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英米中国スペイン韓国語学科|



1 .専攻語科目

1 )英米語学科

国
|1 2単位|
|1 年|
|前期・後期|

.d恥
Eコ総 講座語

Freshman English (a) (b) 

The Freshman English course is an integrated skil1s course which aims to develop students overal1 

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

learning involves high levels of learner participation wi出 ahigh density of interpersonal interaction in 

the classroom. The course is structured around 3-4 week thematic units， examples include: Travel， 

Health， Music， and Living Abroad. Within each theme are a wide variety of tasksjresponsibilities and 

students are expected to actively participate， communicate and negotiate toge出erusing English in 

order to complete the tasks. 

Reading (a) (b) 

The frrst year reading course involves various reading materials of short to medium length. Emphasis 

is placed on reading skil1s， vocabulary development and the discussion of topical issues. 

Basic Writing (a) (b) 

The students learn how to express their出oughtsin written English paragraphs and essays. Model 

paragraphs are presented for analysis. Emphasis is placed on the study of typical paragraph 

organization pattems and the way pieces of information in them are related. 

評価方法:In al1 the Sogo 1 classes attendance is absolutely required. Students who are absent wil1 

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

reports， homework， and presentations. 
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Eコ 講 座 E 
1 2雇位 l
| 2 年|
|前期・後期|

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

The goal of this class 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 class is to develop the students' ability to comprehend televisio!l news programs or 

documentaries. 

Media English (b) 

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

Intensive Reading (a) (b) 

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

Emphasis is put on comprehension and advanced vocabulary development. 

むtensiveReading (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 with an emphasis on the kind of grammar 

necessary for e妊'ectivecommunication in English. 

Advanced Writing (a) (b) 

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

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

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

reports， homework， and presentations. 
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英語総合講座 m (mE-1) 
ソニアイーグル

SONIA EAGLE 

，American Culture and History Through Music 

This course will present the social and historical trends in the USA from the mind 1800's to白e

present through a study of the changes in music and music styles. An overview of early church music ， 

AfrかAmericanspirituals and gospel， blues， jazz， swing， coun住y，folk， rock and roll， 60・srock， latin 

music， soul， rap and new coun住ywestern will be considered along wi出 thesocial implications of these 

musical住endsand changes. Student presentations and papers wiJl be done in four areas: Focus On the 

stars， Ethnomusicology (Music Around. The World)， Japanese Music and Millenium Music. Video and 

tapes on music willbe used to illus仕ate出edifferent music and life styles. 

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

2. Midterm exam: 30% 

3. WriUen report with classroom presentation and poster: 50% 

4. Flu~ncy/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 (Blkg.1，2nd floor) 

英語総合講座 m (mE-2) 
ソニアイーグル

SONIA EAGLE 

Native North Americans 

A survey of Native American (Indian) cultures of USA and Canada， including an overview of Indian 

origins， migrations and prehistoric cultures. Emphasis wiJl be placed on Indian tribal groups from 

various culture areas such as the arctic， sub-arctic， plains， West Coast， woodlands and the Southwest. 

A consideration of native American technology， food， social organization， religion， art and the present 

status of reservations will be inc1uded. Films will be used to illustrate the culture areas studied. 

評価方法:The grade wiJl be based on: 

1. Classroom workbook assignments. 

2. Midterm e'xam. 

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. 

-5一



英語総合講座 m ('mE-3) 
ひさいずみつる お

久泉鶴雄

Listening Comprehension of Broadcast News in American English 

The AFN radio news and Paul Harvey's News Story broadcast Tuesday through Friday between 7:00 

a.m. and 7:20 a.m. on the frequency 810 (Medium Wave) ， and also CNN and ABC TV news broadcast 

every day on NHK Satellite TV 1 will be recorded and studied in this course. You are expected to 

acquire skills and strategies in comprehending broadcast news in American English during the spring 

semester (and those in British English during the fall semester). If you would like to study broadcast 

news in British English in parallel with this course during the spring semester， you can take 

Proficiency English III-4. The content of the news is different仕omcourse to course because the latest 

news is recorded each time and presented for the students in order to provoke their interest. 

The focus of出iscourse is on the phonological and perceptional aspects of understanding broadcast 

news in American English on the basis of full understanding of the information reported in each news. 

Reading English newspaper articles related to each news will provide useful information for your 

listening comprehension and also help you to develop reading ability. Rapid writing exercise， in which 

you are requested to keep on describing， explaining or expressing your opinion about a certain topic in 

the news within three minutes， will help you to acquire fluency in writing and speaking. Exchanging 

your opinions orally with your p釘 tneron a certain topic selected form the given news will help you to 

boost your conversational skills. 

評価方法:Attendance， pa凶cipationin cJass activities， regular dictation te邸 aswell 郡山eterm叩 d

exam will be evaluated. Students must be able to sore over 60 points in the regular 

reviewing dictation test in order to acquire credits from this course. 

