方教室」を超えて

本科目は、公共の場におけるコミュニケーションの理論を学びまたそれを「模擬的jに実践するこ
とにより、批判的思考力、分析能力、プレゼンテーション能力など知的市民生活の基礎となるコミュ
ニケーション能力の育成を目的とする。具体的には状況および聴衆に合わせた効果的なスピーチ、合
意形成のプロセスとしてのディスカッション、資料に基づいた討議、議論などについて学習する。受

講者には図書館等での情報収集やグループワークなど授業時間外にも多くの時聞を割くことが要求さ

れる。

テキス卜名:第一回目の授業で指示する。

注意事項:受講希望者が20人を超過する場合は、第一回目の授業時間に試験による人数調整を行う。

第一回目の授業に出席しなかったものは原則として履修を認めない。
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日本語ディベート A ・C 青沼 智

ディベートの基礎を学ぼう

教育ディベートの入門コース。日本語によるディベートの実践を通じて、批判的思考力、分析能力、

プレゼンテーション能力など知的市民生活の基礎となるアーギュメンテーション能力の育成を目的と

する。受講者には図書館等での情報収集やグループワークなど授業時間外にも多くの時聞を割くこと

が要求される。また、ディベート大会・模範ディベー卜の見学など学外での学習も機会があれば取り

入れていきたい。

評価方法:即興ディベート、正式ディベート、レポート、小テストなどを総合的に評価する。

テキスト名:松本茂 f頭を鍛えるディベート入門j講酸社ブルーパックス、 1996年

その他配布物

注意事項:受講希望者が20人を超過する場合は、第一回目の授業時間に試験による人数調整を行う 。

第一回目の授業に出席しなかったものは原則として履修を認めない。

日本語ディベー卜 B
うす い なお と

臼井直人

識論のしかたを初歩から学びましょう

土j主主
1-2年
葎一一期

扱いやすい身近なテーマから「死刑廃止Jなどの社会問題をテーマにしたディベートの実践を通じ

て、ディベート技術を初歩から身に付け、大学および知的日常生活に必要とされる批判的思考力・態

度、討論を前提とするプレゼンテーション能力の育成をめざす。クラスルームでは1)基本的なディベー

ト理論のレクチャー・ディスカッション、「社会生活と批判的思考jについてのディスカッション、ディ

ベートの実践練習を行なう 。なお、受講者には議論構築のために図書館などにおけるリサーチおよび

グループワークが要求される。

評価方法:クラスディスカッションへの参加、ディペー卜・パフォーマンス、レポートを総合的に

評価する。

テキスト名:プリントを配付する。
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(ハ)比較文化研究

日本近代思想史 I
やまりょうけん じ

山領健

近代日本の思想集団 I

近代日本の思想について一応の理解を得るために必要な基本的史実を学ぶ。その方法として、今年

度は幕末から敗戦に至る約一世紀聞の歴史に重要な足跡を残した幾つかの思想集団を選び、それぞれ
について近代日本の歴史的文脈の中で講義する。概説の講義であるが、多様な思想家たちの思想と行
動を集団の形成やコミュニケーションの過程、集団の歴史的役割等の観点から照射することにより、聴
講者の歴史と思想に対する関心を触発したい。Iでは幕末から明治末年を講義する予定である。

評価方法:レポートと期末試験とを合わせて評価する。どちらかを放棄した場合は単位を認定しな

。
、
晶、lv

テキスト名:鹿野政直 『近代日本思想案内j(岩波文庫別冊)岩波書庖

他にプリントで資料を配布する。

日本近代思想史 E
やまりょうけん じ

山領健

近代日本の思想集団E

近代日本の思想について一応の理解を得るために必要な基本的史実を学ぶ。その方法として、今年

度は幕末から敗戦に至る約一世紀聞の歴史に重要な足跡を残した幾つかの思想集団を選び、それぞれ
について近代日本の歴史的文脈の中で講義する。概説の講義であるが、多様な思想家たちの思想、と行
動を集団の形成やコミュニケーションの過程、集団の歴史的役割等の観点から照射することにより、聴
講者の歴史と思想、に対する関心を触発したい。Hでは大正から昭和期に当たる1910年代以降を講義す
る予定である。

評価方法:レポートと期末試験とを合わせて評価する。どちらかを放棄した場合は単位を認定しな
L、。

テキスト名:鹿野政直 f近代日本思想案内J(岩波文庫別冊)岩波書唐

他にプリントで資料を配布する。
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日本倫理思想史 1 A ・D

日本人の恋愛観

< 1I た こう めい

窪 田高明

人間も動物であるから、生殖しなければ、その世代で絶滅する。人類全体どころか、その社会の中

で十分な世代の継承が行われなければ、その社会は衰退から、滅亡への道を歩むことになる。(ちなみ

に、日本の社会は現在のままではごの滅亡への道を蒸進しつつある。)ところで、人聞は動物とは異な

り、配偶者と継続的な関係を維持し、家族を形成し、それを多数結合させることで社会を作っている。

そこで、そのような結合をいかにして生み出すかということが、その社会の性格を決める重要な要

因である。結婚の在り方、ルールは社会の根本なのであり、その結婚にともなう自発的な人間の結合

の感情と行為を恋愛と呼ぶなら、恋愛は社会の最大の関心事なのである。個人にとっては、青春の一

つのエピソードともいえる恋愛をいかに位置付けるかは、社会の性格、運命を左右する重大事である。

われわれは、主観的に自分自身の意志ないし自発性によって恋愛をしていると思い込んでいる。し

かし、どのような相手を評価し、どのような関係を結び、結婚とどのように関係させるか、それは社

会が決めたルールに従っているだけのことだともいえる。

日本の社会は、伝統的に恋愛に非常に高い文化的な価値を認めてきた。日本の社会における恋愛観

の変還を学び、その背景にある日本人の倫理観の歴史を考える。

評価方法:筆記試験。ノート、教材の持ち込みは認めない。

テキスト名:特定の教科書は用いない。適宜、プリントを配布する。
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日本倫理思想史 n A 窪田高明

武士道の思想

日本人にとっては、武士が支配者であったことは、とくに奇妙なことだとは思わないだろう。しか
し、考えてみれば武士は戦闘者であって、行政者ではない。現在の社会で考えれば、武家政治は軍政
そのものである。戦争で勝ったものが支配者になるのが当然だと考えるのは、 11世紀から 19世紀

までの長い期間、武家政権が続いた日本人だからそう考えるのであって、世界史のなかで考えれば戦

闘という特殊な技術の専門家が、平常時の行政というまったく性質の異なる仕事を行ってきたのは奇
妙なごとである。

問題はそれだけではない。軍事政権がこのように長期にわたって連続すれば、内政、とくに経済や
産業の発展は大きく遅れるはずである。しかし、鎌倉、室町、江戸と続く武家政権のもとでも、日本
の社会は成長を続け、産業革命や身分制度の撤廃にはいたらなかったものの、近代への助走を実現す
ることには成功したのである。

日本の武士はこの意昧で、きわまて奇妙な存在であった。そして、武士はみずからを否定して、近
代の扉を開いたのであるが、近代になっても武士への肯定的な評価は消滅しなかった。またも、奇妙
なことに前近代の支配者であった武士が、近代人の理想像として再提出されてくるのである。しかも、
それは懐古趣味などでなく、近代的な教養を備えた知識人たちによって主張された。

現在においても、時代劇などをとおして、日本人は武士にある種の親近感や敬意を懐いている。こ

の不思議な武士の思想武士道をとおして、日本人の思想空間を学ぶ。

評価方法:筆記試験。ノート、教材の持ち込みは認めない。

テキス卜名:特定の教科書は用いなし、。適宜、プリントを配布する。
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日本倫理思想史 I8 ・C
うお ずみ たか し

魚住孝至

松尾芭蕉における詩と実存

十五世紀末から盛んになった俳諾を、言葉遊びの芸から人生の機微を謡う誌に高めたのは芭蕉であっ

た。中世の隠者の伝統をうけつつ、庵での生活と旅を繰り返し、連衆との交流の中で「誠の俳譜jを

成立させたが、こうした彼の「造化にしたがひ 造化にかへれjや「高く悟りて俗へ帰れ」等の思想

を問題にしたい。

評価方法 :講義後の感想、学期中途のレポート、期末の試験

テキスト名:尾形他訳注 f新訂おくのほそ道j(角川文庫)

日本倫理思想史 nB ・C
うお ずみ たか し

魚住孝至

「俺び」の思想

「佑び」は日本独特の美意識と言われるが、これが成立してきた背景とその思想について問題にした

い。平安末から無常観の浸透とともに生まれた寂風の和歌や隠者の文学、また鎌倉から室町にかけ幕

府の後援もあって展開する禅仏教と禅的芸術、さらに安土桃山時代に成立するわび茶等について考え

てみたい。随時図録・ビデオ等を見ながら、当時の生活や修行の仕方、芸の実際等を窺いつつ論じた

O
 

E
 

'
L
V
 

評価方法:講義後の感想、学期中途のレポート、期末の試験

テキスト名:未定
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日本の宗教
うす い あっ

薄井篤子A 

日本の民俗宗教

日本には多くの宗教的慣習や行事が存在しているにもかかわらず、それらを「宗教」と意識するこ
とがなく、無宗教・無信仰者として自己をとらえている人が多い。これは、多くの日本人にとっての
宗教が、自覚された信仰のレベルよりも習俗的および感覚的なレベルで機能していることを示してい

る。

本講座では、仏教や神道といった宗教・宗派の枠を超えて成立している「生活態としての宗教Jに

注目し、その把握に努める。具体的には、冠婚葬祭、年中行事など日常生活に密着した宗教行事の資

料やビデオを通じて、日本人の世界観や人生観への理解を深めることを目標とする。

評価方法:平常の授業への出席・試験またはレポートを総合的に判断して判定する。

テキス卜名:r日本の民俗宗教J宮家準、講談社学術文庫

日 本の
うす い あっ

薄井篤子

2 単位
Tτ4~享
覆一一司

由
一
小 教 E A 

日本の民俗宗教

「日本の宗教 IJの継続として、「生活態としての宗教Jの具体的な現象を通じて、日本人の世界観
や人生観への理解を深めることを目標とする。神話や昔話、巡礼などに焦点をあてる。ビデオも多用
する。

評価方法:平常の授業への出席・試験またはレポートを総合的に判断して判定する。

テキス卜名:r日本の民俗宗教』宮家準、講談社学術文庫

月

inU
 

η
J
 



日本の宗教 B 薄 井篤 子

一一一日本宗教史<中世まで>

宗教は日本文化を構成しているきわめて重要な領域であり、日本文化をその最深部において性格づ

けているといっても過言ではない。しかしその全体像を客観的にとらえて通観することはたやすいこ

とではない。しかし日本の宗教の立体的な全体像にすこしでも近づくために、本講座では、日本の主

要な宗教、宗教史上の重要な事件と運動、代表的な信仰および宗教観念を通じて、宗教がどのような

機能を果たしてきたのか考察することを目的とする。日本宗教の基本的な諸問題を取り扱うが、とく

に日本宗教が歴史的に培ってきた国際的なつながりを重視する。時代的には古代から始まり、仏教の

伝来、神仏習合、中世までを通観する。

評価方法:成績の評価は、出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判定する。

テキスト名 :r日本仏教史』末木文美士、新潮文庫

日 本 の 由
一
小 教 E B 

うす い あっ

薄 井篤子

ζj主主
1~4 年
覆一一葡

日本の宗教史<近世から近代ヘ>

1Bの継続として、近世から近代までの宗教運動を通観する。特に国家と宗教、民衆的宗教運動の

展開を中心に考察する。

評価方法 :成績の評価は、出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判定する。

テキスト名:r日本仏教史J末木文美士、新潮文庫

注意事項:1を履修しておくほうが望ましい。
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日 本 うす い 晶つ

薄 井篤子

一一一
一由

一
小 教の C 

現代日本と宗教

本講座では、近代から現代日本の宗教運動や事件を通観し、日本の近代化にともなっておこった社
会変動と宗教がどのように連動したかを検討する。そしてそれを踏まえて現代日本において宗教とは
どのように機能しているのか考察する。

特に近代日本の宗教においては避けられない国家と宗教運動の関係に焦点をあてる。

評価方法 :成績の評価は、出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判定する。

テキス卜名:r現代日本の宗教社会学j井上顕孝編、世界思想社

日本の宗教 E うす い あっ

薄 井篤子
子芸華
葎一一葡

C 

現代日本と宗教

本講座では ICの継続として、日本社会における宗教の現在を検証してゆく 。宗教をとらえること
はいま非常に難しくなっており、現代人一般は日常生活で「信仰Jの姿にふれること自体が少ない。し
かし現代でも宗教はさまざまな形で突出している。むしろ拡散し多元化しているとも言われている。

我々の社会のさまざまな問題とどのように宗教現象が連関しているか、考察してゆく 。生命倫理、死
後の世界、性、共同体、などが焦点となる。

評価方法:成績の評価は、出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判定する。

テキス卜名:r現代日本の宗教社会学I井上順孝編、世界思想杜

注意事項:1を履修しておくことが望ましい
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日本芸能史 1 A ・ B 池田弘

日本の伝統芸能の流れを近世を中心にたどり、浄瑠璃・歌舞伎の特質を理解する。

1 r仮名手本忠臣蔵Jの前半を教材の中心に置いて浄瑠璃を読み解く 。

2 ビデオ・テープなどによって忠臣蔵の舞台を鑑賞する。

3 テキスト本文の書写と観劇報告の提出を求める。

4 伝統芸能における基礎的な知識と鑑賞力を身につける。

※ 聞いていれば済むという講座ではなく、指定した芸能の見学などが義務づけられる。欠席・遅

刻についても厳しく、欠席 5聞を数えたもの、課題作品の提出のないものは不可とする。

評 価方法:以下の各要素を総合して評価する。1.出席状況。2.書写ノート 。3.期末に提出の

観劇報告。

テキス卜名:r校註仮名手本忠臣蔵』土田衛ほか、笠間書院

随時プリントを配布する。

日本芸能史 nA ・ B 池田弘
主主主

が笥

「仮名手本忠臣蔵J後半を主たる教材として、浄瑠璃・歌舞伎の特質をとらえ、それが説明できるよ

うにする。

l テキスト本文を書写する。

2 実際の舞台・演奏を見聞するという体験を求める。

3 ビデオ・テープによって忠臣蔵の各場面を鑑賞し、それぞれでとらえた特質について話し合う。

4 r仮名手本忠臣蔵J研究の結果を作品としてまとめ、提出する。

※ 欠席・遅刻についても厳しく、欠席が 5回を数えたもの、課題作品の提出のないものは不可と

する。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。l.出席状況。2.書写ノート 。3.期末に提出の

「忠臣蔵J研究論文。

テキス卜名:r校註仮名手本忠臣蔵j土田 衛ほか、宣問書院

植時プリントを配布する。

注意事項:r日本芸能史 IJを履修し、単位を得ていることを、履修の基本条件とする。
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日 本 文化 呈。
日岡 A 

よし だ みつひろ

吉田光宏

日本人のセルフ:文化人類学的検証

日本人のアイデンティティ形成を文化人類学的視点から検証する。これまでの日本人のアイデンティ

ティの研究は、ベネディクトのもの以降、変遷してきている。どのような研究がなされてきたかを概

観し、それらを批判的に考察を加えてpく。以下のようなパースペクティプを紹介する。

1 )通文化的比較;2) オリエンタリズム的視点による日本人像;3)文化相対主義的アプローチ;

4 )普遍主義的アプローチ;5)心理学的アプローチ;6)社会構造の分析;7)解釈主義的アプロー

チ

評価方法 :筆記試験

テキス卜名:テキス卜の指定はしない。英文による論文からの抜粋が中心。随時配付する。

参考図書例:

Hendry， Joy. 1995. Understanding Japanese Society. 
Lebra， Takie Sugiyama. 1976. Japanese Patterns of Behavior. 
Rosenberger， R. Nancy. Ed. 1992. Japanese Sense of Self. 

日 本 文 化 墨&勘

白岡 E A 
よし だ みつびろ

吉田光宏
子芸華
葎一一一期

日本人のセルフとグローパリゼーション

地球規模で広がる欧米化や近代化を、日本人はどのように吸収し、どのような文化を形成あるいは

創造しているかを探る。近年の具体的な文化人類学的研究から、グローパル化と日本人のアイデンティ

ティ形成の関係を探る。いかに個々の日本人がこれまでの文化を「操作」し、新しい要素を混交させ、

それぞれのアイデンティティを創造しているかを論ずる。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:テキストの指定はしない。英文による論文からの抜粋が中心。随時配付する。

参考図書例:

Kondo， Dorinne. 1997. About Face: Performing Race in Fashion and Theater. 

Tobin， J. Joseph. ed. 1992. Re・Madein Japan: Everyday Life and Consumer Taste in 

a Changing Society. 

Ogasawara， Yuko. 1998. Office Ladies and Salaried Men: Power， Gender and Work in 
Japanese Companies. 