テキスト名:Handouts 

Bring three C・60normal Type-I cassette tapes on the day when you study in LL. 
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英語総合講座 m (mE-4) 
ひさいずみつる お

久泉鶴雄

Listening Comprehension of Broadcast News in British English 

The goal of出iscourse is to acquire skills and strategies in comprehending broadcast news in British 

English. The TV news programs in BBC International broadcastTuesday through Saturday between 

8:00 and 8:23 a.m.， those in ITN broadcast on Saturday between 11:00 and 11:30 a.m.， and those in 

ABC in Australia broadcast on Sunday between 5:30 and 6:00 p.m. on NHK Satellite 1 will be recorded 

and studied in this course. You can take the simi1ar course on American English during the 1・2periods 

on Tuesday and Friday. It is always necessary to pay attention to both the meaning and the style of 

English in broadcast news in order to achieve higher proficiency in listening comprehension. When you 

start listening， you must be able to recognize the topic of a news item， and be able to pick up all the 

important main points in every sentence. Constant tracing of the main stream of meaning in each 

passage is necess旬・Jot出 gdown of key words will help you to c1ariかmainpoints. 

After summarizing the whole news， you are invited to the study of perceptional problems in listening 

comprehension， i.e. you will start exploration of various difficulties in listening comprehension by 

studying reduced forms of function words， linking， stress shifting， assimilation， ellipsis， and so on. 

Making fu11 use of your background knowledge and your knowledge about English grammar， and paying 

special attention to sentence s住ucturesare essential in good comprehending. The final goal of this 

course is to be able to transcribe every sentence in each news item in a complete form. 1 recommend 

you to read English newspapers on a regular base in order to collect information. 

評価方法:Attendance， participation in class activities， ，rapid writing， and regular dictation tests as 

well as出eterm剖 ld回抑制11be evaluated. You should score over 60 points in出e

regular reviewing dictation test in order to acquire the credits from白iscourse. 

テキスト名:Handouts 

Bring three C-60 normal Type-I cassette tapes on the day when you study in LL. 
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英語総合講座 m (mE-5) 
リチヤードハンフリーズ

RICHARD HUMPHRIES 

Twentieth Century History 

The Twentieth Century was been a period of immense contrast. An Old Order gave way to a so-called 

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

degradation. 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atcentury， hoping to make some sense of 

what happened and why. We will also仕Yto gain some insight into what the future may hold in store. 

This course will consist of lectures， readings， and discussions. 

評価方法 :The final grade is based on attendance (20%)， participation (20%)， tests (25%) and 

assignments [incJuding presentation] (35%). 

テキスト名:Christina Hopkinson. World History of the Twentieth Century. (1993， Macmillan 

LanguageHouse) . 

英語総合講座 m (mE-6) 
リチヤードハンフリーズ

RICHARD HUMPHRIES 

Introduction to Children's Literature 
Children's literature is an often ignored area of study. It's development since the 18出 century，

出ough，has been just as complex as出atof adult Iiterature. Equally， children's Iiterature can be said to 

have mirrored society and its changes. We will explore the major themes in出isdevelopment and also 

focus more directly on two cJassic books by Lewis Carroll. The course will consist of lectures， readings， 

discussions and presentationsjpapers. 

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

assignments (30%)， which may incJude projectfpresentation work. 

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

and Through the Looking Glass. 
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英語総合講座 m (mE-7) 
リ チ ヤ ー ド ハ ン フ リ ー ズ

RICHARD HUMPHRIES 

Societies in Crisis 

In order to fully understand and participate in global affairs it is necessary to understand the issues at 

stake. Democracy， ethnic diversity， and free movement of ideas are concepts and practices we often 

take for granted， even if some of us differ in defining them. Not all societies enjoy this and herein the 

problem lies. 

We叩IIuse a case study approach to explore countries where a civil society has not been achieved or 

is in doubt. Burma is the main focus but other countries may be included. We will位Yto understand the 

complexities involved within these societies as well as the role of the intemational community in both 

aiding attempts at consensus and at blocking it. And we'll also consider issues related to poverty and 

development. 

The reading text will (aside from handouts) be Aung San Suu Kyi's "Letters from Burma." This text is 

especially pertinent as it directed at ]apanese readers. It consists of letters she wrote to出eMainichi 

newspaper over a period of time. 

評価方法:The final grade is likely based on attendance (20%)， p紅 ticipation(30%)， tests (30%) and 

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

テキスト名:1. Aung San Suu Kyi. Letters From Burma (1997). Penguin Books 

英語総合講座 m (mE-8) 
た なか ま曹

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 to give students opportunities to understand the concepts and principles of interpersonal 

communication. General objectives of the course are to leam to be a good listener， to increase your 

verbal skills， to become more effective communicating without words， to increase your gender 

sensitivity， and to be more assertive. Students will learn to build and apply the interpersonal 

communication skills to their life through discussions， and various exercises and activities. 

This is a separate class from Interpersonal Communication B. Anyone who took Interpersonal 

Communication B is welcome to take this class. 

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

report. Details will be announced at the beginning of出ecourse. 

テキスト名: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) た なか まき

田中真紀子

Social Problems in USA 

生旦盆
3-4年
扇一一扇

1n出iscourse， students will observe some typical social problems出ataffect people's lives in the 

USA. Topics to be dealt with include sex-related social problems; alcohol and other drugs; crime and 

criminals; violence; poverty; and prejudice and discrimination. Students will study these social 

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

The class aims at developing students' reading skills and vocabulary necessary for reading 

newspapers and intemational news magazines such as T1ME and Newsweek， and gaining sociocultural 

knowledge about USA through studying social problems. 

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

repo此.Details will be announced at the beginning of the course. 

テキスト名 :Social Problems. Ninth ed. William Kornblum， Joseph Julian， 

Carolyn D. Smith. Prentice Hall， 1998. 

英語総合講座 m(mE-10) 松井佳子

Dramatic Readings from the Recent American Theater 

ln this course， students will read， analyze， and interpret recent American plays on such controversial 

subjects as sexuality， identity problems， poverty， malfunctioning families， ethnic conflicts， and 

spirituality. The language is typical current American English. Students will explore characters' 

feelings， motives， ideas， and ways in which they interact. 

These plays are considered the best of 1993 by American women of diverse ethnicity， backgrounds， 

and interests. 

Students will leam how to explore the complexities of typical characters and act out their roles. In 

addition to becoming more skillful in expressing themselves in current English， students will feel more 

confident and competent. They叩IIalso practice living in believable， quotidien situations. 

評 価方法:Quizzes 20% 

Two Exams 20% 

Class Participation 20% 

Two Dramatic Reading Presentations 40% 

テキスト名:Marisa Smith， editor. Women Playwrights: the Best Plays of 1993. A Smith and Kraus 

Book， 1994. 
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英語総合講座 m (mE-ll) 
おのだ

小野田

Exploring the World of Media English 

襲

This course is basically geared not only to explore the fascinating world of English but also to learn 

and consider contemporary issues of the world. Through this course， the students have a wealth of 

opportunities to expose themselves to authentic news English and to get valuable information by 

watching ABC News， CNN News and BBC News clips. Based on the information thus obtained， 

students are expected to write reaction papers， discuss the issues related to themes， and present their 

ideas e任ectively.Also， on the last day， groups of students present news clips that白eyhave produced 

as their final projects， which are evaluated by other students. Thus， the primary focus of出iscourse is 

placed on developing students' critical thinking skills through exploring the world of Media. 

This course will be most valuable for those who have acquired at least upper-interm~diate level 

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

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

class， written assignments， presentations and the final project. 

テキス卜名:To be decided. 

注意事項:Minimum requirements: 

①Regular attendance 

②'Active participation in class， such as discussions 

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

will be utilized for pre-listening discussion 

④Oral presentations， given at出erequest of the teacher 

⑤IWritten assignments， such as reaction papers and special reports on the issues related 

to the themes covered in class 
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英語総合講座 m (mE-12) 
せき や

関屋

Principles of Language Learning and T eaching 

申すし

康

This course wil1 deal wi出 topicsrelated to language learning and teaching. The focus wil1 be on how 

to become a more successful language learner. There wi11 be a mixed format for the c1assroom 

activities: some lectures， students' presentations， discussions， checking assignments， and group work. 

Course requirements involve weekly reading assignments， oral presentations， two exams， and a joumal 

of your language leaming experience. The course is especially suited for those who want to become 

English teachers or japanese teachers. 

評価方法:1. Class participation: 20% 

2. Oral presentation: 30% 

3. Joumal: 20% 

4. Quizzes & Exams: 30% 

テキスト名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-13) 
わた なべ ゅう いち

渡辺雄

Topic: Harry Potter I 

The goal of the course is to help you get used to reading English novels for pleasure. We will read 

one of the most popular English fiction of our time， the Harry Potter series. Perhaps， many of you have 
already read the first book in the series or seen its movie version: the Harry Potter and the 

Sorcerer's/Philosopher's Stone. Therefore， we will read the second and the third books in the series: 

Harry Potter and the Chamber of Secrets and Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. These books 

have been extremely popular among not only children but also adults across the wQrld. We will read 

three to four chapters each week to help you gain fluency in reading. We will discuss the characters and 

the events in each book to understand出estory. We will also discuss a variety of jokes， humor， irony， 

and sarcasm as well as useful words and expressions in the story. Through these discussions， you will 

learn to enjoy reading stories in English. 

評価方法:attendance 

reading journal 

two written reports 

two. presentations (oral interpretation) 

テキスト名:Harry Potter and the Chamber of Secrets， Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 

注意事項 :It is recommended， al出oughnot required，出atyou read the first book in the series， 

Harry Potter and the Philosopher's/Sorcerer's Stone before the first day of class. It can 

be either in English or in ]apanese translation. Or if you have seen the movie， that will be 
helpful as well. 
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英語総合講座 m (mE-14) 
ケイトアレン

KATE ALLEN 

The language varieties we choose to use are part of our identity and how we show ourselves to the 

world. It is sometimes said that language use is neutral and all languages are equal. However， 

depending on how we use language and what language we use， our expressions can be a form of power. 

Power can be expressed in language in relation to our age， race， gender， nationality， and social class. In 

出iscourse， we willlook at how language and power are Iinked; at how people use language to express 

出elrpower. 