Moeran， Brian and Lise Skov. eds. 1995. Women， Media and Consumption in Japan. 
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日本文化論 1 B ・ C

通過儀礼を中心にした民俗文化論

ふく はら とし お

福原敏男

日本の伝統的な庶民生活文化(民俗文化)に焦点をすえて考え、日本文化についての理解を深める

講義である。

日本文化の特色を理解することは、外国語を学ぶ者にとって、また国際社会において活躍しようと

する者にとって必要不可欠な教養である。日本で、生れ育ったことの共通点・最大公約数が、言語と食

文化に関わる知識だけということではあまりに寂しい。

民俗文化とは、伝承・習俗・慣習・慣わしなど、学校教育という近代の教育システムの中で教えら

れるものではなく、先人から学び受け継いで、きた、日本人としての生活知識全般をいう 。その内容は、

通過儀礼(七五三や婚礼など)・年中行事(正月や七夕)・昔話・民家・郷土食など広範囲にわたる。

日本の民俗文化の一端を知ることは、自らの身体に蓄積した歴史をふりかえることにもなる。

評価方法:テスト

テキスト名:多岐にわたるので各講義時に指示する。

日 本文化論 nB ・ C 福 原 敏 男

信何・芸能を中心にした民俗文化論

日本の伝統的な庶民生活文化(民俗文化)に焦点、をすえて考え、日本文化についての理解を深める

講義である。

日本文化の特色を理解することは、外国語を学ぶ者にとって、また国際社会において活躍しようと

する者にとって必要不可欠な教養である。日本で、生れ育ったことの共通点・最大公約数が、言語と食

文化に関わる知識だけということではあまりに寂しい。

民俗文化とは、伝承・習俗・慣習・慣わしなど、学校教育という近代の教育システムの中で教えら

れるものではなく、先人から学び受け継いできた、日本人としての生活知識全般をpう。その内容は、

通過儀礼(七五三や婚礼など)・年中行事(正月や七夕)・昔話・民家・郷土食など広範囲にわたる。

日本の民俗文化の一端を知るごとは、自らの身体に蓄積した歴史をふりかえることにもなる。

評価方法:レポート

テキス卜名:多岐にわたるので各講義時に指示する。
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スポ ツ文化論 I
とみ まっ きょう いち

冨柏京

スポーツは身近な存在がゆえに、その意味や機能を問うことはしない。しかし、スポーツをする・見

るという二分化された状況に様々なアクセサリーが付着して、スポーツが新たな概念をつくり出そう

としているのが現代ではないか。だとすれば、そのアクセサリーとスポーツの関係を徹底的に分析し、

スポーツの文化性について考えてみる。

評価方法:評価は平常学習状況とその成果(出席、レポート、発表、討論)を総合して判定する。

テキスト名:綬業者作成プリント

新聞、スポーツ雑誌、 VTR

fスポーツを考えるl身体・資本・ナショナリズム 多木浩二 ちくま新書 (1995)

スポ ツ文化論 E
とみ まっ きょう いち

冨柏京

スポーツは身近な存在がゆえに、その意味や機能を問うことはしない。しかし、スポーツをする・見

るという二分化された状況に様々なアクセサリーが付着して、スポーツが新たな概念をっくり出そう

としているのが現代ではないか。だとすれば、そのアクセサリーとスポーツの関係を徹底的に分析し、

スポーツの文化性について考えてみる。

評価方法:評価は平常学習状況とその成果(出席、レポート、発表、討論)を総合して判定する。

テキス卜名:授業者作成プリント

新聞、スポーツ雑誌、 VTR

Iスポーツを考えるj身体・資本・ナショナリズム 多木浩二 ちくま新書 (1995)

注意事項:Iスポーツ文化論 1Jを履修していることを原則とする。
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日本美術史 A 吉村稔子

一一
一

日本絵画史<飛鳥・奈良時代>

日本古代の文化は大陸との交流により飛躍的な発展をとげました。その時代の絵画をとりあげ、同

時代の東アジア絵画の様相に言及しつつ、日本絵画史の展開について理解を深めることを目標としま

す。

飛鳥、奈良時代の絵画の代表的作例をとりあげ、関連する諸問題について講義します。スライド、ビ

デオによる作品鑑賞をまじえつつ講義をすすめます。

作品例:法隆寺玉虫厨子/法隆寺金堂旧壁画/高松塚古墳壁画/ボストン美術館釈迦霊鷲山説法図

/当麻寺綴織当麻憂茶羅図/正倉院鳥毛立女図扉風など

評価方法:レポート(400字詰原稿用紙10枚程度)。出欠席を考慮します。

テキスト名:百構 明穂 I日本の美術 204 飛鳥・奈良絵画J至文堂

日本美術史 I B 吉村稔子
子会筆
覆一一一期

浄土教の絵画

浄土信抑にもとづく絵画について概説します。中国、日本の浄土図、来迎図の代表的作例をとりあ

げ、その伝播と変遷の様相について理解を深めることを目標とします。スライド、ビデオによる作品

鑑賞をまじえつつ講義をすすめます。

評価方法:レポート(400字詰原稿用紙10枚程度)。出欠席を考慮します。

テキス卜名:河原 由雄 『日本の美術 272 浄土図J至文堂

浜田 隆 I日本の美術273 来週図J至文堂
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日本美術史 nA ・ B 吉村稔子
主旦主主
1~4 年
覆一一爾

日本絵画史<平安時代>

日本古代の文化は大陸との交流により飛躍的な発展をとげ、平安後期にいたり国風文化を形成しま
した。その時代の絵画をとりあげ、同時代の東アジア絵画の様相に言及しつつ、日本絵画の特質につ
いて理解を深めることを目標とします。

平安時代の絵画のうち仏教絵画を中心に代表的作品をとりあげ、関連する諸問題について講義しま
す。スライド、ビデオによる作品鑑賞をまじえつつ講義をすすめます。
作品例:神護寺両界憂茶羅図/青蓮院不動明王二童子像/平等院鳳風堂壁扉画/金剛峯寺仏浬繋図

/東寺五大尊・十二天像/持光寺普賢延命像など

評価方法:レポート(400字詰原稿用紙 10枚程度)。出欠席を考慮します。

テキス卜名:有賀 祥隆 I日本の美術 205 平安絵画J至文堂

!t 較 そめ や よし みち

染谷臣道

一一
一文 sd. 

5岡明

比較文明学の目指すものなどを巡って
比較文明学とはどんな学聞か、比較文明学の方法、比較文明学の生い立ち、比較文明学の役割など

比較文明学の基礎について概観する。とりわけ比較文明学の目標と課題、文明交流の歴史、文明の動
態などに重点を置き、比較文明学から見ると世界はどのように見えるのかといった問題にも接近する。
そこでは、“文明の衝突"といったハンティントン的な見方が批判される。

評価方法:何回かの小レポートに加えて学期末に試験を実施する。成績評価にあたっては出席状況
も十分に考慮する。

テキスト名:伊東俊太郎編 『比較文明学を学ぶ人のためにj世界思想社、 1997
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1:t 較 文 明

比較文明学の諸分野

a.6. 
宙開 E 

そめ や よし みち

染谷臣道

2 単位
1~4 年
葎一一期

比較文明学と歴史学、比較文明学と宗教、比較文明学と経済、比較文明学と社会学など既存の人文

社会科学との比較から比較文明学の独自性を明らかにし、そこから見えてくるものを探りたい。また、

環境問題、人口問題、国際化の問題、民族問題、科学技術の問題など現代世界が抱える問題について

も比較文明学との関連で考えたい。

評価方法 :何回かの小レポートに加えて学期末に試験を実施する。成績評価にあたっては出席状況

も十分に考慮する。

テキス卜名:伊東俊太郎編 『比較文明学を学ぶ人のために』世界思想社、 1997

注意事項:r比較文明論IJを既修していること。

比較文学概論 I 松井佳子

Love in and out 01 Marriage: Japan and the West 

In this course we wil1 explore literarγworks in which characters， fal1ing in and out of love， confront 

problems of sexual awakening， triangles， jealousy， maniage， adultery， lesbianism and male homosexual-

ity. Students willleam from ''Tristan and Isolde，" "Romeo and Juliet，" and other li飴raryworks how roman・

t:iclove日rstevolved in Christian Europe， but the course will emphasize modem problems of love in J apan 

in relation ωthe west， as expressed in novels. Students are expected to read extensively， careful1y， and 

critically， andωc1arify psychological dilemmas， questions of gender， and ethical problems. Some videos 

will be shown and discussed. 

評価方法:Mid-semester exam 40% 

Final exam 60% 

テキス卜名:夏目激石 『それからJr門jr行人J
谷崎潤一郎 『日(まんじ)J 
増田みず子 『シングル・セルj

D.H.口レンス 『息子と恋人jr恋する女たちj

フロベール fボヴァリ一夫人j

ナボコフ fロリータJ
ポールドウィン 『ジョヴァンニの部屋J
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比較文学概論 松井佳子 持E 

How literature reflects conflicts in families : Japan and the West 
This is a course for students interested in questions regarding modem family conflicts in J apan and the 

West. One aim of the course is to help students develop skills in reading， analyzing， interpreting， and 
criticizing plays and novels in terms of character， plot， tone， symbolism， and theme. Another aim is to 
explore thematically in the litβrature such issues as the paけiarchalfamily， the nuclear family， disintegra-
tion of families， parental au出ority，children's rebellions， sibling rivalry， sexual awakening， religious pres-
sures， sin and guilt， pregnancy and child-raising， personal choices vs. family responsibilities， etc. We will 
search for use Iful insights into compassion， cooperation， nurturing， and new relationships among 
family members. 

評価方法:Mid-semester exam 40% 

Final Exam 60% 

テキス卜名:イプセン 『人形の家J
フォークナー 『響きと怒り』

オースティン 『高慢と偏見j

ミラー fセールスマンの死j

小川洋子 『妊娠カレンダーj

円地文子 f女坂J
大庭みな子 『山姥の微笑』

円，，'E且
η
J
 



比較思想 1 A ・ B
ひ かきかっ し

樋笠勝士

比較思想、の考え方や原理、その現場を理解することによって思想を相対化するという物の見方を養

う。以下の目次にて講義を行う予定である。

1 ) I比較Jとは何か。その行為の遍在性と意味

2) I思想の比較」と「比較思想」、そして「比較哲学」

3 )比較思想の主題としての「東西」ー直接交渉なき思想の比較

4 )比較思想の主題としての「東西」ー影響や関係という観点における比較

5 )比較思想の現代的課題

評価方法:試験を中心にして判断する。

テキス卜名:なし。参考書は適宜指示する。
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比較思想 nA ・ B 窪田高明

近世は近代か

現在の日本は不況のさ中にあるとはいえ、経済大国としての地位を維持している。トヨ夕、ソニー
のような世界的な企業も数多く存在している。しかし、今から 150年前には日本は欧米先進国から
見れば、アジアの東端に浮かぶ小さな島国にすぎなかった。その国が 100年後には世界を巻き込ん

だ戦争の一方の主役になり、さらに 50年後には欧米と肩をならべる先進国になると想像した人がど

れだけいただろうか。しかも、このような近代国家への変貌は、欧米以外では未だに日本ほどの近代
化と経済発展を実現した国は他には存在しない。
では、日本が他のアジア、アフリカ、南アメリカの国々、地域では困難であった近代化にいち早く

成功した理由はなんだったのだろう。それが日本民族の素質の優越性などに存在するわけはない。そ

の一つが広い意昧での運のよさにあるともいえよう。しかし、もう少し現実的に考えてみれば、その

秘密は、日本が近代化に向かつて前進を始めた明治で、はなく、それを可能にした江戸時代にあるとい
えるだろう。江戸時代はたんなる前近代ではなく、近代的な要素と前近代的な要素の共存する時代で
あった。

江戸時代の思想と西欧の近代思想を比較し、その共通点と相違点を考える。

1、近代主義とは何か。近代社会としての日本の特殊性。江戸時代の日本をとりあげる理由。

2、西欧近代の出発としてのホッブズの思想。

3、前近代の思想の典型としての林羅山の思想。
4、近代的人間観の出発としての伊藤仁斎の思想。

5、人間主義としての古学の思想系議。仁斎から、宣長へ。

6、本居宣長の思想(もののあはれ、古道論)。宣長の矛盾、理想の神代へ帰るのか。

7、アダム・スミスのコモンセンスと宣長のもののあはれの比較。

8、ルソーの社会観。宣長とルソーの自然。

9、ルソーの日本における受容。自覚的な近代思想、の成立。中江兆民の思想。
10、日本の近代思想、の弱点。福沢諭吉と中江兆民。

評価方法:筆記試験。ノート、教材の持ち込みは認めない。

テキス卜名:特定の教科書は用いない。適宜、プリントを配布する。
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東南アジアの宗教と文化 I

シンクレテイズムの犠態を中心に

そめ や よしみち

染谷臣道

東南アジアは古来のアニミズムの上に海のシルクロードを伝って到来したヒンドゥー教、仏教、イ

スラム教、道教、儒教などを受容し、複雑で豊かな文化(文明)を形成してきた。名曲「プンガワン

ソロjを作詞したグサンの思い、ボロブドウール寺院にうかがわれる建築思想、人々の願いを秘めた

伝統儀礼の宇宙観などについて映像記録を使って明らかにし、そのうえでそれら諸宗教の内容を概観

する。ほとんど知られていなかった日本仏教との深い関わりに触れるなど、つねに日本と関連づけ、比

較しながら講義を進める。

評価方法:何回かの小レポートに加えて学期末に試験を実施する。成績評価にあたっては出席状況

も十分に考慮する。

テキス卜名:佐々木宏斡・村武精一編『宗教人類学J、新曜社、 1994

東南アジアの宗教と文化 E

文化全体との関連で

そめ や よし みち

染谷臣道

諸宗教の集積からなる伝統は今日の東南アジアの文化全体を支えている。そこでインドネシアやタ

イを始めとした東南アジア諸国の国家形成、政治文化、社会階層、 芸術、思想などを概観し、それら

に諸宗教がどのように関わっているかについて映像を用いながら分析を試みる。また、世界的な広が

りを持つ宗教を媒介として地球規模の文化的ネットワークを形成しうる有利さと、近代世界システム

に対応する上での問題点についても考える。

評価方法:何回かの小レポートに加えて学期末に試験を実施する。成績評価にあたっては出席状況

も十分に考慮する。

テキス卜名:佐々木宏斡・村武精一編 I宗教人類学J、新曜社、 1994

注意事項:r東南アジアの宗教と文化 1Jを既修していること
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民族と文化 1 (a) A ・B 松本高明

チベットの政治変動と文化の諸相

チベット仏教は遠くモンゴルにまでその広がりを持ち、今なおその巡礼の流れは途切れることは無
い。チベットにおいては古くから彼らの生活に深く密着して様式を規定すると同時に、政治・経済の
制度にまで深く結びついて発展してきた。それゆえ彼らの文化を理解するためには、単に宗教や風俗

習慣を理解すればよいというものではなく、それらを維持させてきた政治制度にまで視野を広げる必
要がある。そこで本講座では今では中国に統合されているチベットにおける文化を、伝統的政治制度
やその変動との関連を重視しつつ描き出し、現代チベットが抱える伝統文化の問題にまで扱うことで
多面的なチベットへのアプローチを学んで、もらいたい。

評価方法:講義参加率とレポートを対象とする。

テキスト名:スライド及び配布資料によって講義を進める。

民族と文化 1 (b) A ・B 松本高明

チベットの政治変動と文化の諸相

チベット仏教は遠くモンゴルにまでその広がりを持ち、今なおその巡礼の流れは途切れることは無
い。チベットにおいては 7世紀から彼らの生活に深く密着して様式を規定すると同時に、政治・経済
の制度にまで深く結びついて発展してきた。それゆえ彼らの文化を理解するためには、単に宗教や風
俗習慣を理解すればよいというものではなく、それらを維持させてきた政治制度にまで視野を広げる
必要がある。そこで本講座では今では中国に統合されているチベットにおける文化を、伝統的政治制
度やその変動との関連を重視しつつ描き出し、現代チベットが抱える伝統文化の問題にまで扱うこと

で多面的なチベットへのアフローチを学んでもらいたい。

評価方法:講義参加率とレポートを対象とする

テキス卜名:スライド及び配布資料によって講義を進める。
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民族と文化 n (a) A 
なか むら きみ のり

中村公則

ムハンマドが天啓を受けてよりイスラーム圏は未曾有の大版図を領するようになった。本講は、ア

ラブ民族の活躍と特色を中心にした話になる。但し、宗教的なことよりも、文化面に重点をおいた講

義になる。

評価方法:ヴィデオを見せた時は必ずレポート用紙一枚程度の感想文を提出してほしい。毎回十点

満点の採点、を行う。期末に課題を出すのでレポートを提出してもらう。出席状況も加昧

して総合的な成績評価法をとる。

テキス卜名 o_本多実信著 『イスラム世界の発展j(議設社)

民族と文化 n (b) A 
なか むら 曹み のり

中村公則

「民族と文化 II(a) AJから継続。

評価方法:i民族と文化 II (a) AJに同じ。

テキス卜名:rイスラム世界の発展j本田実信著、講般社
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民族と文化1I (a) B 
なか むら 曹み のり

中村公則

本講義は「民族と文化 II (b) BJと合わせて、できるだけ通年で聞いてもらいたい。一年全体の
話を聞いてはじめてイラン民族がどのような文化を育てて今日に至っているのかが理解できる。イス
ラーム帝国の一環に組み込まれたイラン民族がどのように自らの主体性を確立し、白らの文化を守り
抜いてきたかつぶさに検証する。イスラーム文明とペルシャ文明のせめぎあいについて深く考えよう 。
カセットを使って詩の朗読を聞いてもらったりするのも重要な作業である。文、映画のヴィデオは彼
らの生活のありさまがかなりよく分るような教材を選ぶつもりである。

評価方法:期末に課題を提出してレポートを出してもらう。平常の授業の際に要請された感想文等
の提出ぶりもかなり重視する。

テキスト名:rイスラム世界の発展j本多実信著、講談社

民族と文化1I (b) B 
なか むら きみ のり

中村公則

「民族と文化 II (a) BJの継続

評価方法:レポートを提出してもらう。

テキスト名:rイスラム世界の発展J本多実信著、講談社
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キリスト教文化論 I 古田 暁

一一
一

新約聖書入門

書籍としての新約聖書とその教えについて講義する。先ず新約聖書が書籍としてどのように特殊な

本かについて説明し、その後で主要な箇所をとりあげ、解説する。

評価方法:筆記試験。試験資格を得るには、期間講義数の三分の二以上の出席を要す。

テキスト名:r新約聖書』他に最初の講義で指定する。

キリスト教文化論 E 吉田
ぎょう

暁
明葦
覆一一司

キリスト教の信仰と歴史

キリスト教の信条と教会の歴史を講義する。キリスト教の主要な信仰箇条について説明し、初代キ

リスト教会、世界宗教としてのキリスト教、教会の分裂、教会一致運動、他宗教との対話という教会

の歴史上の歩みを概観する。

評価方法:筆記試験。試験資格を得るには、期間講義数の三分の二以上の出席を要す。

テキスト名:できれば最初の授業で指定したい。ただこの科目では学生各自がノートを取ることが絶

対に必要。
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文 や ベ 4、みえ

矢部富美枝イヒ 品崎

千，心 理

人の認知・行動は、種としてのヒトに共通の基盤をもつことは当然であるが、 一方、個人が成長し、
生活する社会・文化の影響を受けていることも疑うことはできない。このような文化と心理の関連性
を扱った研究について概観する予定である。

評価方法:定期試験(出席も考慮する)

テキスト名:未定

注意事項:I心理学 1Jまたは IllJを履修していることが望ましい。

文 や ベ ふみえ

矢部富美枝
ζj色1立
ξ 笥化 品同

ヲーIL' E里 E 

人の認知・行動は、種としてのヒトに共通の基盤をもつことは当然であるが、一方、個人が成長し、

生活する社会・文化の影響を受けているごとも疑うことはできない。このような文化と心理の関連性
を扱った研究について概観する予定である。

評価方法:定期試験(出席も考慮する)

テキスト名:未定

注意事項:I心理学 1Jまたは IllJを履修していることが望ましい。
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文化について考える 矢部富美枝他