評価方法:Assessment will be based on attendance， class participation， in-class and take-home 

assignments， and a porぜolio.

テキス卜名:Handouts will be distributed in class. 
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英語総合講座 m (mE-15) 
スティープンレンシャウ

STEVEN RENSHAW 

Views of the Heavens; Astronomy in Japan and Other Cultures 

From early history， real and apparent movement of the sun， moon and stars has guided the most 

basic of human activities ranging from agriculture to architectural design. The basic purpose of出is

course is to develop an understanding and appreciation of the cult:ural roots of ]apan and other 
countries by examining and discussing the place of astronomy in their historical development. 

Emphasis will be placed on developing an awareness not only of ancient cultures such as Babylonia， 

Egypt， Greece， and India， but most especially on the cultural history of Japan as it is related to "the 

stars". 

評 価 方法:Grades will be based on attendance， participation in class， and completion of the 

following major assignments: 

1. Class presentation of star lore or astronomical history related to a culture other出an

Japan (based on textbook research). 

2. Presentation of research related to star lore or astronomical history of Japan， 

preferably coming from your own Prefecture or Home Area. 

3. Completion of a photo porぜ'olioof astronomical icons in modern ]apanese Society. 

There will be no written examinations. 

テキスト名:Krupp， E.C. Beyond the Blue Horizon; Myths and Legends of the Sun， Moon， Stars， 

and Planets. New York: Oxford University Press， 1991 

注意 事 項 :Maximum Class Size: 25 

Though some knowledge of astronomy is desirable， it is not necessary. You should 

note， however，出atthe class concerns astronomical history and lore， not the study of 

astrology. It is essential that you have interest in history and culture， most especia11y出at

ofJapan.百 einstructor羽11provide material related ωboth ]apanese history and lore as 

well as that of other cultぽ es.

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and links to other materiaI wilI be available online at the 

following URL: 

http://wwW2.gol.com/users/stever/epcast.htm 

Please check this page regularly. It is i-mode compatible and can be reached by 

ordinary browser or any internet compatible mobile device. 



英語総合講座 m (mE-16) はら おか しよう 』

原 岡笠子

Oral interpretation of Movie Drama 

百legoal of出iscourse is to learn theory and practice of the foudamental skills of oral interpretation 

of literature. We will work on correct pronunciation. proper syllable stress and particuraly forcus on 

how to bring out meaning through phrasing， pausing. pitch. rate and others to fullfill the basic function 

of communication. By viewing moves， we observe how intelligible speech is made and learn to 

pronounce and articulate with ciarity and accuracy. 

A student前11be engaged in出ere-creation of a11 the characters in a scene and perform your oral 

interpretation seeking to become the speaker in the drama. 

評 価 方 法 :Attendance， presentation， demonstrated efforts， assigned homeworks. 

テキスト名:"My Fair Lady" (Movie). "Pigmarion・I8ernard show 
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英語総合講座 m (mE-17) 
ゲンジパンチ

GENJI BUNCH 

Introduction to Classical Music History 

Students in this class will become fami1iar with the identi削ngcllaracteristics of the major periods of 

Western classical music. The course will be roughly divided into five segments. In the first， we will 

cover the basics of music theory. The other four periods will correspond with these periods: Middle 

Ages/Renaissance， Baroque， Classical， and Romantic/Modern. We will focus on the lives and works of 

representative composers， the cultural contexts in which they work(ed)， and the dominant musical 

styles of each period. 

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

explore a naηower topic of their choice in a semester project. The project will conclude with a 

presentation of their fmdings to the class. 

It is hoped that the above仕ameworkwill contribute to the other principle goal of the course， which is 

to increase土heparticipants' enjoyment of classical music. 

評価方法:Attendance， class participation， two unit tests (mu1tiple choice，組1・inthe 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 to 

read music or play an instrument. However， students with either or both skills are 

encouraged to join the class， as your experience will enhance everyone's enjoyment of 

the course. 
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英語総合講座 m (mE-18) 

British Film 

アンド ，リューイムリー

ANDREW IMRIE 
生主主1立
3-4年
前一一葡

The aim of this course is to introduce students to British fi1m. The course叩11highlight important 

developments in post-war British cinema and students will be given the opportunity to explore the rich 

and varied nature of British films. A generally thematic approach will be used during the course， 

allowing students to take a c10ser look at British fi1ms that share a common focus or theme. Topics on 

出ecourse will inc1ude satire， realism and postmodernism. 

評価方 法 :c1ass participation， mid-semester test， end-of-semester test， fina1 project and presentation. 

テキスト名:Handouts 

注意事項 :Students on白iscourse wi11 have to work hard and there wi11 be homework for al1 c1asses. 

英語総合講座 m (mE-19) 
力 、レンヤプノ

KAREN YABUNO 

Japan and the Environment 

4 単位

3-4年
前一一雨

This class will focus on environmental issues in ]apan and environmental problems caused by]apan 

overseas. Possible topics include Minamata Disease， ltai ltai Disease， dioxin， overfishing， endangered 

species trade， and deforestation. Students are required to find and read outside research on the topics， 

as wel1 as readings assigned in c1ass. This is a discussion-based c1ass. 