ビリーフ・システムをめぐって

英語の"belief1'は「信念Jと訳されることが多いが、日本語の「信念Jよりも広い意味を持っている。

ピリーフには、通常の信念のほかに、信仰、迷信、偏見、ステレオタイプ、イデオロギ一、知識など

も含まれる。人は、「世界観Jr人間観Jその他多くのビリーフを持っているが、それらは相互に関連

し構造化されて、一種のシステムを形成していると考えられる。それが、ビリーフ・ システムである。

また、このようなピリーフは、文化や社会との関わりの中で、それらの影響を強く受けながら形成さ

れるものであるので、ピリーフは個人の問題であるばかりでなく、文化の問題ということもできる。

この講義はオムニパス形式で、専門分野の異なる教員が、ビリーフ・ システムをめぐって様々な視

点から文化について考える。

評価方法:平常学習状況とその成果(出席、授業後のレポート 、発表、討論、試験)を総合して判

定する。

テキスト名:未定
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(ニ)地域・国際研究

地域・国際研究講座 E
と かど かず えい

戸門一衛

地域・国際研究入門:社会科学的アプローチへの誘い/21世紀の世界を見据えるために

政治学・経済学・社会学などの社会科学を中心とする学際的な総合科学を通じて、さまざまな国際

問題を理解するための基礎講座です。毎回、異なる教員が異なるテーマを「わかりやすく解説するJオ
ムニパス方式の講義で、す。「これから大学で、どのような学問領域を深めていったらいいのか」と考え

ている 1・2年生に、特に受講を勧めます。社会科学領域のテーマについて知的関心を高め、関連す

る専門の講義や演習を的確に選択できるようになること、これが本講座のねらいです。

取り扱うテーマは以下のように多彩です。ただし、具体的な講義スケジュール(テーマ、担当教員

など)は、第 1回講義時に説明します。

1 )政治学の領域:国家と民族/民族紛争/安全保障・平和/国際機構など

2 )経済学の領域:情報化・グローパル化と地域統合/南北問題/国際ピジネスなど

3 )社会学の領域:家族/人口問題/農村と都市など

4 )自然科学との接点から:地球環境問題/資源・食糧問題など

5 )世界と日本

評価方法:毎回、出席表を兼ねたミニレポート(当日の講義の感想 :B5サイズ 1枚程度)を提出

してもらいます。筆記試験を行いますが、テーマは講義で、扱った内容から自由に選択す

ることが可能です。出席・ミニレポート・筆記試験を総合的に評価します。

テキスト名:基本的に毎回レジメを配布し、それぞれのテーマに関する基本文献を指示します。

注意事項:全学生を対象にした入門講座ですが、地域・国際研究コースを履修しようと考えている

学生には、受講が特に望ましい講座です。
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国 際経 済

世界経済の動きとそのメカニズム

:d 
日開 A 小菅 伸 彦

第2次世界大戦後の世界経済は第一次、二次石油ショック後、 1980年代の停滞はあったものの、自

由な貿易と資金の移動を推進するIMF.GA'廿体制のもとで国際貿易の拡大を軸に総じて順調な成長

を続けてきた。東西冷戦の終罵や貿易と資金移動を通じた相E異存関係の強まりにより近年、世界経

済の一体化、グローパル化が急速に進行している。他方、最近のアジア通貨危機に見られるように金

融と情報通信技術の発展による世界規模の資金移動が各国経済を翻弄するなど世界経済システムの脆

弱性もあらわれ始めている。発展途上国の 2極分解など貧困問題解決への道は遠く、 GA1Tを発展的

に継承した羽TTOでも各国間の利害対立などきしみが目立ち始めている。さらに、今後の世界経済の

成長に対し地球環境問題など深刻な制約も存在する。

本講義では戦後の世界経済のあゆみ、地域別の経済動向と課題等を紹介するとともに、これらの基

礎にある貿易、投資、国際金融、為替レート等のメカニズムを学ぶ。さらに、 21世紀に向けていっそ

う大きな課題となる地球環境問題、食糧・資源問題等について理解を深める。

評価方法:出席率筆記試験(小論文、講義への感想文等)

テキスト名:教科書は使わない。その他適宣教材を配布。

注意事項:国際経済論 1.nを一学期に圧縮して講義した99年度の「国際経済論nJと一部内容が

重複する。(テーマが一部重視するが、講義内容は異なるので99年度の「国際経済論IIJ

に引き続き「国際経済論 1Jを受講するのは差し支えない。)

国際経済論 E A 
すげ の-1' v'こ

小 菅 伸彦

発展途上国理解のために(貧困の解消と持続的成長)

近年、発展途上国とわが国のかかわりは貿易、投資などを通じて急速に深まり、特に東アジア、東

南アジア地域と日本経済とのかかわりは北米地域との関係と肩を並べ、あるいはそれを上回るに至り、

輸入品等を通じて発展途上国経済は私たちに日常、身近なものになっている。しかし、発展途上国経

済は近代的市場経済と伝統的経済が混在、並存する経済であり、その経済発展は社会的、文化的、政

治的要因にも強く依存し、先進工業国の経済的通念から一面的に見ょうとすると理解を誤ることがあ

る。

本講義では開発経済学の理論を織り交ぜながら、できる限り実例、データに即して発展途上国の停

滞と成長、経済的離陸のための条件、経済外的制約と経済発展、天然資源と人口成長、所得格差と貧

困、教育と経済成長、ジエンターと開発政策、開発と環境、援助政策や、アジアの発展途上国の特性、

発展途上国とわが国のかかわりなどについて学ぶ。

評価方法:出席率、筆記試験(小論文、講義への感想等)

テキスト名:未定。適宜資料を配布。
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国 際経済 三ゐ
自問 B 

やす 島幸

子安昭子

発展途上国から国際経済をみる

21世紀を目前に控え、世界経済はますますグローパル化しつつある。資金は瞬時に世界をかけめぐ

り、また企業やヒトも自由に国境を超えてpく。その世界経済は一見はなやかであり、またわれわれ

日本や欧米先進諸国のみで構成されているかにみえる。しかしながら実は世界人口の約4分の 3を占

める発展途上国こそがより重要なアクターなのである。世界経済が一体化するなかで、発展途上国を

「発信源」とする諸問題(人口、環境、貧困、金融危機など)は日々深刻化している。講義ではこうし

た発展途上国が抱える問題について、歴史的・理論的な視点および考え方を紹介する。それらを通し

て受講者各自が途上国経済に関する理解と関心を深めていくことを期待する。

評価方法 :学期末試験

テキス卜名:別途指示する。

注意事項:国際経済論 1，nと受講することが望ましい。

国際経済論 E B 
やす あ曹

子 安昭子
子主筆
覆一一商

ラテンアメリカの開発

前期の授業を踏まえて、事例としてラテンアメリカの経済を取り上げる。ラテンアメリカは比較的

経済発展が進んで、いる地域であるが、にもかかわらず貧困や社会格差など発展途上国に共通する問題

も多く抱えている。1990年代以降、経済戦略は 180度転換した。いわゆる政府主導型の経済発展モデ

ル(輸入代替工業化)から市場メカニズムによる経済戦略が主流となったのである。しかしながら経済

はいぜんとして不安定であり、財政赤字、インフレ、失業などの問題が浮上し、社会不安にもつながっ

ている。ラテンアメリカの経済発展、開発戦略のあり方などを歴史的過程をふまえて考察していきた

。、.
L
 

評価方法:学期末試験もしくはレポート

テキス卜名:別途指示する。

注意事項・国際経済論 1.0と受講することが望ましい。
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国 際 機 構 論 I 飯島敏禎

国際機構とは何か?国際社会において、国際機構がどのような目的で設立され、どのような役割を担

い、どのような手法で、いかにして機能を果たしているかを、国際連合を中心に考察する。つまり、国

際連合の生成発展、形態、主要機関の機能活動、特に経済社会理事会およびその機能委員会のもの、

安全保障理事会、その平和維持活動 (PKO)、および近年に設立された国際犯罪法廷の活動と設立の意

義や影響などについて考える。さらに、国連が現在直面している諸問題も併せて考察する。

1)国際協力の中心的役割を果たしている国際機関の活動の理解

2)国際機関が採択した国際基準を国内的に受け入れることが、国際化につながるとの理解(例えば人

権分野)

3)国際機関の活動が、私たちの日常生活のあらゆる面に関わりがあるとの理解

4)卒業後、国際社会で活動する意欲・興昧を振起する

評価方法:1)出席状況(重視する)

2)随時提出するレポート

3)必要に応じてのノート提出

テキスト名:配布プリントを中心とする。

参考文献:1)家正治、川岸繁雄、金東勲「新版・国際機構J3版世界思想社 1999年

2) I国際条約集J有斐閣

注意事項:1) I.IIは継続的なもので、 Eだけの履修を認めない

2)国際連合憲章全文が資料として必要。但し、上記参考文献 2)があればよい
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国 際 機 構 a.d. 
5岡 E 飯島敏禎

2 1;旦韮
1~4 年
覆一一爾

国際連合の専門機関(経済社会理事会傘下のもの、総会で設立されたもの、条約下で設立されたも
のを含む)、およびその他の下部機構(国連以外の地域的国際機構を含む)の組織運営活動を考察す
るとともに、国連機構に関わる民間組織 (NGO)、各国政府の対応機構(例えば、ユネスコ囲内委員
会)とその活動や役割を考える。このコースを通じて、国際機構で勤務する日本人職員の状況や、応
募・採用方法について、ビデオをまじえて説明する。

1)国際協力の中心的役割を果たしている国際機関の活動の理解
2)国際機闘が採択した国際基準を圏内的に受け入れることが、国際化につながるとの理解(例えば人

権分野)

3)国際機関の活動が、私たちの日常生活のあらゆる面に関わりがあるとの理解
4)卒業後、国際社会で活動する意欲-興昧を振起する

評価方法:1)出席状況(重視する)

2)随時提出するレポート

3) 必要に応じてのノート提出

テキス卜名:配布プリントを中心とする。

参考文献:1)家正治、川岸繁雄、金東勲「新版・国際機構J3版世界思想社 1999年
2) r国際条約集」有斐閣

注意事項:1) 1 . nは継続的なもので、 Eだけの履修を認めない

2)国際連合憲章全文が資料として必要。但し、上記参考文献 2)があればよい
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国 際 法
たか むら

高村ゆかり

近年の国際関係の緊密化、日常生活や労働の国際化は、国際法の知識をますます必要なものとして

いる。本講義では、国家、個人、国際機構、 NGOなどのアクターの国際社会における行為を規律して

pる国際法の基本的性格と基本原則について理解を深め、国際社会で起こる様々な出来事について法

律的観点から理解し、検討する力をつけることを目的とする。

国際法の歴史、国際法の基本的性格(圏内法と対比した国際法の特殊性)、国際法の最も主要なアク

ターである国家に関する諸規則、国際法の定立・適用・執行に関する規則などについて講義を行う。国

際法が関連するその時々の時事問題に関する検討も随時講義のなかで行う予定である。

評価方法:成績は、①学期末の筆記試験により評価する。ただし、②(筆記試験を補完するものと

して)1ないし2回の小レポートによる評価を筆記試験に加点する(レポートの提出は自

由)。

テキスト名:横田洋三編 f国際法入門j有斐閣

参考文献については、講義中に紹介する。

注意事項:["国際法IJと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法IJの履修

を前提に講義を進めるので、「国際法IIJの受講を希望する人は、あらかじめ「国際法IJ

を履修するのが望ましい。

国 際 j去 E 
たか むら

高村ゆかり
ζ三主主
1~4 年
覆-一期

近年の国際関係の緊密化、日常生活や労働の国際化は、国際法の知識をますます必要なものとして

pる。本講義では、「国際法 1Jの履修で得られた国際法の基本原則に関する理解を前提に、様々な分

野で現在用いられている法規則について学び、国際社会で起こる様々な出来事について法律的観点か

ら理解し、検討する力をつけることを目的とする。特に

①海、空、宇宙空間、南極などの空間に関する国際法の規則!と制度

②安全保障、軍縮、人権の国際的保障、環境保護、開発援助といった、最近国際協力が求められて

いる分野に適用される国際法の規則と制度

について講義を行う。国際法が関連するその時々の時事問題に関する検討も随時講義のなかで行う予

定である。

評価方法:成績は、①学期末の筆記試験により評価する。ただし、 ② (筆記試験を補完するものと

して)1ないし2回の小レポートによる評価を筆記試験に加点する(レポートの提出は自

由)。

テキス卜名:横田洋三編 『国際法入門j有斐閣

参考文献については、講義中に紹介する。

注意事項 :["国際法IJと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法IJの履修

を前提に講義を進めるので、「国際法IIJの受講を希望する人は、あらかじめ「国際法IJ

を履修するのが望ましい。
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国 際 たか すぎ ただ あき

高 杉忠明
関係 呈必除

白岡 A 

現在の国際関係はきわめて複雑で、かつめまぐるしく変化している。とくに冷戦終結後、伝統的な
主権国家に加えて国連や多国籍企業、 NG0 (非政府組織)、民族・宗教グループなど多くのアクター
が国際関係にさまざまな影響を与えるようになってきた。また国際関係の主要な研究対象領域には冷
戦期のようなパワー・ポリティックスや軍事・安全保障に関するものだけでなく、経済・社会問題、人
口、食糧、環境破壊、第三世界の貧困、民族・地域紛争など広範な問題が登場してきた。

この授業ではこのように多層化し、複雑化する国際関係を理解するため、歴史・理論・政策という
3つの側面に焦点を合わせ講義を進める。講義内容は国際関係論を学ぶために必要な基礎的概念の説
明を中心に行われる。国際関係論 Iで取り上げるテーマは、第二次大戦後の国際関係の歴史的側面ー
とくに冷戦の発生・展開・集結のプロセスとアメリカ外交という視点ーを中心に講義を進める。
評価の基準等の詳細については最初の授業で説明する。

評価方法:講義内容ならびに教科書を熟読してまとめたノートとレポートを基礎に成績評価をしま

す。

テキス卜名:長谷川雄一、高杉忠明編、 『現代の国際政治j、ミネルヴァ書房、 19 9 8年
小此木政夫、赤木完爾編、 『冷戦期の国際政治』、慶慮義塾大学出版会、 19 8 7年
W・ラフィーパ一、 『アメリカの時代J、芦書房、 19 9 2年
授業で適宜紹介する。

国際関係論 E
たか すぎ ただ あき

高 杉忠明A 

この授業は国際関係論Iを履修し、単位を取得した学生のみが履修可能である。
国際関係論Hでは国際関係研究の具体的なイッシューと政策的側面に焦点を合わせて講義を進めて

ゆく 。

具体的に取り扱うテーマは。国際関係に関するリアリストとリベラリスト的アプローチの相違、バ
ランス・オブ・パワー、帝国主義、民族問題と国際関係、軍縮・軍備管理、南北問題、環境問題、人
口問題、地域統合、世界各地域の政治的イッシューと日本外受の現状と問題点などである。
評価の基準やレポート等の詳細については最初の授業で説明する。

評価方法 :講義内容ならびに教科書を熟読してまとめたノートとレポートを基礎に成績評価をしま
す。

テキス卜名:長谷川雄一、高杉忠明編、 『現代の国際政治J、ミネルヴァ書房、 19 9 8年
小此木政夫、赤木完爾編、 『冷戦期の国際政治j、慶慮義塾大学出版会、 19 8 7年
その他、授業で適宜紹介する。

注意事項:前期に国際関係論Iを履修し、単位を取得した者のみがこの科目を履修できる。
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国際関係論 B 
なが い

永井
ひろし

ご&，回

冷戦から海図なき時代ヘ

21世紀にむけて、世界は海図のない時代に入ったといわれる。冷戦体制という国際政治の羅針盤が

消滅する一方、これまでの国民国家体系では対応できないグローパルな問題やローカルな問題が深刻

化してきているにもかかわらず、新しい情勢に対応できる秩序がまだ確立されていないからだ。米ソ

冷戦の発生からベルリンの壁の崩壊、ソ連解体までの歩みを概観したのち、冷戦後の安全保障問題と

して核拡散や地域紛争などについて考える。それによって、新聞などの国際ニュースを読み解く基礎

的な力を養う。

評価方法:期末試験を中心にその他の要素を加味する。

テキスト名:テキス卜は特になし。主な参考書として原彬久編 f国際関係学講義J(有斐閣)、そのほ

かは授業中に適宜紹介する。

注意事項:I国際関係論 1Jのあとに IIIJを受講するのがのぞましい。

新聞、雑誌、テレビの国際ニュースにせつするようこころがけてほしい。

国際関係論 E B 
なが い

永井
ひろし
:&; 
11:1 

国家の安全と地球・人間の安全

モノ・カネ・ヒト・情報のグローパリゼイ ションが進み、「地球はひとつJの時代となろうとしてい

る。しかし、世界に平和はまだおとずれていない。マネーの暴走、人権・民主化の抑圧、南北の貧富

の格差の拡大、地球環境の破壊など、地球規模の人類共通の深刻な問題が山積している。一方、こう

した問題にかかわる国際関係のアクター(行為主体)は、従来の国・政府だけでなく多国籍企業、国

際組織、 NGO(非政府組織)、自治体、市民へと多様化してきている。21世紀をすばらしい時代にす

るためには、わたしたち一人ひとりが国際社会の一員としてどう生きたらよいのかを考えよう。

評価方法:レポートを中心にその他の要素を加味する。

テキスト名:r国際関係論 1Jとおなじ。

注意事項:r国際関係論 1Jを受講したのちに IIIJに進んでほしp。そのほか 11Jとおなじ。
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国 際社
いわ い みさき

岩井美佐紀
ム一
A

曇d.
日岡 A 

ルーラルデベロップメン卜:理論編

ソ連邦および共産圏の崩壊によって、従来の「東西冷戦J的な世界秩序が消失し、国際協力のあり

方も変わりつつある。従来の経済援助をめぐる関係に見られるような西側「先進国」と「途上国Jと

いう二項対立的な枠組みを越えて、新たな国際協力のあり方が求められているのではないだろうか。

大規模な経済開発援助を通じた「西欧的な価値Jの押しつけに陥ることなく、「開発Jdevelopment 
そのもののもつ多面的な意味を追求しなければならない。そのためには、従来「後進的Jと見られて

きた「途上国」の文化・習慣を尊重し、相E理解を図るところから始める必要がある。

「開発jの主要テーマの一つである食糧と人口のバランスは、農村人口の割合が極めて高い途上国に

おいては、政策立案者によって決定されるのではなく、個々の農民の意識に関わっている。つまり、農

民が人口の趨勢を決定し、食糧増産を行う主体である。このような観点から「農村開発」のもつ意味、

その可能性について考えていきたい。

評価方法 :平常の学習態度および期末の試験によって評価する。

ビデオ鑑賞に対するリアクションペーパーも評価の対象とする。

テキス卜名:ロパート チェンパース著 『第三世界の農村開発:貧困の解決ー私たちにできること』、

明石書底、 1998年。

国 際社
いわ い みさき

岩井美佐紀
ム一品

s6. 
宙開 E A 

ルーラルデベロップメン卜:実例編

「開発Jdevelopmentのあり方を具体的に検討するために、主に東南アジアと南アジアの事例を取り

上げる。

最近の開発プロジェクトの動向を見ると、jICAや世界銀行などの政府系および国際援助機関が進め

る開発援助も、インフラ・経済面にとどまらず多面的なプロジェクトを展開している。また一方で、多

くの NGOも専門性を強めており、その活動は国際的にも大きな影響力を もち始めている。

この講義の中では、昨今の開発研究において主流に成りつつある「持続可能な開発H社会サービス

を通じた貧困緩和」などに焦点を当て、社会的弱者の「基本的ニーズjを充足するのに必要不可欠な

保健衛生、識字教育、および雇用創出などの取り組みについて、幾つかの事例を通して検討する。

評価方法:平常の学習態度および期末の試験によって評価する。

ビデオ鑑賞に対するリアクションペーパーも評価の対象とする。

テキス卜名:ロパート チェンパース著 f第三世界の農村開発:貧困の解決ー私たちにできることj、

明石書庖、 1998年。

注意事項:["国際社会論 1Jを履修していることが望ましい。
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国 際社 A.曇A
Zま 宙開 B 加藤譲治