評 価方法 :Grading will be based on a combination of attendance， c1ass participation， vocabu1ary 

quizzes， and a term project (presentation and paper). 

テキス卜名:Handouts. 
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英語総合講座 m (mE-20) 

Ecosystems 

カレンヤブノ

KAREN YABUNO 

In出iscoures we. will study basic ecology and leam about the typical plants and animals of the forest， 

desert， grassland， tundra， and ocean encosystems. We明11also leam about endangered species and 

briefly examine some of the environmental problems affecting them， such as deforestation， 
desertification， and global warming. 

評価方法:Grading will be based on a combination of attendance， class participation， tests， and a 

term project (presentation and paper). 

テキスト名:Tickle， Amy L. 1995. Ecology and the Enviroment. Ann Arbor: The University of 

Micigan Press. 

/ 
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英語総合講座 m (mE-21) 
フィリップマーフィー

PHILlP MURPHY 

Communicative Language Teaching: Ideas and Practice 

This 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 skills of 

listening and speaking. A v釘 ietyof 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; 

. Seating formations; 

. Ideas for w訂 mup activities; 

. Communicative classroom activities; 

. Teac4er centred lessons vs. student centred lessons; 

. Topical issues regarding English language education in Japan; 

. Team teaching; 

. Ideas for teaching vocabulary; 

. Ideas for using dictation; 

. Techniques for teaching listening; 

. Techniques for teaching speaking; 

. Techniques for using video; 

. Lesson planning; 

. Teaching practice; 

. Evaluation. 

A key part of the course is出atstudents are expected to constructively criticise the activities that 

白ey:(i) participate in and (ii) observe from both a teacher's point of view and also from a student's. To 

accomplish出is，students are given time to express their opinions during various groupwork activities 

in class， and worksheets are provided to guide them through their discussions. Summaries， including: 

(i) short criticisms of selected activities， together with (ii) comments and recommendations for 

improvements， are then written by the students in notebooks for homework. Students are expected to 

actively participate in class so as to gain the confidence and experience to individually give a short 

demonstration lesson at the end of白ecourse. Students are also expected to evaluate their classmates 

demonstration lessons. 

評価方法 :1. Panic Lesson 20% 

2. Notebook Comments 20% 

3. Lesson Plan / Presentation 30% 

4. Participation / Attendance 30% 

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

注意事項 :Only English will be used in the classroom. 

Students will need a A4 notebook and an A4 file. 

Maximum number of students: 32 
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英語総合講座 m (mE-22) 
ベスパリー

BETH BARRY 

Women's Issues in Japan 

The goal of白iscourse is to give both women and men the opportu凶tyto discuss in English current 

issues for Japanese women in Japan. Topics to be addressed will include sexual harassment， crimes 

against women， sexual discrimination， abortion and child raising and the use of women's images and 
bodies in the media. Students will be responsible for preparing newspaper articles， presentations and 

reports to share with the class. Students should be prepared to do an extensive amount of reading to 

prepare for each class. Students will also be responsible for contacting women's information agencies; 

for example， Group for Women's Rights and Sexuality (Gurupu: Onna no Jinken to Sei) in the Tokyo 

area for research， reports and discussion information. As part of出isclass， students will be introduced 

to women who have made significant contributions towards the advancement of Japanese women in 

Japan during the students' lifetimes. (For example， Takahashi Nobuko， Japan's first womaIl 

ambassador: assigned to Denmark， 1980.) Students interested in challenging their researching， 

discussion and presentation skills will enjoy this class. 

評 価 方法:Attendance， participation in small. group presentations， discussion leadership and 

responsible researching and reporting to the class will be evaluated. 

テキスト名:Binder from the copy center I“Women's Issues in Japan." 

注意事項:Maximum number of students: 25. Students should be very ~omfortable or ready to be 

challenged with reading from English newspapers and magazines. To be successful in 

this class， students must be willing to be responsible for preparation outside of class. 
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英語総合講座 m (mE-23) 
ルーシーヲッカー

LUCY COOKER 

Language through Soap Opera 

1n this course we will be studying language through the medium of a British soap opera. A soap 

opera IS a never叫endingtelevision drama， usually broadcast several times a week. British soap operas 

portray the lives of ordinary families and佐Yto stay as close to everyday life as possible. Current social 

issues and topics are dealt明白 throughthe lives of the characters. In c1ass we will watch sections of 

the soap opera， study the language used by the characters and look at the context of出islanguage. We 

will concentrate on aspects which are not generally part of a typical university language learning 

experience such as modern colloquiallanguage， idioms， and slang. 

評価方法:Grading in this c1ass will be based on attendance and participation， and demonstrated 

efforts and improvements in the following: frequent homework assignments， presenta-

tions， a research paper and an exam. 

テキスト名:Handouts will be distributed in class. 

英語総合講座 m (mE-24) 
スティープンカツテイング

STEVEN CUTTING 

International Volunteerism 

生旦丘
3-4年
扇一一扇

The goal of出iscourse is to provide a broad understanding of what it means to be an international 

volunteer. 