国際社会とはいかなる社会か

人々の日常生活において国際社会のしめる度合が強まっている。そこで国際社会とはいかなる社会

のことであり、どんな問題性をはらんでいるかについて勉強しようと思う。こうした問題を考えるた

めの多角的な分析枠組みを紹介、検討する。また国際社会のworld/ globeや inter-national/ trans-na・

tionalといった多面性についても理解をすすめてほしい。

評価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価する。

テキスト名:r新しい民族問題j梶田孝道、中央公論社

国 際社 ム一
A

墨ゐ
日間 E B 加藤譲治

日本社会の国際化とは

日本社会の国際化をめぐる問題を考える。それの具体的素材として日本の中の外国人労働者問題を、

ここでは取り上げる。90年の入管法の改正以降、わが国ではかなりの外国人労働者が専門/単純の

職業に合法/非合法の資格で働いている。これらの現状と問題点を国際比較の視点から多面的に考え

てpく。それらを「文化と文明」の切り口で再整理をすることで、日本社会の国際化の課題を明らか

にしたい。

評価方法:授業中に課す小論文と試験の成績により評価する。

テキス卜名:r外国人労働者と日本J梶田孝道、 NHKブックス

注意事項:受講条件とはしないが、「国際社会論 1Jの受講を望む。
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国 許同
邑

なが お てる や

長尾昭哉
子主筆
夜一一羽田

際 経 号IOO
毘岡

国際化時代の企業経営とは

企業経営の環境は年と共に新しく、かつ厳しくなっている。従来の経営システムは、輸出入や金融
取引の国際化には適合していない。そこで企業経営の革新、経営者教育の改革が必要になっているこ
とは広く認められている。このような社会事情を考慮しながら、今回の講義では、経営戦略と経営財

務の基本を解説する。

評価方法:講義中にテストを行う。

テキスト名:テキストは講義開始時に指示する。

国 際 福田守利法ヲi取

国際ビジネス取引に関連する法律を学ぶ授業である。「国際取引法 1Jは基礎編で、各国のビジネス
の背景の遠い、国際化の意昧、国際交渉、国際取引紛争の原因、法律の相違、契約意識の相違、権利

意識の相違、訴訟観の相違、紛争解決の困難性などを概説する。英米契約書の翻訳や国際取引関係の

ニュースの発表を行ってもらう 。リーガルマインドを養う授業でもある。

評価方法:学期末試験 l回のみ。平常点。提出物。

テキスト名:rアメリカ商事法辞典J福田 守利、 ジャパンタイムズ社。

その他は最初の授業でいう。

注意事項:クラスサイズは 20名ー 25名程度。出席を重要視する。
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国 際 取 ヲ| 法 E 
ふく だ もり とし

福田守利

国際ビジネス取引に関連する法律を学ぶ授業である。「国際取引法llJは rIJより具体的なテーマ

を扱う 。海外進出の事業形態、外国の裁判制度、製造物責任法、独占禁止法、知的所有権法、国際契

約法(国際売買契約、合併契約、ライセンス契約、準拠法)、国際紛争の解決などの諸分野を説明する。

英文契約書の翻訳や国際取引関係のニュースの発表を行っても らう 。リーガルマインドを養う授業で

もある。

評価方法:学期末試験 l回のみ。平常点。提出物。

テキスト名:rアメリカ商事法辞典J福田 守利、 ジャパンタイムズ社。

その他は最初の授業でいう。

注意事項:クラスサイズ20-25名程度。出席を重要視する。

ヨーロッパ政治経済論 I
と かど かず えい

戸門一衛

欧州統合が意味するもの:歴史的系譜と展開

度重なる戦争で多大な犠牲者を生んだ大陸であるヨーロッパは第二次世界大戦後、経済統合をつう

じて平和共存の「仕掛けJを築いてきた。それは「超国家supranational組織Jのもとで国々が相互に主

権を委譲しあう統合である。従来の国民国家の枠組を根底から変容させるimplication(意味合Lミ)をも有

する点で、人類史における「壮大な実験Jとして捉えることも可能である。講義では、統合運動の歴史的

系譜、EU(欧州連合)の仕組と政策、統合の拡大(加盟国の増加)と深化(機能の高度化)を中心に、欧州統合

について考察する。

評価方法:出席点 30点、筆記試験70点の計 100点で総合評価を行う。

テキス卜名:基本的にプリントを配布して講義を進める。適宜、基本参考文献を紹介する。
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ヨーロッパ政治経済論 E と かど かず えい

戸門一衛

経済通貨統合(EMU)の分析:経済学的考察を中心に

1999年1月にスタートした通貨統合とは何を意味するのか。非現金取引の手段として現在使用されて
pる「ユーロ」は、2002年には紙幣-コインの現金として流通し始め、それに伴ってマルクやフランといっ
た欧州各国の国内通貨は消滅してpく。講義では、市場統合から通貨統合へと統合が深化してきたプロ
セス、安定した単一通貨を創設するメカニズムと条件、その影響、各国の対応などについて考察する。

評価方法:出席点30点、筆記試験70点の計 100点で総合評価を行う 。

テキスト名:基本的にプリントを配布して講義を進める。適宜、基本参考文献を紹介する。

東アジア政治経済論 I

東アジア世界と日本~黒船到来からアジア金融危機まで

こう ろぎ いち ろう

興 椙一郎

アジアのめざましい経済成長が注目され、近年「アジアの時代Jが謡歌されていましたが、アジア
金融危機発生後、アジアは混迷の中で出口を模索していましたが、今また回復の兆しを見せ始めてい
ます。本講義は、まず最初に日本とアジア、特に東アジア世界との過去に焦点を当て、日本がアジア
といかに関わってきたかを知ることで、自分自身のアジアを見る眼を再認識することから始めます。東

アジア世界が、中国を中心とする伝統的華夷秩序が解体された後、西欧国際秩序に組み込まれていっ
た過程を知ることは、今日の東アジア世界を正しく理解する上で欠かせない作業です。東アジアが西
欧国際秩序に組み込まれる過程は、近代日本の歩みと密接な関連を有しています。その歴史から今日
の日本人のアジア観が形成されているといっても過言ではありません。東アジアの現在を把握する基
本は、先ず我々自身のアジア観を検証することから始める必要があります。講義 r1 Jでは、こうし

た基本をしっかりと踏まえ、講義 rIIJでは、現代の東アジアが直面する政治経済の諸問題を検討す
ることにします。

評価方法:期末試験

テキス卜名:別途指示します。
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東アジア政治経済論 E
こう ろぎ いち ろう

興 相一郎

「アジア金融危機」とは何だったのか?-東アジア発展モデルの再検討

「東アジア政治経済論 1Jで東アジアと日本の歴史的関係を把握し、我々自身のアジア認識を正確に

踏まえた上で、記憶に新しい「アジア金融危機Jの検討を通して、急速に発展してきた東アジアが直

面する諸問題を、地域研究的アプローチから綾合的に理解することを目標とします。アジア金融危機

については、新聞テレビなどで多くの報道がなされましたので、皆さんもある程度理解していると思

いますが、本講義は、政治・経済・国際関係などの側面からもっと掘り下げて検討することを目指し

ています。また講義では、発展著しい中国と東アジア経済圏、冷戦後の中国とアジアなどのテーマも

扱い、中国をめぐる政治経済および国際関係の側面からも東アジアを再考することにします。これか

らの日本と東アジアについてじっくり考えてみましょう。

評価方法:期末試験

テキスト名:別途指示します。

注意事項:r東アジア政治経済論 1Jを履修し、その後「東アジア政治経済論IIJを履修することが

望ましい。

東南アジア政治経済論 I
なが い

永井
孔
生
ロ

ひ.，

経済発展からアジア危機ヘ

1990年代前半まで世界から「奇跡Jと注目されていた東南アジアの経済成長は、 97年の通貨危機で

一転「まぼろしjと評されるようになった。これをきっかけに、インドネシアでは32年におよんだス

ハルト政権が崩壊し、東ティモールなどで分離独立運動が活発化している。ほかの国々もそれぞれに

これまでの発展モデルが聞い直されている。こうした激変の意味を、第二次世界大戦後の独立から冷

戦体制下の国家建設、政治と経済発展の歩みを検証しながら解明し、今後を展望してみる。同時に、そ

れと不可分な日本と東南アジアの関係を考える。

評価方法:期末試験を中心にその他の要素も加味する。

テキスト名:テキストは特になし。参考書として上智大学アジア文化研究所 『入門東南アジア研究j

(めこん)、山本信人他 『東南アジア政治学J(成文堂)。そのほかは授業中に適宜、参考

書、新聞・雑能記事、ビデオなどを紹介する。

注意事項:r東南アジア政治経済論1Jの次に rIIJを受講するのがのぞましい。

新聞、雑誌、テレビのニュースにせっし、現実のうごきをフォ ローすることをこころが

けてほしい。
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東南アジア政治経済論 E

新しい発展モデルをもとめて

なが い

永井
ひろし

Z企
，回

経済危機を機に東南アジアは政治的にも大きな転機に立たされている。乙れは、この地域と国家の
それぞれの政治・経済的要因と冷戦後のグローパリゼイションの波のせめぎあいのなかで引き起こさ
れたもので、これまでの発展を支えたモデルはさまざまな面から修正をせまられている。経済発展と

人権・民主化、国民統合とエスニシティ、開発と文化、環境破壊、ヒ卜の移動などをテーマに、東南

アジアがどこに進もうとしているのかをさぐる。また日本と東南アジアのこれまでの関係も問い直し、
21世紀にむけた新しい関係を考えてみる。

評価方法:期末のレポートを中心にその他の要素も加昧する。

テキス卜名:テキス卜は特になし。参考書として、「東南アジア政治経済論 1Jのもの以外に、永井浩

『アジアはどう報道されてきたかH筑摩プリマーズ)。そのほかは授業中に適宜紹介する。

注意事項:r東南アジア政治経済論IJを受講してから rIIJに進むのがのぞましい。

東南アジア社会論 I
いわ い みさき

岩井美佐紀

東南アジア社会の全体像を求めて

東南アジアは、「アセアン 10 Jと呼ばれるように、島棋部と大陸部を合わせて 10の国民国家に

よって構成されています。経済的にも日本と密接な関係を持ってきましたが、最近では舞踊、エスニッ
ク料理、雑貨、リゾートなど、文化・観光などの面でも脚光を浴びる機会が増えてきました。
東南アジアの社会を理解するには、まずは現地に飛び込んで、、その空気を吸ってみるのが一番いい

のですが、日本に居ながらでも本を読んだり、ビデオなどの映像を観ることで基礎的な社会のしくみ
を理解することはできます。

この講義では、東南アジア社会がいかに東南アジアらしさを備えてきたのかを、幾つかのトピック

を設定しながら進めていきたいと思います。まずは、生態的・歴史的条件から始め、多民族構成ゆえ
のエスニシティ、居住形態に見られる家族・親族システム、植民地支配を受けたごとによる文化変容
などに触れたいと思います。

講義の目標は、東南アジア社会を国境で区切らず、総体として把握し、理解を深めることです。ど

この国・地域を対象にするにしてもそうですが、相手国・地域のパックグラウンドを理解することに
よって、自身を相対化することができ、相互理解の第一歩につながるのです。

評価方法:平常の学習態度および期末の試験によって評価する。

参考文献:桃木至朗 I歴史世界としての東南アジアH世界史リブレット12)、山川出版社、1996年。

注意事項 :r東南アジア社会論IJと IIIJを続けて履修することが望ましい。
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東南アジア社会論 E
いわ い みさき

岩井美佐紀

タイトなベトナム、ルースなベトナム

東南アジアの人口の大部分を占める農村社会に焦点を当てる。そのケーススタディとして、主にベ

トナムを取り上げる。周知の通り、ベトナムは南北に長く、北部に紅河デル夕、南部にメコンデルタ

という穀倉地帯を擁している。古くから人口調密で社会的結合が緊密な紅河デルタの村落と、フロン

ティアとして20世紀初頭から本格的に開発され、今でも低湿地において開発が進む、緩やかな社会関

係を維持するメコンデルタの村落では、その社会構造が大きく異なる。

同じベトナム人(狭義のキン族)でありながら、異なる生態的条件や歴史的パックグラウンドによっ

て、彼らがどのように異なる社会を形成しているのかを、具体的にみてpく。

講義では、教員がフィールドワーク調査によって得られた情報や知識を用い、ビデオやスライドな

どを交えながら、その異なる社会構造を構成する様々な要因について解説する。

評価方法:平常の学習態度および期末の試験によって評価する。

注意事項:i東南アジア社会論Uと iIIJを続けて履修することが望ましい。

中南米政治経済論 I
やす あき 」

子 安昭子

転換期のラテンアメリカ(経済編)

独立国33カ国からなるラテンアメリカ(中南米)諸国。かつて同地域を象徴する言葉は「軍事政権j

や「ゲリラJであり、また「対外債務Jといったものであった。今日すべての国から箪事政権は消え、

また「経済自由化」や「地域統合」を進める動きがほとんどの国で活発化している。こうして「民主

主義Jや「ネオリベラリズム(新自由主義)Jといったいわば「グローパル・スタンダード」を実現さ

せる一方で、、歴史的にラテンアメリカが抱える問題はいぜんとして山積したままである。すなわち「貧

困jと「社会格差Jであり、それは近年悪化する一途である。講義では21世紀を前に変わりつつある

ラテンアメリカと、構造的に変わらないラテンアメリカを同時にみていくことで、同地域に対する理

解を深めたいと思う。とくに前期はラテンアメリカの「経済jをみてL、く 。

評価方法:学期末試験

テキスト名:参考図書として加茂雄三他著、国際情勢ベーシックシリーズ⑨ ラテンアメリ力、自由

国民社、 1999年 11月。 なお授業内で文献リストを提示する。
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中南米政治経済論 E
やす 畠吉

子 安昭子

転換期のラテンアメリカ(政治編)

前期の中南米政治経済論Iを参照のこと。ただしII(後期)ではラテンアメリカの「政治Jを中心にみ

ていく 。

評価方法 :学期末試験

テキスト名:参考図書として加茂雄三他著、国際情勢ベーシックシリーズ⑨ ラテンアメリカ、自由

国民社、 1999年11月。 なお授業内で文献リストを提示する。

日 本 sd. 
宙開

いけ や とも あ曹

池 谷知明政 ~.L>. ，ロ

日本の政治構造の特徴

日本政治の特徴を把握することが、この講義の目的である。まず日本の政治の仕組みがどのような

ものとして規定されているのかを考察する。国会や内閣の機能とそれら相互の関係、首相の役割など

が検討の対象となる。政治制度を概観したあとで、そのような制度の下で、実際にどのような政治が

行われているのか、国民が政治にどのように関わっているのかを、政治行動という側面から考える。政

党と政党制、選挙と投票行動、世論とマス・メディアなどを素材にし、アメリカ、イギリスをはじめと

する諸外国の政治との遣いも考慮に入れながら、日本政治の特徴をともに考えてみたい。

評価方法:原則として試験および任意提出のレポートの結果で評価する。

テキスト名:教科書は使用しない。参考文献については適宜指示する。

注意事項:講義が中心となるが、テーマによっては学生諸君に意見を求めることがあるので、積極

的に参加してほしい。

新聞報道ゃれfニュースで日本政治の動きをフォローすることを習慣としてほしい。

n
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日 本 政

日本の政策決定過程

ごム
J口

墨ゐ
日間 E 

いけ や とも あき

池谷知明

この講義では、日本の政策決定過程を検討する。国民の支持、要求は、政党、利益団体を媒介とし

て、識会や政府に伝えられ、最終的に政策という形で提出される。政策決定の過程で実際に力を発揮

しているのは、政治家なのか、あるいは官僚なのか。その過程には利益団体が関係しているのか、い

ないのか。「政・財・官jの特別なネットワークは存在するのだろうか。政策決定過程に焦点をあてなが

ら、日本政治の特質を一緒に考えてみたい。そのような特質がどのように形成されてきたのか、また

その特質が諸外国のそれと比べて特殊なのか、否か、といったことについて、日本の政治文化なども

視野に入れながら考察を行いたい。

評価方法:原則として試験および任意提出のレポートの結果で評価する。

テキスト名:教科書は使用しない。参考文献については適宜指示する。

注意事項:講義が中心となるが、テーマによっては学生諸君に意見を求めることがあるので、積極

的に参加してほしい。

新聞報道ゃれfニュースで日本政治の動きをフォローすることを習慣としてほしい。

日本経済論 A 内田茂男

日本経済は戦後、急速な発展を遂げた。敗戦後の混乱は乏しい資源を重点分野に投入するいわゆる

傾斜生産方式で復興への基礎固めを行った。その後、農村部から大都市への大規模な人口移動が起こ

り、これを背景に高度成長が実現した。70年代初めにはアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になっ

た。しかし、そのころから、成長率が落ち始めた。80年代後半には、パフ寺ルを伴ったブームがあっ

たが、現在はその後遺症に悩んでいる。以上、戦後日本経済が歩んだ足跡をたどりながら、経済構造

の変化を、簡単な経済理論を利用して理解できるようにする。

評価方法:成績の評価は、原則として期末テストで行う 。

テキス卜名:教科書は、「ゼミナール日本経済入門 20 0 0年度版J(日本経済新聞社)
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日本経済論 E 内田茂男A 

今世紀最後の十年間の日本経済の成績は、あまりに悪い。半分以上の期間がゼロ成長ないしマイナ

ス成長である。もちろん主要先進国では最悪である。今後についても楽観論は少ない。一体、日本経

済に何が起こっているのか。どう対応すればよいのか。財政、税制、社会補償制度、経済運営システ

ムのありかたなどにふれながら日本経済の成長力を考える。日本経済の現状と見方についての理解力

をつけることを目標とする。新聞記事を多用したい。

評 価方法:成績は期末テストで評価する。

テキスト名:教科書は「ゼミナール日本経済入門 20 0 0年度版J(日本経済新聞社)