This class will explore the issue firstly from the point of view of the individual， and the impact出ata 

volunteer回 nmake in the world as well as in his or her own life. 

Secondly， we will look at the viewpoints of recipients of aio and volunteer work and attempt to 

understand the ramifications of出atwork in local communities. 

We will examine several international aid and volunteer organizations such as， The Red Cross， The 

Asian Rural Institute， Habitat for Humanity International， and other government and non-govemment 

organizations， looking at how and where these organizations operate as well as how to get involved with 

them. 

Students will be expected to conduct some research in English as well as participate in English 

discussion groups and presentation groups. If possible there will be some intemational guest speakers. 

評価方法:Attendance， participation in class activities， homework assignments， one presentation， 

one research paper. 

テキス卜名:Handouts of readings and articles， videos， material form the Internet 
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英語総合講座 m (mE-25) 
アーネストジョンソン

ERNESTJOHNSON 

Christianity and American Culture 

Christianity and America is a course出atexamines how Christianity has influenced many aspects of 

American society such as business， education， and family life. This course seeks to give students a 

better perspective from which to view and understand American society. According to one major 

survey， over 90 percent of Americans believe in God. In order to be. <1 more effective communicator on 

an international scale， culturaJ knowledge is priceless. Culture is intrinsically a p釘 tof language. For 

example， the term Christmas incorporates a large part of American society. 

This course will examine Christianity as the foundation of American society. Included in出iscourse 

will be topics covering the relationship between American holidays， history， and social leaders and 

Christianity. 

評価方法:Grades in出iscourse will be based on class participation， quizzes， paper. Details will be 

announced at the beginning of the course. 

テキス卜名:Handouts will be provided 
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(mE-26) 英語総合講座 E

The Internet for English Language Teachers 

The aim of this course is to help intending English language teachers make effective use of the 

Intemet and the World Wide Web. 

There are a number of core enabling skills which are important to using the Intemet. 
knowing how to: 

* Explain basic Intemet concepts 

* Search for information and materials 

* Understand the differences between a Web directory and a search engine 

* Evaluate what has been found 
* Use the Intemet to communicate with other users. 

The first p紅 tof the course gives further explanation of each of these skills and provides Activities to 
develop expertise in them. 

The second p紅 tof the course explores how the Web can be used for the teaching of vocabularlyand 

These include 

grammar. 

In the出irdand final part of the course， students will explore ways materials on the Web can 
be used to provide practice in the individual skills of writing， reading， speaking， listening， 
and translating， as well as pro吋dingintegrated skills practice. 

評価方法 :Attendance， portfolio and coursework (including one presentation). 

テキスト名:Teacher prepared materials only. 

注意 事 項 :1. Students should have a s位onginterest in English language teaching as a career， and 

spec巡回llyin the potential of the Intemet in language education. 

2. The course also assumes出atstudents know how to start up a computer， log on to a 

networked computer， and how to start programs running. To make the most of the 
course， students should also have some experience of using word processing software， 

email and the Web. 

3. This is also an English only course. 

- 24-

ノ



英語総合講座 m (mE-27) 
吉か た やす よ

阪田恭代

International Affairs and the United Nations 

This course aims to deepen knowledge and provide perspective about intemational affairs through 

the study of the United Nations. sasic objectives， structure and functions of the UN， as well as 

contempor紅yissues facing the UN and the world will be discussed. 

Students will be required to read the materials assigned， do oral presentations， and write a final.term 

paper. Presentations will be based on topics chosen from the class materials. 

評価方法:(1) attendance(minimum， two-thirds) 

(2) class participation and assignments 

(3)oral presentations 

(4) final paper. 

テキスト名 :OBasic Facts About the United Nations (United Nations) 

OOther class materials will be provided. Materials will be taken from units develope~ 

by SPICE(Stanford Program for International and Cross-Cultural Education)， An 

Agenda for Peace: Role of the Unifed Nafions a.nd other relevant texts. 

注意 事 項:0 Details will be provided in the fjrst class. Presentation schedules will also be worked out， so 

attendance is absolutely necess訂 y.

o This will be an intermediate to advanced.level course， and background in international 

relations is s仕onglyrecommended. It will be useful for those interested in the United Nations 

Association Test of English(UNATE)(levels s， A， Special A) and for study abroad in 

international relations. 
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英語総合講座 m (mE-28) 
アリステアヴアンムーア

ALlSTAIIR VAN MOERE 

Ethics and Religions 

The course looks at four main ethical issues in turn: 

. Marriage， Family and Sexual Relationships 

. Abortion， Euthanasia and Medical Ethics 

. Capital Punishment and Law 

. War and Conflicts 

These are studied in light of recent historical examples and personal opinions from real people. As 

each issue is introduced， the perspective of each of the six major world religions-Sikhism， Buddhism， 
Islamism， Hinduism， Christianity and Judaism-is given regarding that issue. All of the views are 
represented without bias， as being neither correct nor incorrect. 