注意事項:日本経済論Iの受講者を対象とする。

日 本経済
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦
sd. 
宙開 B 

戦後の日本経済のあゆみ

戦後の復興から「日本の奇跡jと言われた高度成長を経て米国と並ぶ経済大国となった日本は、現

在、 21世紀を目前にして多くの困難に直面している。これらの問題の中にはパフ*ル崩壊後の金融不

安、低成長と就職難、高齢化の急速な進行と年金問題など私たちの現在、将来の生活に直接かかわる

ものも多い。

本講義では、戦後の成長と景気循環を概観し、日本経済の現状と課題を長期的、国際的な視野で位

置付けるとともに、景気循環や中長期的な経済の動きについての基本的な見方を学ぶ。新聞の経済記

事や白書類等を適宜紹介、解説し、現実の経済問題への理解を深める。

戦後復興と経済民主化/成長への助走/重化学工業化と高度成長/経済成長のひずみ/経済の国際化

と黒字不均衡/石油ショックとイ ンフレーショ ン/省資源・省エネルーギー化とエレクトロニクス化/

円高とバブル/バブル崩演と金融・財政の破綻/経済のグローパル化と情報化/21世紀への課題

評価方法:出席率筆記試験(小論文、講義への感想文等)

テキス卜名:未定。その他適宜教材を配布。

注意事項:r日本経済論1. IIJを一学期に圧縮して講義した 99年度の「日本経済論IIJと一部内容

が重権する。(テーマが一部重複するが、講義内容は異なるので99年度の「日本経済論

IIJに引き続き「日本経済論Uを受講するのは差し支えない。)
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日 本 経 済 SA 
日開 E B 

すげ のぷ ひζ

小 菅 伸 彦

現代の日本経済(各論)

「日本経済論IJでは総体としてみた日本経済の変遷を時代を追って学び、日本経済の現状と 21世紀

に向けての課題を整理するが、本講義では財政、金融、物価、貿易・国際収支と為替レート、産業構

造と国土開発、公害と環境、就業構造、高齢化と年金・福祉、情報化、経済協力などの分野毎に掘り

下げ、理解を深める。

評価方法:出席率、筆記試験(小論文、講義に対する感想等)

テキスト名:使用しない。適宜資料を配布。

日 本 外 交 史 鶴田亀良
三一主主

軒喝

明治開固から第二次大戦に至る聞の日本外交

明治維新に至るまでの日本の対外関係史を簡単に概観した後、明治以後の日本の外交、とくに昭和

期の第二次世界大戦に至る聞の日本外交を中心に取上げ、それぞれの時期における日本の首脳部・外

交担当者の考え方だけでなく、軍部の動向、世論の動きなど圏内的な背景、 一方、欧米諸国の日本へ

のアプローチ・対応、アジアへの進出状況など外的な要因を含め複雑にからみ合う内外事情を総合的

にとらえて分析・考察する。

現在の外交にも結びつくような外交史における具体的なテーマを取上げ、討議等を含めて「考える

力Hものを見る目jを養い、国際化の中の社会で活躍を望む学生に役立つような活気ある授業にした

。
、
品、lv

評価方法:定期試験および途中一回の短いレポート提出、出席状況で評価。

テキスト名:未定(授業開始時に指示)

参考文献:I日本外交の軌跡J細谷千博、 NHKブックス、日本放送協会刊

「三訂 I日本外交史概説jJ池井優、慶応通信刊

注意事項:i日本外交史 1Jから始め、その後、 iIIJを履修するのが望ましい。
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日 本 つる た かめよし

鶴田亀良

ζ旦主主
1~4 年
葎一一葡

外 交 史 E 

戦後 50余年の日本外交

第二次世界大戦後、サンフランシスコ講話条約調印を経て、新憲法の下で「平和外交J、国連中心外
交をかかげて推進されてきている 50余年の日本外交のプロセスをたどる。アジア周辺国との「戦後処
理」、ソ連(ロシア)、韓国、中国等との関係正常化を経て、日本の経済的発展に伴い主要先進国首脳
会議(サミット)等を通じてのグローパルな課題への貢献、またAPECなどアジア太平洋地域協力、国
連改革等への日本の対応も改めて課題となってきている。

21世紀を控えて、「アジア太平洋地域の安定と繁栄の確保Jr平和と繁栄の世紀の構築」への寄与を
目指す日本外交の全般的な課題をさぐり、外交のあり方を学生と共に考察する。

評価方法:定期試験および途中一回の短いレポート提出、出席状況で評価。

テキス卜名:I戦後日本外交史J五百旗頭民編、有斐閣刊

参考文献:r日本外交の軌跡」細谷千博、 NHKブックス、日本放送協会刊

注意事項:I日本外交史 1Jから始め、その後、 illJを履修するのが望ましい。

日 本 加藤譲治
ム一品

号d.
a岡社

日本社会の近代化はいかにすすめられたか

今日の日本社会が前近代、近代、ポスト近代の三重構造から成り立っているとの認識をもとに、こ
こでは日本の近代化が「後発国」ゆえの問題性をはらみつつも経済的成功をもたらした経過を、「近代
化=社会変動J論の観点から講義を行なう 。また最近のアジア諸国の目覚ましい発展にもふれながら
「開発独裁」論の検討もしてみたい。日本社会の明治維新から戦前期までを扱う。

評価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価を行なう。

テキス卜名:r日本の近代化と社会変動』富永健一、講談社学術文庫

注意事項:I日本社会論IIJの受講を望む。

弓
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日 本 社 ム一
A

号。
宙開 E 加藤譲治

出筆

これからの日本を考える

戦後日本の半世紀を顧みつつ、 21世紀日本社会の展望を試みたい。現代の日本は、経済大国とし

て国際社会において高い評価をえているのだが、 一方で深刻な不況に直面して社会に閉塞状況も出て

きている。今日までの日本は戦後の国際環境に適合的な行動がとれていたといえるが、現在はシステ

ム疲労をきたしているとみることができる。学生諸君が 21世紀日本のビジョンを描くための材料を

提{共したい。

評価方法:授業中に課す小論文および試験の成績で評価を行なう。

テキス卜名:r日本の近代化と社会変動j富永健一、講設社学術文庫

注意事項:受講条件とはしないが、「日本社会論 1Jの受講を望む。

現 代 国 家 論
あお やま はる 者

青 山治城

世界の中の多様な国家

冷戦構造の崩壊は、各方面に思いのほか大きなインパクトを与えているが、その最大の影響を受け

ているのが国家機構であり、その正当性問題であろう。経済統合から出発している EUの動きは、皮

肉にも、経済関係を基盤として国家構成を考えたマルクス主義の具体化という面をもっといえよう 。と

ころが、本家ロシアでは解決されたはずの民族主義の台頭が各地で見られる。こうした(東欧の)動

きを "Backto仕leFuture"と表現した社会学者がいるが、現在は近代国民国家形成期にも匹敵する激

動期といえよう 。

本講義では、こうした点の実態をできるだけ具体的な世界の動きの中に見ていきたい。新しい動き

と多様な国家のありかたを理解するために、日本という国のありかたを含めて、改めて「国家とは何

かJという問題意識を高めることを目標とする。

評価方法:成績評価は、受講態度やレポート、期末試験の成績を総合的に判断して判定する。

テキス卜名:教材はそのつど配布ないし指定する。

[参考文献 山内昌之 『民族と国家J(岩波新書)、未来社 r2 1世紀の民族と国家I全 1

1巻]

注意事項:世界および国内の政治・経済情勢に関心をもって新聞やテレビ報道に注意していること。

本講義は「社会思想史IJと交互に隔年開講となるので注意すること。
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現 代 国 家 墨d.
白岡 E 

畠お やま はる 曹

青山治城

国家とは何か

i 1 Jで見た諸現象を踏まえて、本講義では主に理論的、思想史的な観点から「国家とは何かJとい
う問題を考えていきたい。具体的にいえば、国家とはいかなる共同体であり、(民族や宗教など)何を
基盤にして成立するのか、その強制力の正当性の根拠はどこにあるか、といった問題である。従来の
国家論としては、ホップズ以降の契約論的国家論が主流を占めてきたが、契約論的な発想、だけで国家
の成立と正当性を説明することはできない。現在の国際的な経済統合の動きは経済学的な自生的秩序
論に分があるようにも見えるが、民族紛争の激化や南北対立の構造を見ると、そう楽観もできない。

これまでの国家論の意義と限界をみすえつつ、新しい国家論(国家のあるべき姿)を考えていきた
L、 これについての正解はないのであるから、従来の議論を踏まえつつも、それらを受動的に理解す
るだけでなく、独自の識論を提出するぐらいの積極性を望みたい。

評価方法:成績評価は、受講態度やレポート、期末試験の成績を総合的に判断して判定する。

テキスト名:教材はそのつど配布ないし指定する。

[参考文献藤原・飯島編 『西洋政治思想史J1、E、新評論

田中浩編 『現代世界と国民国家の将来j御茶ノ水書房]

注意事項:世界および圏内の政治・経済情勢に関心をもって新聞やテレビ報道に注意していること。

本講義は「社会思想、史llJと突互に隔年開講となるので注意すること。

社 A
宮 調 査 法 最

ヲァン

光 一円

社会調査の基礎一統計的方法を中心に

社会調査とは何かを理解した上で、その基礎技術を身につける乙とが本講義の目的である。人聞社
会は多くの個人、団体からなる集合体であり、それを調査しようとする場合、専門的な知識や訓練な
どを必要とする。現在、コンビュータの普及によって社会調査においてもその応用が多くなっている。
本講義は、社会調査の結果を正しく理解するため、また自分自身が社会調査を行うことができるよう

になるために、次のような内容をできるだけ具体的な事例に基づいて説明したい。

①社会調査の調査設計

②サンプリングの方法

③アンケート用紙の作成

④調査データの整理と解析

⑤SPSSというソフトの使用法

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

1.学習態度

2.定期試験

3.出席状況

テキスト名:授業の進行に合わせてプリントを配り、参考書を指示する。
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社 ム一
A 調 査 法 E 震 光

2 単位
TτI草
荏一一覇

社会調査知議の応用と実践

「社会調査法 1Jの講義を受けてから、「社会調査法llJでは、基礎知識を利用してグループ単位で、

社会調査の実習を行う 。すなわち、この授業は、担当教員と相談しながら、学生たちが関心のある社

会現象を調査対象として決め、理論仮説を立てることから、サンプリングやアンケー卜の作成、デー

タ分析などを経て調査報告書を書くという社会調査を行う実践的な勉強である。具体的な内容は次の

通りである。

①調査計画書を作成

②アンケー卜の作成

③サンプリングの実施

④社会調査の実施

⑤調査データの整理

⑥調査データの分析

⑦調査報告書の作成

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

1.学習態度

2.定期試験

3.出席状況

テキスト名:授業の進行に合わせてプリントを配り、参考書を指示する。

注意事項:i社会調査法1. II Jは段階履修である。i1 Jの内容を理解しなければ、 iII Jの参加が

困難なので、基礎的な内容 i1 Jを修了した後、 illJを履修するのが望ましい。
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情報社会論 1 A ・ B 高崎 望

情報化社会の光と影

急激な情報革新により、世界は米国をトップとしていよいよ情報社会に変革・突入しつつある。イ
ンターネットや携帯端末の世界的普及が、日本社会をも革命的に情報化しつつあり、これは人類文明

史における第三の大変革である。ところが本学においては、コンピューター・リタラシーの修得やネッ

トワークによる社会の大変革についての学習が十分とは言えず、就職時等に困苦を昧わっている。

そこで本論では、来つつある情報社会とはいかなる社会かを、国際比較、異文化、言語学の観点を
顧みつつその光と影を理論的・客観的に解明し、生活・文化・社会の変貌を具体的に考究しようとす
るものである。部外専門家の特別講義も行なう。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:Iコンビュータ一社会の光と影」高崎望、全学講演プリント(前期)

部外専門家特別講義

「情報化社会論序説」高崎望、東京工大プリント(後期)

情報社会論 nA ・ B
なが い

永井
札
企
ロ

ひ

t
'

ジャーナリズム論

日本は世界有数のマス・メディア大国であり、新聞、テレビ、ラジオ、書籍、雑誌などから膨大な

情報が吐き出されている。その一方で、メディア批判もたかまっている。報道の自由、国民の知る権

利、犯罪報道と人権、戦争と情報操作、メディアと権力、米国メディアの変貌などをテーマに、具体
的な例にそくして、現在のジャーナリズムの課題とジャーナリズムを通じて見える社会の諸問題を考
える。それをふまえて、情報の洪水におぼれずに批判的に情報を読み解く「メディアリテラシ-Jの

力と社会を視眼的に見る目を養うことをめざす。

評価方法:期末試験またはレポート

テキスト名:テキス卜は特になし。参考文献や資料を授業中に適宜紹介する。

注意事項:新聞、テレビを自分でメディア・ウォッチするようこころがけてほしい。
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環境科学 1 A ・B ・C
てら だ みヰ

寺田美奈子

地球環境の変遷と生物進化・絶滅<地球誕生からヒ卜の登場まで>

現在の国際問題の理解には、地球環境問題に関する知識や常識はもはや避けて通れないこがらとなっ

ている。この授業では、現在おこっている地球環境問題を理解するための極めて基礎的な内容につい

て理解を深めてもらうことを目的としている。i1 Jでは、地球が誕生して約46億年経ていると考え

られているが、 ヒトが地球上に現れる以前の地球環境の変遷を生物と環境とのかかわりの観点から見

ながら、ヒトの活動を検証してゆく 。この授業では、下記に示す文献テキストとビデオ (NHK生命

4 0 億年)を教材にして授業を進めてゆく 。i1 Jの内容は、現在の最大の環境問題として地球温暖化

の理解、環境の概念、地球環境の変遷と生物の進化・絶滅、ヒトの出現まで(テキスト第 1章~第 5

章)。

評価方法:定期試験成績 90%、出席点 10 % (たまにとる)。

テキス卜名:rゆらぐ地球環境』。内嶋 善兵衛、合同出版、定価 16 0 0円

注意事項:上記の書籍は出来る限り購入してほしい。

この授業では、テキストの内容を良く読み、理解していることを前提にして進めて行く 。

環境科学 n A ・ B 寺田美奈子

地球環境に影響をおよぼしている人間活動

現在の国際問題の理解には、地球環境問題に関する知識や常識はもはや避けて通れないことがらと

なっている。この授業では、現在おこっている地球環境問題を理解するための極めて基礎的な内容に

ついて理解を深めてもらうことを目的としている。iIIJでは、 i1 Jと同じテキストのヒトの活動が

地球の環境システムを回復不可能になるほとに変えつつある環境問題の現状を、テキストの第 6章か

らおよそ 10章までを読み、それぞれの環境問題のメカニズム、問題点、解決の可能性などを共に検

証して行く 。出来る限り最新のビデオやデー夕、報道を教材にして授業を進める。

評価方法:定期試験成績 90%、出席点 10 % (たまにとる)。

テキス卜名:rゆらぐ地球環境J。内鴫善兵衛、合同出版、定価 16 0 0円

注意事項:i II Jを履修する人は、必ずすでに「環境科学 1Jを履修していることを条件とする。

上記の書籍は出来る限り購入してほしい。

この授業では、テキストの内容を良く読み、理解していることを前提にして進めて行く 。

内
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6.演習科目

(イ)言語研究

英 品民
十

いし い やす お

石居康男 4p 

演語 習 A 

ことばについて考える・考えるということを考える

主として英語と日本語の文構造の分析を通して、議論の能力を養う乙とを目的とする。既存の文法
を学ぶのではなく、仮説を立てそれを検証するプロセスを実際に体験しながら、問題の整理の仕方や
検証の仕方を学ぶ。同時に、文献を読みこなす力・わかりやすい口頭発表をする技術も身につけても
らいたい。

評価方法:成績は授業参加・口頭発表 ・レポート(小論文)を総合的に判断して判定する。

テキスト名:粛藤了文・中村光世 rr正しく」考える方法j晃洋書房

上記のテキストとは別に、言語学関連の本や論文を数点読む予定。詳細は授業で指示す
る。

注意事項:i英語統語論Uを履修済み、もしくは同等の知識を前提とする。「英語統語論Uを未修
の者は前期に同時履修することを強く勧める。
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英 量五
回同

品:u.
-T- 演 習 B 久泉鶴雄

日英語の発想と表現の比較対照研究

日英語対照研究の立場から、先行研究論文を読むことによって日英語の発想の仕方の相違および、そ

れに伴う表現の相違点を幅広く収集し、比較対照を行い、出来るだけそれを体系化するように努める。

同時にゼミの履修者全員で日常の英語学習の場面で発見した新たな領域をどんどん付け加えて、日英

語の発想、の相違から生ずる表現の相違の全体像をつかみたい。このような研究を行うと、発想の相違

が原因で理解しにくい英語表現の意味が理解できるようになるし、例えば、日本人の発想で「ノ、ンドル

の前にすわるjを*ωsitin什ontof the steering wheelと誤訳してしまうとごろを、英米人の発想で自動

車の進行方向を念頭において、 tosit behind the steering wheelというように正し く表現すること、即

ち英語らしい表現に習熟するようになるであろう。少なくとも、発想の相違が誤訳いわゆる japanese

Englishの温床の一つで、あることに対して、認識が深まるであろう。このような問題に興昧がある学生

の履修を望む。

評価方法:出席点、活発な発言 深い洞察力や分析力など普段の授業活動とレポートによって成績

を評価する。

テキス卜名:ハンドアウト配布

英 量五
回目

剖 4

ザー 演 習 C 
ロパートデシルパ

ROBERT DE SILVA 

談話分析

ηlis seminar focuses mainly on the s廿uc加reof spoken discourse in English and japanese.百lec1ass 

consists of discussions of readings and the reporting of data. Students will gather， transcribe， and analyze 

conversational and other types of spoken discourse. They wil1 present their data analyses in c1ass and in 

written reports. 

テキス卜名:未定

注意事項:r英語談話分析」を履修済みであること。

The c1ass wil1 be taught mainly in English. Students wil1 be expected to discuss and do presentations in 

English. 

The c1ass size is limited. If you want ωtake this c1ass， you must attend on the first day. If too many 

students want to take the c1ass， students wil1 be asked ωwrite a short essay about the reasons they wish 

ωenrol1. The instructor wil1 select students based on the essay. 
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英 はやしみ き

小林美樹
声比

一手語 演 習 D 

英語の意味と構造

英語の文構造に「意昧」はどのように反映されているのかを検討する。例えば、中核的な意味を共

有する複数の動調が異なった構文に現れるという事実はどのように説明されるか、等について文献を

読んで考えてpく。

評価方法:レポート、平常の学習態度、授業中に行う発表の内容など。

注意事項:i現代英文法jを履修済みであることを前提として授業を行う。未履修者は前期に同時履

修すること。

中 品同

守一
しろ がね ゆき え

白 銀志栄演国 量五
回ロ 習

4年次に中国語文法に関連するテーマで卒論を執筆しようとする者を対象に、各自のテーマを探り、

調査・研究の筋道をつけることを目標とした授業をする。前期は、文法の知識を再確認するために、ま

ず参加者に作文をしてもらい、互いに訂正し合い、討論し、各自のテーマを決定する。夏休みには、そ
のテーマ解決のために調査・研究し、レポートをまとめる。後期は、各自の夏休みのレポートの発表

及び討論を経て、テーマの絞り込み・研究方法の確定を期す。

評価方法:出席及び授業に臨む姿勢、レポートで評価する。

テキス卜名:杉村博文著 f中国語文法教室J大修館書底

相原茂、石田知子、戸沼市子共著 rWhy?にこたえるはじめての中国語の文法書』同学社

守屋宏則著 『やさしくくわしい中国語文法の基礎』東方書庖

「
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スペイン語学演習 江藤一郎

スペイン語機能文法論

今まで「再帰動調の Ise"J、「接続法」、「過去時制」を扱ったスペインの大学での外国人コース用の

教科書を読んで、きたが、今年度はEmilioAlarcos L10rach "Estudios de gramatica funcional del espanol" 

(Gredos)の一部を読んで見ようと思っている。アラルコス独特の考え方と用語があるが、この論文集

のどの論文を読んでも卒論のテーマがみつかるはずである。

評 価方法:ゼミ論文を書くか、授業で読んだ論文を訳すこと。

テキスト名:プリント

注意事項:授業の予習と参加が義務である。

韓 国 話一山
品L品

千 演 習 菅野裕臣

朝鮮語学の論文を正確に把握し かっ論理的な論文を書きうるよう指導することが目的である。

朝鮮語学の文法論のうち特に単語結合をとりあげ，文法的意味の記述の方法について考える。特に

後期には学生のレポートもとりあげ具体的な書き方について指導する。学生は何本かのレポートを

書く覚悟が求められる。

評価方法:平常の学習態度

テキスト名:論文各種のコピーを配布する。
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般言語学演習 藤田知子

一一
一

識字について

世界にはいわゆる非識字者，すなわち，文字が読み書きできない人が 10億人以上いる。その埋由
はさまざまだが，事情はいわゆる開発途上国と先進工業国では大きく異なる。話す，聞く，読む，書
くは言語の四能力と並び称されるが 話す・聞くと 読む・書くはかなり異なる実体をもっ。人聞が

文字を読める，書けるということは一体どのようなことなのか。近代の言語学が一般に冷遇してきた

文字の役割を，識字，無文字文化，アルファベットや日本語の文字の歴史，口語と書き言葉の関係，言
語習得との関連において 文献を読みながら共に考えてみたい。

評価方法 :文献を読み，発表することを軸にして授業を進める。前期，後期とも口頭発表と，レポー

ト提出を義務とし，討論への参加度も考慮して評価する。

テキス卜名:必要に応じて授業で指示する。
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(口)コミュニケーション研究

スペイン語圏マス・コミュニケーション論演習

Cinema : Historical View 

1. Silent movies 

2. Neo-realism 

3. Film noire 

4. Avant-gard films 

5. The cinema as political propaganda 

オルビードロドリゲス

OLVIDO RODRIGUZE 

Students ought to researchωpi岱 andleam the process of presenting papers based on factual informa-

tion and analysis. 

評価方法:Presentations and assignments : 60% 

Exams / essays : 40% 

注意事項:Students are expected to attend c1asses consistently， to do assignments and pa巾 cipatein 

c1ass. 

コミュニケーション論演習 青沼 智

研究対象としてのコミュニケーション

コミュニケーション研究の入門科目。私たちが日頃何気なく経験するコミュニケーションという現

象 ・行為を「研究対象」として分析し、論じ、理解を深めることを目標とする。既存のコミュニケー

ション理論・研究方法について自由に討議し、また受講者が各々興味のあるコミュニケーションの問

題について調査研究し発表・討議する、といった演習という形式を生かした授業にしていきたい。授

業形式:1. 毎固定められたトピックについて討議する。前もって各自テキストを読み、自分の考えを

クラスレポートとしてまとめておくこと。それを隔週で提出する。2. 毎回受講者の一人がリーダー

となり、テキストを要約しクラスディスカッションを進める。

評価方法:口頭発表、テスト(前期末)、研究論文(学年末)

テキスト名:第一回目の授業の際に指示する。
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異文化コミュニケーション論演習
く め てるゆき

久米昭元

異文化接触のフィールドワーク

「異文化Jとは、必ずしも、自己と外国の人との関連で考える必要はない。親と子、青年と壮年、男

と女、上司と部下、東京人と京都人、現代人と江戸時代、都会人と田舎人、教師と生徒、医者と管、者

なども互いに異文化の関係にあると見ることもできる。当演習では、異文化の異、つまり「異質Jを

どう理解し、それにどの様に対処すればよいのかということを基本テーマにして文献を読み、討論し、

研究方法についても学びながら、各自の設定したテーマに沿って、リサーチペーパーを完成させるこ

とを目標とする。

評価方法:クラス討論への参加度、プレゼンテーション、リサーチ・ペーパーで評価する。

テキスト名:石井敏他 『異文化コミュニケーション・ハンド.プ.ツクJ有斐閣
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(ハ)比較文化研究

上七 較 文
声.u，

-f- 演 習 松井佳子

一一
一

PHILOSOPHY AND LlTERATURE 

Philosophy is explored imaginatively in ]ostein Gaarder's SOPHIE'S WORLD. In this highly innovative 

and intemationa11y acc1aimed N01wegian novel， a mysterious philosopher awakens a girl's curiosity about 

who she is， the meaning of life， and the ideas of major thinkers. In出isseminar each student is required ω 

explicate and interpret orally pa此sof the novel and to w討tea te打npaper in English or in ]apanese. The 

]apanese translation will be the main text refe打 edω，but students are also encouraged to read the English 

version to improve their English skil1s. Students wi111eam to discuss philosophical issues c1early and 

rational1y. 

評価方法:Participation in c1ass 30% 

Oral presentations 30% 

Final term paper 40% 

テキス卜名:The Japanese translation of Jostein Gaarder's SOPHIE'S WORLD. 

中国現代文学演習 林 芳

4年次では 3年次の<中国現代文学研究>で履修した「現代(当代)文学史概説jを踏まえ、具体

的作品(映画も含む)の原書(抜粋)講読・分析・鑑賞を主とする。作品を通して、現代の生きた中

国人・社会・文化への理解を深め、文化面から中国への感性的・知的認知度を高める。

<前期> 1949年から、文革後約十年の 1985年までの作品を主に取りあげる。

<青春之歌><人到中年><愛，是不能忘記的><人生>

<我，香雪><芙蓉鎖>など。

<後期> 1985年-1986年以降、外国の文芸思潮の流入により中国文壇に現れた

新潮(ニュー・ウエーブ)小説を主に取りあげる。

<黒砲事件><紅高梁><堅硬的稀粥>など。

評価方法:教場発表 ・レポート(前 ・後期各一篇)・出席状況、により評価する。

テキス卜名:プリント:① 原作のプリント・ビデオテープ(史料・映画など)。

② 『文革後の中国文壇J林芳中央公論 f文芸特集j復刊 1号

③ 『概観<中国当代文学の潮流>j 林芳 <神大紀要>第 11号

参考図書:① 『中国当代文学j(日本語)唐童話 北京外文出版社

② f中国年鑑J文学の部分。
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ス ヘ。 イ ノ 思 相
IC旬、 演 習

アンヘル ブラーポ

ANGEL BRAVO 

PRINCIPALS CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO ESPANOL E IBEROAMERICANO 

EI a1umno tiene que tener p陀 senteque este curso es: un seminario y no una c1ase y que， por 10 tanto， 

aquellos a1umnos que 10 tomen， tienen que hacer un trab勾ode investigacion sobre e1 tema que sea de su 

eleccion. 

Course Description: 

(a) En 1a primera pa吋e(unos 45 minutos) e1 profesor expondralos tβmas mas importantes de1 pensamiento 

espa日01e iberoamericano. 

EI primer semestre estara dedicado al estudio de: La leyenda negra， EI honor， EI descubrimiento y su 

significado， La Inquisicion， La influencia arabe y judia en Espana， La generacion del 98 y del 27， e比

EI segundo semes廿elas c1ases estaran enfocadas a: EI indigenismo， Las revoluciones y dictaduras 

iberoamericanas，日 rechazode 1a herencia espanola， La influencia de fi1osofIa de 1a I!ustracion en 1a 
independencia de Hispanoamerica， E1 pensamiento de1 Positivismo， Las revo1uciones marxis凶， 1ρs

Populismos， etc. 

評価方法:1
0 

Asistencia a c1ase : 30% 

2
0 

Trabajo escritθy ora1: 20% 

3
0 

Trabajo fina1 : 50% 

テキスト名:Se repartiran fotocopias. 

スペイン文学演習
ほん だ せい じ

本田誠

ゼミナール形式のこの授業は主に「スペイン文学史」において扱ったスペイン黄金世紀の作家・作

品について、さらに深く探求したいと思う学生を対象とし、当初の問題意識をさらに高めて各自のテー

マにそった卒業論文の執筆まで指導することを目的とする。対象を黄金世紀のみならず現代スペイン

文学やラテンアメリカ文学にまで広げても問題はない。受講者は開講時に関心があるテーマについて

出してもらい、授業の過程で徐々に内容を煮詰めて、各自がおのおのの方法で論文を作成できるよう

に指導してLぺ 。今までは「スペイン牧歌小説JIセルパンテスの小説理論H文学における愛の哲学」

等を統一テーマとした。

評価方法:レポートと出席点、発表および平常点を加味して総合的に評価する。

テキスト名:未定
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韓 国 文 イヒ 演 習 土佐昌樹

4 単位
百二ご4~
蓮一一葦

韓国文化のなかから特定のテーマを設定し(都市の大衆文化を題材にすることが多Lミ)、学生の発表

と議論を中心に一年を通じてそれに取り組むことで、韓国の現代文化に対し深い知識と多元的な分析

能力を身に付けることを目指す。前期は主に当該テーマについての韓国語のテキスト読解を中心に進

める。後期は、文献資料だけでなく、簡単な実地調査を踏まえた問題追求をおこない、その発表を中

心に授業を展開する。調査の手法と発表の手順については個人的な指導をおこなうが、授業のなかで

は参加者各人が活発に議論を戦わせることがなによりも要求される。

評価方法:発表とレポート

テキスト名:発表者の責任で毎週コピーして配布する。

日本倫理思想史演習
くぼ た こう めい

窪 田 高 明

荻生祖篠の思想を読む

荻生祖僚が、日本思想史上の最大の巨人の一人であることを否定する人はまずいないだろう。彼の

思想は、儒学、近世思想家という枠をこえて、現在のわれわれが社会や人生に付いて考える上で、有

意義な内容に満ちている。

祖僚は儒学の概念を使いながら、その伝統的な思考の枠組みに囚われることなく、当時の日本の社

会において有効な社会政策の在り方、その原理となる思想を追求した。彼の主張は合理的な行政をい

かにして実現するかという問題を中心に展開する。それは江戸時代という現実の中でいかlこすれば官

僚主導の政治運営を目指すものであった。

彼の学問の合理主義的な性格は、社会思想だけでなく、道徳や哲学にかんする分野でもいかんなく

発揮されているし、その二つが密接に結び付いて展開されている点も、彼の特徴である。

この授業では、祖僚の思想像全体を理解するのに好適な I弁名H弁道J;から彼の著述を読み進めるじ

なお、この著述は漢文で書かれているが、授業では書き下し文をもちいる。また、入手しやすい現代

語訳も存在している。

授業は報告者を毎回指名し、その報告者の行うレポートを出発点として、祖僚の思想、を検討しなが

ら学ぶという形式である。授業に積極的に関与する姿勢が求められる。また、きちんと出席すること

も重要である。

評価方法:レポートを前期、後期に各 1回提出する。報告、授業での発言も評価の対象となる。

テキスト名:テキス卜はコピーを用意して、教室で配布する。
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日本近代思想史演習
やまりょう けん じ

山領健

戦時期日本の思想

戦時期日本の思想、を手掛かりに問題としての近代日本に迫るテキストの方法について演習のはじめ
に解説し、その上で、テキストの各章についての学習に進む。なお、本文および註で著者が挙げてい
る資料や参考文献についても学生の注意を向けさせ、それらへの接近を通じて現代の歴史と思想に対
する関心を高めるよう工夫したい。手掛かりとするのは戦時期だが、近代日本思想全般について一定

の知識と歴史的展望を得ることを目標としたい。

評価方法:口頭の報告、討論、レポートについて総合的に評価する。なお l回でも無届けで欠席し
た場合は履修したと認めない。

テキス卜名:鶴見俊輔著 I戦時期日本の精神史ー 1931~ 1945年j(岩波現代文庫)岩波書庖

日 本
ー争4・
:z;; 自E 史 演 習 池田弘

浄瑠璃・歌舞伎を中心に近世伝統芸能の種種相を観察し、その特質をとらえて、説明 ・発表ができ
るようにする。

1 I仮名手本忠臣蔵Jの読みを深める。

2 加古川本蔵にかかわる筋をとらえる。

3 I九段目Jの意義を考える。

4 忠臣蔵に関連を持つ芸能について考える。講釈・落語などについて。
5 忠臣蔵論を書き、発表する。

※ 「日本芸能史」で履修した結果をふまえて、さらに伝統芸能への理解をふかめる。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。1.資料調査等に対する姿勢。2.発表。3.学年
末に提出する論文。

テキス卜名:r校註 仮名手本忠臣蔵j土田 衛ほか、笠間書院

臨時プリン トを配布する。

注意事項:I日本芸能史 1.日j履修済みの者にのみ履修を認める。
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日本美術史演習 吉村稔子

日本美術史の諸問題から特定の問題をとりあげ、具体的な作品研究を通して日本美術の特質を考察

することを目標とします。

前期は絵巻物をとりあげます。巻物形式の絵画はその起源を中国に負っていますが、平安時代に独

自の発達をとげました。同時代の物語文学と結びついて、織密な技法や象徴的な表現形式が形成され

ました。その代表的遺例である徳川・五島本源氏物語絵巻をもとに、物語と絵画との関係を読み解く

ことを試みます。併せて仮名文字の解読を行います。

後期は各自の興昧、関心に応じた課題の研究を行います。

適宜、美術館等の見学を行います。

評価方法:発表とレポート 。

テキスト名:rコンパク卜版日本の絵巻 1 源氏物語絵巻 寝覚物語絵巻J中央公論社

f字典かなJ笠間書院

西 洋 思 木目
IC凶 演 習

ひ かきかっ し

樋笠勝士

前期はテクストの講読とディスカッションを中心にして、問題意識の発掘と展開をめざす。講読で

は、テクストの分析・解釈を各自分担して発表し、ディスカッションを活性化させ、そこで出てきた

問題を共有する。

テクストは未定。

後期は、各自の問題意識に応じて自由発表をする予定である。ここでも、思想家や発表者の問題意

識を自分の問題として引き受け、自分の思索を展開させることを目標にしている。

評価方法:発表やレポート、授業態度等で判断する。

テキス卜名:テクス卜・参考書を教室にて指定する。

-364-



'L' 
品L色

手
や ベ ，~，、みえ

矢部富美枝演 習ま里

知覚、記憶、思考などの認知過程と文化の関係を扱った研究の解説書または文献を講読し、適当な
テーマがあれば実際に実験あるいは調査を行い、その結果を既存の研究成果と比較検討するととも試
みたい。

評価方法:レポート、平常点、出席

テキスト名:未定

注意事項 :文化心理学 1. nを履修していることが望ましい。

比較スポーツ文化論演習
とみ まっ きょう いち

冨柏京

スポーツは人類学的、社会学的視点から文化としての問いがなされるようになってきた。スポーツ
は近代的用語であって運動形態の総称的意昧を今日ではもっている。したがってその内実は決して同
ーではないことに気づくであろう。例えば野球とベースボールはその形態は似ているがその差はいろ
いろあると指摘されている。このように比較してみると地域や園、民族等様々な比較のスケールによっ
て文化差異を理解しその差異の理由を考えてみたい。

評価方法:評価は平常学習状況とその成果(出席、レポート、発表、討論)を総合して判定する。

テキスト名:授業者作成プリント

『スポーツ文化の変容j多様化と画一化の文化秩序 杉本厚夫 世界思想社 (1995)
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教 育
，u..c， 
千・ 演 習 伊藤 敬

一一一
一

転換期にあると考えられる現代の教育を検討し、これからの教育の在り方を探るため、岩波講座『現

代の教育 lいま教育を問うjをはじめとして、関連するさまざまな文献を取り上げ、多面的に検討す

る。この演習を通じて自己の見解を明確にするとともに、他の人との関連を考える。

評価方法.'参加者が毎回報告し、最後に各自のまとめのレポートを提出する。出欠席を考慮する。

テキスト名:岩波講座 『現代の教育 1いま教育を問う』岩波書庖 1998年他

教育心理学演習 田原俊司

発達臨床

本講義の目的は、第 lに「心の理論」に関する文献購読を通して、発達精神病理学上の問題を検討

することにある。具体的には、健常児の自分自身や他者の精神状態(たとえば信念，欲求，意図，知

識，思考，感情，視点など)を，いつ，どのようにして理解できるようになるのかに関する最新の知

見を踏まえた上で、「心の理論J習得のメカニズム、「心の理論Jの先行指標は何か、「心の理論jが欠

損(あるいは遅滞)したときに何が人間に起こるのか(自閉症=r心の理論J欠損(遅滞)仮説J)に

ついて論議を深める。第2に、マイクロカウンセリングの基礎理論・実習を行う 。

*なお、受講対象は、心理学 1. II、教育心理学、青年心理学のいずれかを履修済みの学生が望ま

しp。

評価方法:出席 (40 %)、レポート (60 %)の総合により評価する。

テキスト名:r心の理論』 八千代出版 田原俊司(監訳)
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(ニ)地域・国際研究

国際関係論演習 A
たか すぎ ただ あき

高杉忠明

この演習ゼミでは、 3年生は第二次大戦後の国際関係の歴史に関する基礎的な知識と考え方を勉強
します。また 4年生は主として卒論・ゼミ論の指導を行います。

3年生ですでに研究テーマが決まっている人の場合は、そのテーマに関する文献を 4-5冊を選定

し、その書評レポートを数回にわたって行う。テーマが未定の人の場合は、戦後国際関係史の基礎的
文献を精読し、不明点や疑問点を指摘し合いながら、戦後の国際関係の全体的な流れを勉強します。3
年次の履修者は、卒論のテーマを意識して文献を読み、議論に参加し、年内にテーマの絞り込みが出
来るようになるように期待する。履修に当たっては、戦後国際関係の歴史の研究に関するしっかりと

した問題意識を持って参加して欲しい。詳細については最初の授業の際に、履修希望者と話し合って

決める予定です。

4年次の履修者は、(1)春休み期間中に読んだ文献で卒論またはゼミ論のテーマに関連する文献の
リスト、ならびに(2 )卒論のアウトラインを 20 0 0字程度にまとめ、 5月の連休明けに提出して
下さい。夏休みまでに卒論あるいはゼミ論のアウトラインをまとめられるように取り組んで、欲しい。