The course has two main objectives: 

1. For students to learn about the world's main religions， and understand the different standpoints 
that people who follow these religions have towards each ethical issue. 

2. For students to explore their own opinions about the issues for themselves. 

The course is centred around a colourful and easy-tかreadtextbook used in the English High 

School curriculum， which draws interesting and authentic quotes from religious leaders and books (the 
Bible， Koran， etc) of all 6 religions. 

評 価方法 :Grades will be based on Attendance and Participation， and a short multiple-choice test for 
each of the four topics listed above. 

テキスト名:J Rankin， A Brown and P Gateshill， Ethics and Re/，旬'ions，Longman， 1991. 
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英語総合講座m(m E，- 29) 
ポールボズウエル

PAUL BOSWELL 

The Psychology of Sex and Gender 

This course will review the cultural and biological bases for differences between the sexes in 

attitudes， behaviors and preferences. A cross-cultural perspective will be taken in examining 

differences in gender role， courtship， marriage and sexual orientation. 

評価方法:1. Class participation 20% 

2. Oral presentation 30% 

3. Quizzes 20% 

4. Final exam 30% 

テキスト名:T 0 be announced 

英語総合講座 m (mE-30) クレイグハワード

CRAIG HOWARD 

Perspectives of New York City 

The goal of白iscourse is to develop English proficiency as well as computer literacy while learning 

the history of NYC. Students are required to read texts， and participate in online discussion via email 

wi白仰向lerstudents studying similar topics at the City University of New York. 

Pivotal topics in the History of New York City， as well as NY's identities， images and stereotypes will 

be discussed in class， and via email with CUNY students. Topics may include but are not limited to: 

• Henry Hudson and The Native American Populations of the Hudson Valley 

• Ellis Island and the INS 

. Jacob Riis and the s仕ugglefor air and light in NY's turn of the century tenement slums 

. John A. Roebling and the Brooklyn Bridge 

• Frederick Law Olmstead and Central Park 

. The many immigration waves that created present day NY 

評価方法:Grades will be based on attendance， participation， a final presentation and an end of term 

exam. 

テキス卜名:A-number of different sources will be utilized throughout the course. These include 

handouts. online postings， and Email from classmates in New York City. 

注意事項:You will need a web based email account， and an open mind. 
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英語総合講座 m (mE-31) ダイアンナガトモ

DIANE NAGATOMO 

Critical Thinking and Intercultural Awareness 

This class wi11 be divided into two parts. One part叩11focus on North American culture. Students 

will participate in conversations， dialogues and role plays. Through these activities students will 

become proficient with a variety of cultural situations and self-confident about their ability to 

communicate. Topics to be covered are: Getting Along with People， Attending School， Building 

Friendships， Dating and Sharing Common Interests. The second p釘 tof the class focuses on current 

topics taken from newspapers and magazine articles. Students wi11 read and discuss articles and write 

weekly summaries about them. 

評価方法:eading preparation and homework 20% 

weekly written summaries 40% 

group projects 30% 

attendance and participation 10% 

テキスト名:Culturally Speaking (second edition) by Rhona B. Genzel and Marth Graves Cumm-

ings， published by Heinle & Heinle. 

英語総合講座 m (mE-32) 
すぎ やま

杉山

The Approach to Peace 

はじめ

肇

Despite the demise of the Cold War， wars and conflicts don't disappear from the international 

society. These problems owing to a variety of causes such as racial prejudices， ethno-racial antagonism， 

religious 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. 

The course aims to hope for the students' e妊ortto find themselves answers to problems you treat 

with. For that， regular in-class research studies are supposed， and individual or group presentations are 

required to contribute to.the class discussion. 

評価方法:Attendance 10% 

Class participation ( research 20%， presentation 20%， discussion 30%) 70% 

Paper 20% 
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英語総合講座 m (mE-33) 
ジョンウエンデル

JOHN WENDEL 

A N，atural History of Language 

In this introductory course， we will explore the development of language in the individual and well as 

the evolution of the language capacity at the species level. In turn， we will consider how a first language 

is acquired_ and the characteristic stages出atchildren of a11 language 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. We will then look at 

language and communication in other species (apes， birds， insects) and consider their 

accomplishments in light of human language. Finally， we will examine several proposals for the origin 

and evolution of human language， the diversity and distribution of languages， and language extinction. 

(NOTE: Do not take出iscourse if you have already taken Language And Psychology in Winter Term， 

2000-2001) 

評価方法:Attendance， participation in class activities， homework assignments， an end.of-term 

presentation， and two examinations will be evaluated. 

テキスト名:to be decided 

英語総合講座 m (mE-34) 
やす だ えっ

安 田悦子

一一一?Journeys through Literature 1. 

English in literature is very different from English in news media; one give号youinformation and the 

other gives you enjoyment. Literature appeals to yoぽ sensesand makes you appreciate meanings of 

life. In this course， students will read selections from the masterpieces of English and American 

literature which have the theme of a journey in common. In the first semester， we w迦 readfourteen出.

century to nineteenth司centuryEnglish poe紅yanc;1 prose and discu~s the content叩 dthe style of each 

work. Since the reader's response is as important 郡山eau出or'sintention， students叩11have 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 

students， who may be begginners in reading literature， this course will offer a chance to enter a new 

world-a world of elegant language， beautiful imagery and meaningful thought. 