年聞を通して共通テーマを設定し、その問題についてディベートを行うことも考えている。

評価方法:授業における数回のプレゼンテーションならびに積極的な議論への参加、そして提出さ

れたレポートの内容を中心に評価します。

テキスト名:3年次学生の基礎的教材一未定

注意事項 :年聞を通して 3回以上欠席した場合、単位の取得は認められないので注意して下さい。
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国際関係論演習 B
きか た やす よ

阪田恭代

東アジアの国際関係

この演習は、国際関係論を基礎に、とくに第二次世界大戦後の東アジア地域における歴史、政治、経

済、外交、安全保障などのテーマについて、各国別・地域別に研究するゼミである。

1回生(3年生あるいは 4年生)の場合、前期は幾つかの基礎文献を精読し、(学生の発表による)、

夏休み明けに課題を提出する。後期はさらに文献を精読し、また各自の研究テーマあるいは共通テー

マについて発表し、学期末に課題を提出する。課題等、詳細については初回の授業で説明する。

2回生(4年生)は、各自の研究テーマについて発表し、ゼミ論文あるいは卒業論文を完成してい

く。論文指導は適宜行う。 4年生の卒業論文執筆希望者は相談に応じる。卒業論文はゼミ論文とは異

なり、また卒論登録も別途あるので、注意してほしい。学生便覧の関連ページは確認しておくこと。

評価方法:平常の参加姿勢(出席、討論等)、口頭発表、ゼミ課題・論文を総合的に評価する。

テキスト名:授業で文献リスト等を配布する。文献は必要に応じて各自購入すること。

注意事項:I国際関係論 I.IIJ(2年次までに)、「東アジア政治経済論 1. II Jを履修しておくこ

とを強く勧める。

中 国 経 済 演 習 川村嘉夫

一一
一

中国の工業、農業、金融、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、 1999

年の中国の新聞・雑誌から選択して講読し、発表と討論により、最新の中国経済動向の把握につとめ

る。

評価方法:前期末と後期末に原書訳読の試験を行う 。

テキス卜名:r人民日報J、『求是j、f経済研究j等から選択する。
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中国政治外交演習
こう ろぎ いち ろう

興相一郎

現代中園地域研究への招待~資料を読みこなし、本格的研究論文を書いてみよう

現代中国に関する各分野の研究論文を精読しながら、独自の研究テーマを設定し、最終的に研究論
文を仕上げることをゴールとします。各種研究資料を収集・読破し、研究テーマについて調査を進め
る中で、参加者と徹底したディスカッションを行い、互いに切瑳琢磨することで研究対象に対する理
解を深めていきます。また、過去に学んだ現代中国に関する知識をしっかりとした論文にまとめ上げ
ることで、知識の体系化を行うことを目指します。論文執筆のプロセスは、調査、読解、分析、判断、
結論といった総合的な作業から成り立っています。こうした作業を体験することで、日常の諸問題に
ついての的確な判断力や高い問題処理能力も自然と身につくことでしょう。本演習の最終目的は、中
国問題の研究を通し、そうした能力をグレードア ップすることにあります。

評価方法 :平常の発表・授業参加および研究論文

テキスト名:別途指示します。

ラテンアメリカ史演習 柳沼孝一郎

ラテンアメリカの歴史過程を理解した上で、政治、経済、社会など多角的な観点からラテンアメリ
カ地域を捉えるラテンアメリカ地域研究ゼミである。卒業論文の基礎研究でもあるが、授業は以下の
ように進める。

前期一基礎文献を読み、各自が研究テーマを模索しながら、研究方法を検討し、同時に参考文献の

リストを作成する。夏期休暇の以前に「研究テーマJ(複数)を決め、休暇中に文献を精読する。
後期ー夏期休暇中の研究成果を発表し合い、ゼミ論文を仕上げてpく。論文執筆は随時、指導する。

評価方法 :平常の授業に対する取り組み姿勢、中間研究発表、ゼミ論文などで総合的に評価する。

テキスト名:プリントを配付する。参考文献は適宜、指示する。

注意事項 :ラテンアメリカ地域研究をより深めるためにも、「ラテンアメリカ史概論 1/11 Jを履
修済みであること。また、「ラテンアメリカ研究入門 1/11 Jを履修済みであるか、少

なくとも同時履修であることが望ましい。
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韓 国 史 演 習 漬中
のぼる

昇

一一一
一

韓国史の諸問題

李基白氏の史論を読む。ゼミ参加者それぞれの分担を定め、各自問題点を整理して発表し、全員で

討論するという形式で進めていきたい。李氏は、実証的な研究を進める一方、数多くの史論を発表し、

韓国史上の特定のテーマに関して問題を提起してきた。氏が提起した問題を検討することによって、韓

国史への理解を深めたいと思う。

評価方法:平常点 (50点)及び学年末のレポート (50点)。

テキス卜名:プリントを配布する。

東南アジア政治経済論演習
なが い

永井
札
&
回

ひ

z
，

転機に立つ私たちの隣人たち

東南アジアって、よく知らなかったけど、日本も同じアジアの一員だから気になるし、ちょっと勉

強してみたら私たちと無関係ではないごとがつぎつぎに起きていてとてもオモシロそうだから、もっ

と深く勉強してみたい一一そんな関心を出発点に、前期は基本的なテキストの講読と討論によって各

自の問題意識の掘り起こしにつとめる。テーマが決まったら、夏休みにかけて関係文献をたくさん読

む。そして後期は、研究成果を発表しあって、ゼミ論文を仕上げてpく。論文執筆は適宜指導する。

評価方法 :出席、発表、論文を総合的に評価する。

テキス卜名:教室で適宜指示する。

注意事項:原則として「東南アジア政治経済論1. II Jの講義を履修したあとに参加してほしい。
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ラテンアメリカ政治経済論演習
やす 畠幸

子安昭子

「失われた 10年」後のラテンアメリカ社会

現代ラテンアメリカの政治、経済に関するテーマを各自選択し、卒業論文(またはゼミ論文)作成

につなげてLぺ 。前期は共通の文献を全員で読み、議論する。夏休みの聞に各自テーマを選択し、後

期の授業で発表、論文執筆をしてpく予定である。

評価方法 :出席、議論への参加、ゼミ論文など

テキスト名:別途指示する。なお授業内で文献リストを配布する。

注意事項 :2年次までに「中南米政治経済論ト引を履修しておくことが望ま しい。

なおゼミ参加者は 10 -15人程度としたいと思います。

現代政
畠お やま はる 曹

青 山治城
ごム
，ロ 論演 習

具体的なテーマは各自の関心にそって選択し、独自に研究を進めていくことになるが、さしあたり

は現代政治論における基本的な問題の理解に努めたい。「民主主義の終わりJとか「歴史の終罵」、「イ

デオロギーの終結」といったことが語られると同時に、「政治哲学の復権Jということもいわれている。
そうした問題の根本にあるものについて理解を深めたい。そのために、まずは共通の日本語文献によっ
て現代の問題状況を把握することとし、後期からはそれそ.れの関心に従った研究報告をしてもらい、全

員で議論するという方法をとりたい。

評価方法:成績評価は、出席、発言、報告を総合的に判断して判定する。

テキスト名:樋口陽一 『自由と国家J岩波新書、寺島俊穂 f政治哲学の復権』ミネルヴァ書房(参考

文献)

注意事項:演習は参加者が独自の問題意識にそって研究を深め、議論する場である。積極性と主体

性が求められる。
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現代社 ム冨
吾d.

E岡 演 習 加藤譲治

現代社会と「私」の探求

現代社会の諸問題を、学生諸君各自の関心や問題意識に則して、主として社会学的視点から分析検

討する。したがって自主性をもった勉学態度が、ここでは重要である。前期は、各自が問題意識を鮮

明にするため、共通テキストをつかい、順次報告を行ない相互の討論により問題性の理解を深める。後

期では、自分で研究テーマを設定して、順次その研究成果を発表する。研究テーマは自由だが、社会

学的アプローチによる分析という点では全員が共有化する。

評価方法:平常の学習態度(出席重視)とレポートの成績により評価する。

テキスト名:r現代のしくみj吉田民人編、新曜社

注意事項:社会学の理解、勉強意欲について一定水準以上にある学生の受講を望む。簡単なレポー

トを書いてもらい、それに基づき受講を許可する。

東南アジア社会論演習 岩井美佐紀

コミュニティ・スタディのすすめ

東南アジアにおける地域研究の一つの方法論として、コミュニティスタディを取り上げ、様々なコ

ミュニティの特質について議論を行う。

コミュニティを、地域社会、共同社会など広く定義すれば、村落や町に限らず、大都市の中の小ブ

ロックや移住・出稼ぎ先の同国人社会など、考察対象は空間的に広く、テーマも多岐に渡って設定す

ることができる。ゼミに参加する学生は、 l年を通して自身の関心をもっ地域・国・民族を決め、そ

れに関する研究書(主に、モノグラフ)を読み、研究を進めてもらいたい。

演習の構成は、前期では、共通テキストを用い、担当者を決め報告形式で、精読する。そこから、自

身の問題意識を高め、研究対象および研究テーマを設定することを目指す。後期は、各自のテーマに

沿って文献を収集し、読みすすめ、分析を行うことによって論文を作成すると同時に、研究発表を行

つ。

参加を希望する学生で、すでに関心を持つ地域やテーマがあれば、それに関連した文献リストをあ

らかじめ作成することが望ましい。

評価方法:数回の報告、ゼミ論文(学年末)

テキスト名:ジェームス・ C・スコット(高橋彰訳)rモラール・エコノミー:東南アジアの農民叛乱

と生存維持J、到草書房、 1999年

注意事項:r東南アジア社会論1. n Jを2年次までに履修しておくことが望ましい。
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環 境 科
，l.U， 

-f- 演 習 寺田美奈子

環境問題に関する文献講続と研究発表

前期

Environmental Issues by David Peaty MacMillan Languagehous LTD. ， Tokyo 1995を輪読、要約し
て発表、解説する。

後期

興味のある環境に関するテーマを各自選び、調べて発表し皆で討論をする。
1 999年度の内容の例

都市環境一自然と人間との共生一(卒業論文)/二酸化炭素とマングロープ/ゴミ問題と私達の生
活/人口問題と環境問題/温暖化による海面上昇/自動車と大気汚染の関係/リサイクルの現状/環

境ホルモンについて/三番瀬の保護について など

評価方法:毎回のレポートによる。

テキスト名:前期は上記のテキストを使用するが、プリントにして配布する予定。

注意事項:環境科学IおよびEを履修していることが望ましい。

この分野で卒業論文を書く人は3年次で必ず履修のこと。

国際取引法演習
ふく だ もり とし

福田守利

国際ビジネス取引に関連する法律を学び、研究をする演習ゼミである。国際取引法IあるいはEを
同時にまたは以前に受講していることが望ましいが必ずしも必須要件としない。前期は国際契約法、製

造物責任法、独占禁止法、通商法、投資法、会社法、知的所有権法、紛争解決などの分野を概説する。
学生が各自の興味のあるテーマを選択し、後期にそれぞれに発表してもらう。

評価方法:研究発表および発表内容をレポートにまとめゼミ論文として完成させる
(400字で20-30枚)。

テキス卜名:rアメリカ商事法辞典j 福田 守利、 ジャパンタイムズ社

その他は最初の授業でいう。

注意事項:受講者は 10-20名程度。通年科目であることに注意。
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国際経済論演習 A
と かど かずえい

戸門一衛

グローパル化する世界経済

教員による講義、学生によるプレゼンテーション、卒論(4年生対象)あるいはゼミ論文(3年生および卒

論を選択しなLミ4年生対象。約6000字の小論文で卒論の基礎となる可能性大)の作成が三位一体になっ

たゼミである。

共通論題「グローパル化する世界経済Jに関連する基本文献(基本的に邦語文献、時には英語文献)を全

体で読み込んでいき、議論・討論を展開する。そのうえで、各ゼミ生は独自に深めていくべき研究テーマ

を絞り込んでいく 。「経済論」ではあるが、理論的アプローチよりも実証的な分析を中心に演習を進めて

pく。これは一般の講義とは異なる「演習jであって、学生の主体的な取り組み姿勢がなければ成立しな

L、。ハードワークが必要とされるのは自明である。

評価方法:出席点50点、平時のゼミにおける取り組み方プレゼンテーションゼミ論文などの評価

50点の計 100点で総合評価を行う。特に筆記試験は行わない。

テキスト名:共通基本文献を開講時に指示する。

注意事項:授業に毎回出席し、積極的に勉学に取り組む意欲のある学生のみ受け入れる。特に経済学

(基礎科目)、国際経済論(共通研究科目)を履修済の学生を優先する。小人数制が原則である

ので、受講者制限を行う。その基準を第1回目の授業で説明するので、受講希望者は必ず出

席すること。それ以降の希望には対応できない。

国際経済論演習 B
すげ のぷ ひこ

小 菅伸彦

国際経済問題に関する討議、報告等を通じて経済的思考と問題発見能力を高めることを目的とする。

前期は最近の経済動向に関する資料(新聞、雑誌等の記事)を紹介、解説し、各自がそれについて討議

することからはじめ、その後、共通テキストを選んで順次報告、討議を行う。後期は各自がそれぞれ

の関心に応じて研究課題、対象国(日本を含む)・地域を選び、研究結果を報告し、全員で討論する。

パソコンやデータ処理に関心が深い者には現実のデータに基づいて実証分析モデルを作成し、コン

ピュータ・シミュレーションを行うこと等についても指導する。

評価方法:討論参加の積極性、成果報告等

テキスト名:未定、適宜資料を配布

注意事項:これまで経済学関係の講義をいくつかは受講していることが望ましい。
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'情 幸民
よし なが こう すけ

吉 永耕介演処 習E里

<前期>

近年、パソコンは社会一般に普及し、実際に使いこなす知識と技術を要求される時代となった。こ
の要求に応えるべく、効率的な業務のために重要な役割を担うシステムアドミニストレータに必要な

知識を習得する。

<後期>

Accessを使って、各自が必要なデータベースを構築して見る。そのデータの分析結果を画像によっ

て表現する。その表現技術の習得を学習する。

評価方法:前期:定期試験を行う。

後期:分析結果のプレゼンテーションおよびレポート

テキス卜名:rシステムアドミニストレータテキス卜(改訂版)J

(財)日本情報処理開発協会 中央情報教育研究所

注意事項:原則として、情報処理I及びEを履修済みの学生を対象とする。
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7 .教職科目

教育原理 A • C 伊藤 敬

主j主主
1~2 年

前期・後期

教育職員免許法での「教職に関する科目jの一つである。教育の目的・目標、カリキュラム(教育課

程)、教育方法、教育の制度と法、生涯教育などについて取り上げる。これからの生涯学習社会を見通

しつつ、教育を社会的事象ととらえ、人間形成の基本的な特徴を明らかにし、学校教育を中心に、教

育目的・目標に関する諸側面、学校教育の歴史的展開、教育活動の基本原理を確認し、教育法制の歴

史、教育基本法の成立経緯と内容、関連教育諸法令および児童の権利条約など教育の制度と法につい

ての基本的な理解をもち、現状および課題を論じ、解決方策や今後の教育の在り方を考察する。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:テキス卜は開講時に紹介する。

教 育 原 理 B 
あずま

東 敏徳 一一円

教育実践のための教育原理を学ぶ

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、教育に携わる教師という仕事

も計り知れない大事さを持つ仕事である。本講義では教師を志す際に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増やすだけでは不十分で、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となる。授業においては教育に関する具体的問題について互いに意見を交

換し、それぞれの主張の正当性を確認していくことを通じてこれらを学ぶ。

教職科目である以上、現場の教員として必要な知識と資質を求める。それはすなわち、上に述べた

ように受講者各自の意見をつきあわせることで、自身の教育観を確立することである。

評価方法: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

つ。

テキス卜名:東敏徳著 f選びの構造』

(ユージン伝 1996) 
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教育心理学 A ・ B
た はらしゅん じ

田原俊司

発達臨床入門

本講義では、 ①発達理論と教育との関係(生得説、環境説、相E作用説)を踏まえた上で、 ②緊急

的対策を要する教育問題の lつである ["pじめj問題(現在の状況と社会的背景、構造、死に至る心

理的メカニズム、心の理論、対策の国際比較)に焦点をあてる。

成長・発達理論と教育との関係では、 ①成長・発達の定義、②成長・発達観の歴史的変遷、 ③成長・

発達における遺伝と環境、 ④成長・発達の理論と教育(パラメータセッティング、ピアジ工学派・ビィ

ゴツキ一学派の発達理論と教育など)を中心に検討する。

["pじめj問題では、①発生件数の推移、 ②要因と背景、③構造、 ④学習性無力感・帰属理論、 ⑤心

の理論、 ⑥対策の国際比較、 ⑥対策(カウンセリング、転校、 CAPなど)、 ⑦具体的臨床事例の紹介、

を行うことにする。

評価方法:レポート試験を実施予定である。

テキス卜名:田原俊司(舗著)rいじめ相談室j八千代出版

青 年 IL' 理
品同
十 田原俊司

マイクロカウンセリング・心理検査法入門

本講義では、障害発達の心理学的視点に基づき、思春期における発達臨床上の諸問題(不登校、 itミ

じめJ、薬物依存、拒食症、家庭内暴力、性依存症など)を検討するとともに、これらの諸問題に対す

る対策としてマイクロカウンセリングの理論的背景、スキルの習得を目指す。

*なお、受講対象は、心理学 1. nあるいは教育心理学を履修済みの学生のみ受講可能である。

評価方法:出席 (20 %)、課題・実技 (40 %)、試験 (40%)の総合により評価する。

テキス卜名:伊藤隆二・松本恒之(編)r現代心理学25章j八千代出版

田原俊司(編著)["いじめ相談室」八千代出版
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教 育 fT 政
凶4

ーをー 岡林 隆

一一
一

私たちの住む現代社会は、法律がもとになって動いている。一見関係がないように思われる教育で

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できる。そこに教育法規や教育行政を学ぶ必要

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、体罰、いじめ、学校事故など、

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、最終固までの「講義スケジュールJとともに、「講義概要」を配布する予

定。

評価方法:期末試験の成績と授業の出欠状況を勘案して評価する。期末試験は、予め提示する小論

文問題と択一 ・穴埋め問題の計2題を出題する。

テキス卜名:r必携学校小六法.1 (2001年度版) 森隆夫編著 協同出版

注意事項:授業の開始時までに、上記使用教材を購入し、授業に持参すること。

教育社会学 A ・ B 伊藤 敬

現代における人間形成の社会学

比較的最近の内外における理論的展開の過程で生まれた、新しい概念を精選して、現代日本の教育

と社会を新たな角度から考察する。以下の内容を論じる。

I社会化と社会集団と文化、l.社会化の理論、2.家族における社会化、 3.メディアとマス・コ

ミュニケーション

H学校文化の社会学、 4.社会組織としての学校、 5.教室における集団過程と秩序、 6.教育知の

社会的理論と組織過程

皿変動社会における教育と選抜、 7.教育の機会と階層、 8.経済と教育の発展段階、 9.教育改革

と学習社会

評価方法:筆記試験。出欠席を考膚する。

テキスト名:柴野昌山・菊池城司・竹内洋編 I教育社会学J有斐閣、天野郁夫・藤田英典・苅谷剛彦

著 I教育社会学J放送大学教育振興会
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教 育 エ 品砧

-T- 凶
下 孝

一一
一

この授業では、まず対極する 2つの教授観(客観主義と構成主義)を取り上げて授業とはどんな営
みであるのかを考え、次いでiTT T 1 (学習課題、学習者、処遇交E作用)J iギャネの9つの教授事
態JiケラーのARCS動機付け理論Ji評価の方法論および質の重要性Jなど、授業という特殊化された

コミュニケーションの場をシステムとして考究する学としての教育工学のエッセンスを講ずるととも

に、各種の教育メディアの歴史、それらの特性の教育技術的得失を概観したのち、主に今後汎用的な

道具として常用されるコンビュータを教授活動にどう活用していけるかについて、映像等により各種
の実践例に触れる中で講じ考えさせる。

授業方法は、ただ講義を聴いて理解する受身的なあり方でなく、グループ討論や問いに対する自ら

の考えを文書で書いて提出するなど、能動的な作業を中心に据えてすすめる。出欠については、グルー

プ討論への参加と課題に対する熱心な回答文書の提出をもって出席とする。

評価方法:毎回の「課題回答文Jおよび「グループ討論等への参加度jで行う。
期末試験は行わない。

テキスト名:未定(授業開始時に通知)

教 キオ 開 発 sd. 
百冊

凶
下

こう いち

孝

一一一
一

コンビュータを用いて、外国語教育の授業に資する文字、画像、音声の3種のシンボルシステムを

統合したハイパーテキストのマルチメディア教材を自作することを目指す。この作業を実行するなか

で、学習者の諸条件に見合った学習目標の明確化、評価の方法、教授内容の構成、メディアの選択、作
成上の留意点等について、討論をとおして考えさせ、実際的な教材の作成の理論および技法を体験的
に会得させる。

評価方法:最終回に行う「白作教材の発表会jでの作品ならびに実際の授業を想定しての使い方の完

成度によって行う。にれにはクラスメー卜の相E評価も加味する)

テキスト名:適宜、プリントや参考書を指示する方法をとるので、特定の購入指定はない。

注意事項:教材の自作には相当な努力を要する。最後までやりとおす覚悟で臨むこと。

一379-



コンビュータの教育利用 A・B

多編量解析入門

た は ら し ゅ ん じ

田原俊司

本広義は、第 lにパソコンについての基本知識 (Windowsの基本操作、日英両ワープロ、表計算、 e

maiの使用法)の習得を目的とする。第2に記述統計(平均、標準偏差、度数分析、クロス集計)を

理解し、現象を数理的に記述する方法を学ぶ。第3に、推測したり予測したりする多変量解析的統計

法(カイ 二乗検定、因子分析、回帰分析など)について検討し、各自が作成した教育上の諸問題に関

するアンケートのデータをパソコンを用いて解析し、それを論文としてまとめることを目指す。

評価方法:レポート

テキスト名:石村貞夫 rsPSSによる統計処理j東京書籍
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英語科教育法A・B・C.D・E
a
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汁

英語教育の変遷と授業実践

前期の前半は、主に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、これか
らの英語教育の在り方を探る。前期後半から後期にかけて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、中学校及び高等学校別に実際の教科書に基づいて学習指導案
を作成し、模擬授業を中心に具体的に考える。前期後期を通じて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。到達目標は、先ず教育実習において、より実際に即

した効果的な授業の展開ができるようにすることで、更に将来教育に携わる際に優れた英語教員とし

ての基礎を身につけることである。

評価方法:以下の各要素を総合して評価する。

1.レポート(学習指導案など)

2.平常点(模擬授業発表など)

3.出席状況

4.定期試験

テキスト名:佐々木輝雄著 f新旧学習指導要領の対比と考察』明治図書出版

文部省 f中学校指導書外国語編j開隆堂出版

文部省 『高等学校学習指導要領解脱外国語編・英語編j教育出版

その他、随時プリント配布

注意事項:模擬授業を行う関係から、履修人数制限は各クラス 20人以内とする。

人数調整の方法は、予め第 l希望から第 3希望までを取り、第 l希望を中心に調整を行

つ。
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中国語科教育法
はな ぎわ せい

花津聖子

この講義では、高等学校の生徒を対象とした中国語の教育法を学び、実際に指導できる人材を養成

することを目的としている。

( 1 ) 中国の歴史に対する基礎的知識の確認

( 2 ) 現代中国社会を捉える視点

( 3 ) 日本における中国語教育の歴史

( 4 ) 中国語教育の目標と課題

( 5 ) 中国語について

[中国語の輪郭，発音，語嚢，文法]

( 6 ) 中国語のテキストの現状と問題点

( 7 ) 中国的雑学のすすめ

以上を把握した上で、模擬授業を行ない、具体的に中国語の指導方法について指導してLミく 。

評価方法:平常の授業態度及びレポート、模擬演習などを総合的に判断して評価する。

テキス卜名:講義時に、必要に応じてプリントを配布する。

スペイン語科教育法
ほん だ せい じ

本田誠

高等学校のスペイン語教職免許取得を目指す学生を対象とする必修科目で、スペイン語の初級授業

に臨む際の心構えや基礎知識、授業の進め方、その他教壇に立った時に直面する様々な問題について

議論し、認識を深めていくことを目的とする。前期は外国語を学び、教えるということに付随する本

質的な問題を洗い直し、それを様々な論点から検討してLぺ 。そのためにポイントとなるべき代表的

論者の著作を取り上げて、自由討議を行うものとする。後期はスペイン語の重要項目をどのように初

学者に教えていくか、技術的な側面に力点をおいて教示し、実際に履修者が模擬授業を行うことによっ

て体得していくように指導する。

評価方法:レポートと出席点、発表および平常点を加昧して総合的に判断する。

テキス卜名:指定参考文献
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韓国語科教育法

韓国語の入門段階をいかに教えるか?

はまのうえ

浜之上 幸

本講義は、高等学校の韓国語の授業を行なう際に必要となる能力を養うことを目的として、主に以
下のことがらを行なう:

1)日本における韓国語教育の歴史と現状

2)望ましい入門教材のあり方

3)f朝鮮語の入門jの教師用マニュアルの概説
4)模擬授業による実際の教室運営

5)様々な教育法(アプローチ・メソッド・ストラテジー)の検討

6)試験問題の作成法

特に4)においては、参加者が模擬授業の内容の細部にわたって建設的な批評を行うごとが要請され
る。

評価方法:レポート、プレゼンテーション、出席状況を総合して評価する。

テキスト名:菅野裕臣著 I朝鮮語の入門J白水社、プリント

道徳教育の研究 A ・C
いし おかひさ み

石岡久美

心の教育の重要性が指摘されている現在、学校における道徳教育のより一層の充実が求められてい
る。本講座では、道徳性の発達、道徳教育の本質・方法等の理論面と「道徳の時間」等における指導
計画や実施等の実践面との両面から接近し、効果的な道徳教育のありかたを究明したい。
授業のすすめ方は、講義とグループによる発表学習とを併用する。

評価方法:中間・期末テストおよび課題レポートの評点並びに出席状況を勘案して評価する。

テキスト名:未定
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道徳教育の研究 B

人間形成のための道徳教育

畠ずま

東
とし のり

敏徳
2主筆
覆「一一期

道徳は人聞が「人間らしく J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、吟昧され、次の世代に引き継がれてLぺ 。なぜなら道徳教育は私たちがより普い社会を構成し、

その中で一人ひとりがより普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。

この間いに答えるために、授業では道徳教育に関わる具体的問題を取り上げ、討議を行う 。すなわ

ち、それぞれの主張を提示し、その吟昧を行うことによって、道徳教育の本質や、その実践を考える。

今日の学校教育の中で大きな問題の一つは子どもの道徳性をどう育てるかについてである。本講義

では受講者各自にこの問題への答えに到達することを求める。

評価方法: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

つ。

テキス卜名:東敏徳著 f教育って何だろう』

(ユージン伝 1995) 

特別活動論 A ・B ・C
いし おか ひき み

石岡久美

次の教育課程では、各種体験学習の重視がうたわれており、これに応えるには特別活動が格好の領

域であろう。何故なら特別活動は、生徒が自分で計画を立て、活動を組織し、実行するという自主的・

実践的態度の育成を狙いとしているからである。本講座では、特別活動の各分野(ホームルーム・生

徒会・学校行事等)の指導の原理や方法を究明し、学校の活性化を図るための特別活動の課題を明ら

かにしていきたい。

授業のすすめ方は、講義とテキストを中心にした発表学習・討議を併用する。

評価方法:中間・期末テストおよび課題レポートの評点並びに出席状況を勘案して評価する。

テキス卜名:r特別活動一学校の活性化を目ざす特別活動-J

柴田義松編著ぎょうせい

注意事項:組の編成は発表学習の運営上25 -3 0名を上限としたい。
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生徒指導論 A ・B • C 
いし おかひき み

石岡久美

現在、児童生徒の不適応現象や問題行動が多発し、深刻な教育課題となったおり、生徒指導の果た
すべき役割が従来にも増して重要となってきている。そこで、生徒指導の本来の目標である自己指導
能力の育成を基本に据え、生徒指導・進路指導・教育相談に関する基本問題について、理論と実践の
両面から究明し、教員としての基本的資質を育成したい。

授業のすすめ方は、講義とテキストを中心にした発表学習・討議を併用する。

評価方法:中間・期末テストおよび課題レポートの評点並びに出席状況を勘案して評価する。

テキス卜名:r生徒指導一生き方と進路の指導-J
仙崎武編著ぎょうせい

注意事項:組の編成は発表学習の運営上25 -3 0名を上限としたい。

教
いし おか IH み

石 岡久美
た 11らし・ん じ

田原俊司

ヨ~
同 実 習

教育事前実習

「教育実習IJは、学校の現場実習に臨むための準備をし、心構えを育成する事前指導である。本学

の教職課程担当者が指導に当たるほか。千葉県及び千葉市教育委員会、中学・高校の校長・教諭の先

生方をお招きし、以下のような内容について、講義と演習を行う 。

教育実習の意義・目的と心構え、中・高の教育課程の理解、英語科の学習指導、臨まれる教師像、生
徒指導の実際、教育改革と教員に求められるもの、中学・高校教育の現状と問題、カウンセリングの
方法と実際等。

評価方法:3年次後期の土曜午後、 2コマ分の特別時聞を設定して実施し、出席および実習日誌の

まとめ方で評定を行う。
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教 育 実 習 E 
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教育実践実習

「教育実習llJは、教職課程の履修の総まとめとして、中学校・高等学校において行われる現場実習

である。「教育実習llJには、現場実習が開始される前に開催される教育実習H直前講義・実習、千葉

県及び千葉市教育委員会の先生方をお招きしての本年度教員採用試験説明会、教育実習終了後(後期)

に実施される教育実習E事後指導が含まれる。

評価方法 :実習校の評定、及び実習日誌の点検による評価等を総合して、合議により評定を行う。

教 師 論 A . B 伊藤
It，、 L主主主

1-4年
前期・後期敬

現代の教師像

教育職員免許法の教職科目「教職の意義等に関する科目jに対応するもの。21世紀の学校像を問いな

がら、これからの教師の在り方を明確にすることを目的としている。現代はきわめて社会変動の激し

い時代である。まず、これまでの教育の変化と教師の対応を概観し、今後の教師の在り方と教師教育

について全般的に論じる。つづいて教師の力量形成をライフコースとの関係、教師集団と教師文化に

触れ、現在大きく変化している子どもと教師の関係、さらに生涯学習時代の学校・教師、教師の法制

上の地位と役割、子育てと女性教師などについて論じる。また、実践的な側面として、生徒指導にお

ける教師の役割、授業づくりと子ども・父母、教師の給食指導、部活動・学校外教育と教師の役割、学

校改善と教師の意識などについて述べる。

評価方法:筆記試験。出欠席について考慮する。

テキスト名:未定

※平成 12年度以降入学者対象。
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養護学校・社会福祉施設での現場実習

「介護等体験実習Jは、原則として養護学校で2日、社会福祉施設で 5日(合計7日間)、社会的に
ハンディキャップを負った人々に対して介護等を体験する現場実習である。「介護等体験実習Jには、
現場実習が開始される前に開催される「介護等体験実習J直前講習に出席し、養護学校や社会福祉施
設に関する概論、ハンディキャップを負った人々に対する対応法などについて学習しなければならな

。
、a

'
L
V
 

評価方法:実習日誌の点検による評価等を総合して、合議により評定を行う。

※平成 12年度以降入学者対象。
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8. 自由選択科目

特別英語演習 A 
ウィリアム フィ ッシャー

WILLlAM FISHER 

The aim of this integrated ski11s course is to enable students to improve their overal1 English profi-

ciency. It叩11involve al1 four ski11s， although more emphasis wil1 be given ωlistening and speaking出mω

reading and writing. Al1 of these four ski11s wil1 be practiced in both semesters. Students wil1 be expected 

ωengage in a variety of activities， such as : (1) performing di仔erenttypes of listening and speaking tasks， 

(2) working in smal1 groups to prepare and give presentations， and (3) reading short stories or graded 

readers， and then writing about them critical1y. The emphasis to be placed upon each of these， or indeed 

any other， activities wil1 be determined by negotiation between the teacher and students. 

評価方法:Grades wil1 be based upon : 1. Attendance， 2. Participation in c1ass， 3. Presentations， 4. Writ-

ten assignments， and 5. Examinations (there wil1 be one w討抗enexamination at the end of 

each semester). The details ofthe grading sys旬mwil1 be negotiated between the teacher 

and s知dents.

テキスト名:There will be no textbook， but handouts will be distributed. 

注意事項:In order for the course to flow smoothly， it is essential for students ωbe wil1ing to work 

c10sely明白 others，both inside the c1assroom and outside， and tοcome to c1ass on time and 

well prepared. 

特別英語演習

タイムを読む

B 
ふく え みつ 」

福 江満子

In this course， student will challenge themselves by reading TIME Magazine and other sources of 

similar kind. Students will be expected ωbe familiar with the languages used in such materials. They will 

deepen their understanding of controversial issues in the wor1d today that are introduced in reading mate-

rials. Enhancing students' competenceωread critically and anaJytically sociaJ， cuJ加raJand poJitical topics 

is the p討maryobjective of出iscourse. 

評価方法:Evaluation will be based on attendance， positive c1ass participation and final examination. 

テキス卜名:No textbook. Copies 01 reading materials will be distributed. 
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特別
はせがわ

長谷川
山
貢英 語 演 習 C 

This is an integratβd course that aims to develop students' four macro language skills. However， most of 
the c1ass hours will be spent for problem-solving activities， discussions， and short presentations in En-

glish. Basical1y， reading and writing activities will be done at home as assignments. As this is a designated 

elective course for students in the t伺 chertraining program， the instruction will introduce a variety of 

practical teaching/leaming methodologies so that the students may use白emin their own teaching in白e

h加re.

評価方法:1. Attendance 

2. Quizzes 

3. Participation 

:20% 

:30% 

:10% 

4. Reading and writing assignments : 20% 

5. Final exam 

Tota1 

:20% 

: 100% 

テキス卜名:No textbook will be designated. Newspaper articles and other authentic learning ma・

terials will be provided in class. 
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ビジネス・インターンシップ
ゃぎ 臨ま こういちろう

柳沼 孝一郎

近年、企業の国際化、産業構造の変化、あるいは社会経済の急激な変化に伴い、企業の雇用環境が

急速に変わりつつあり、同時に求められる人材についても大きく変化してきている。こうした状況の

中で、産学連携による人材育成の一貫として「学生の職業観 ・職業意識Jを促進するためのインター

ンシップ制度が重要視されている。

通年科目である本講義は以下の内容で構成されている。

①事前学習(前期)ービジネスマナー講座(社会人の基本的心得について、職場でのマナーについ

て)、パソコン講座、実習先業界・企業研究(実習先の業界・企業に関する研究、社会実習目標シー

トの作成)。

②社会実習(夏期休暇中)一各実習先でのプログラムの実施、実習ノートの作成。

③事後学習(後期)一実習レポートの作成・提出、 一般学生を対象とした「社会実習報告発表会Jを

実施し、各業界 ・企業での実習を通して学んだこと、会得したこと等について情報交換を行う。

評価方法:事前学習における取り組み姿勢 ・態度、社会実習先での実習ノート、事後学習での実習

レポートの内容などを加昧し、総合的に評価する。

テキスト名:随時、プリントを配付する。

注意事項:実習先が市役所等の公共機関、および製造・商社・旅行・ホテル等の民間企業となるた

め、実習生は基本的知識の習得はもちろんのごと、本学の代表であるという自己意識を

持ち、受け入れ先企業の負担を増やさぬよう自己責任の意識を持つこと等、特に留意す

ること。

-390-



平成 12年度休講科目

授業科目の区分 授業科目名 備 考

学科研究(英米) 英語構文研究

古期中期英語

英語学特別研究

英語ディベート H

コミュニケーション特別研究(英米)

比較文化特別研究(英米)

地域・国際特別研究(英米)

学科研究(中国) 福建語

中国文学史

中国近代文学研究

日中比較経済論 、、
、

学科研究(韓国) 韓国語学特講H

韓国現代文学研究 1. s 
壬/土、 通 研 nプ~ 地域・国際研究講座I

国際経営論E

社会思想史 1. II 

演 習 コミュニケーション研究演習

文化人類学演習

中国近世文学演習

日本文化論演習

歴史学演習

比較宗教学演習

西欧文学演習

経営組織論演習
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平成12年度集中講義科目

授業科目名 担当教員 集中講義期間

学科研究 韓国語学特講I 韓 柴均 7/31 (月)・ 8/1(火)・ 2(水)・

(韓国) 3(木)

上記4日間の 3-8限

(合計12コマ)

共通研究 社会言語学B 服部範子 7/31 (月) . 8/1 (火)・ 2(水)

8/28 (月)・ 29(火)・ 30(水)

上記6日間の 1-8限

(合計24コマ)

共通研究 心理言語学A 寺尾 康 7/31 (月)の 5-8限

8/1 (火)-4 (金)の 1-8限

8/28 (月)の 3-8限

8/29 (火)の 1-6限

(合計24コマ)

共通研究 メディア・ 御堂岡潔 7/31 (月)・ 8/1(火)・ 2(水)

コミュニケーション論 IB 上記 3日間の 1-8限

(合計12コマ)
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