評価方法:Assessment will be based on attendance， class participation， ess量ys，quizzes， and a final 

paper. 

テキスト名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-35) 
マリオンガスキル

MARION GASKILL 

Scottish Cultural Studies 

生主主1立
3-4年

直一一盟

In this course you will learn about Scottish language and culture from both a historical and 

contemporary perspective. First， the more romanticized and nationalistic notion of 'Scottishness' will 

be examined through language， legends， traditions and a brief look at the historical events which have 

shaped Scottish consciousness and identity. You will watch movies and documentaries to gain a better 

understanding of Scotland's past. Next" the course will deal with current social concerns， whereby 

Scottish opinions will be heard and discussed. This will involve the use of videos to introduce you to 

present-day Scottish English usage and pronunciation. 

評価方法:Participation in class activities， group mini-projects， presentations and tests. More details 

will be given at出estart of the course. 

テキス卜名:No textbooks are required for this course. Handouts will be provided in class. 

注 意事項 :Maximum number of students: 25 

英語総合講座 m (mE-36) 
吉曹 やま うた

崎山詩子
生旦盆
3-4年
前一一扇

The problems which face Americans are not problems limited to American society. They are 

problems which face or will face all nations and more specifically all people in spite of color or race. 

This course is intended for the students who wish to deepen their understanding of contemporary 

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

The class will deal wi出 suchissues as AIDS， euthanasia(mercy killing)， and the death penalty. The 

students will be given opportunities to express their opinions in discussion and debate. 

Reading materials will be mainly taken from magazines and newspapers， and films will be used to 

i1lustrate the issues studied. 

評価方法:Will be explained in class 

テキス卜名:Handouts will be distributed. 



英語総合講座 m (mE-37) 
さき やま うた 』

崎 山詩子

Students often think of law as a difficult subject. To some extent this is 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 hisfher own opinion about what is fair. 

This course attempts to demonstrate to students that law is a subject with open-ended discussion， by 

reading simplified version of law suits. The students are also given opportunities to learn eibout the 

system and the structure of the law in the U.S. The students are encouraged to take or not to take a 

stand of the person involved in each case and discuss the verdict in oral and in written forms. 

Films will be used to illustrate the areas studied. 

評価方法:Will be explained in class 

テキス卜名:Viewpoints in Law， Maqnillan Languagehouse 

英語総合講座 m (mE-38) 
モーガンギプソン

MORGAN GIBSON 
生皇盆
3-4年
前一一扇

This course is an introduction to some ways of reading， thinking about， and discussing major events 

and changes in the wor1d since 1900. Capitalism， Socialism， Communism， Imperialism， two Wor1d Wars 

and the Cold War， anti-Colonial and ethnic s仕uggles，scientific discoveries， technological inventions， 

radical changes in gender， sexual relations， and the family， and other dynamic economic， social， 

political， ancl intellecfual developments will be studied from the well illustrated textbook， some films， 

sources in the library and (optionally)出einternet. 

評 価 方法 :In learning the English vocabulary used in describing and interpreting modern history， 

students will be able to understand current events in the news more precisely. They may 

also come to appreciate how language and ideas have shaped the ways出atwe live and 

出ink.

テキスト名:Christina Hopkinson. The World History of the Twentieth Century， Macmillan 

Lar:lguageHouse (in the Bookstore). 

注意 事 項:Students wi1l be expected to read the textbook and outside readings with care and 

insight; habitually use a dictionary; write notes on their reading， thinking， and the class 

discussions; speak regularly in class， individually and in groups; and write a midsemester 

exam and a final exam. 
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英語総合講座 m (mE-39) 
やす だ えっ 』

安 田悦子

American Literature I : Writings of the Founding Fathers 

The American psyche is deeply rooted in the ideals of the Founding Fathers. Although the early 

writing are more historical than literature， they are significant as well as helpful for understanding the 

undercurrents of the American spiritual heritage. This course will help students become acquainted 

with colonialleaders such as William Bradford， ]ohn Winthrop， Cotton Mather， and ]onathan Edwards， 

as well as Benjamin Franklin， Thomas Paine， and Thomas ]efferson， the heroes of the American 

Revolution. We will read excerpts from the textbook and discuss the content and style of each writing. 

評価方法:Assessment will be based on attendance， class participation， one oral presentation叩tha

written summary， and a paper at the end of the semester. 

テキス卜名:To be announced. 

英語総合講座 m (mE-40) 
ソニアイーグル

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 s仕ucturesand functions of religion will be included. 

The theories of scholars such as Tylor， Frazer， Durkheim， Malinowski， ]ung， Levi Strauss and Wallace 

will be reviewed. The nature and function of m円h，ritual， mana， magic， animism， shamanism， trance 

states， rites and symbols will be considered and the overall social and psychological functions of such 

religious behavior will be discussed. Student presentations will be a part of出ecourse. 

評価方法:1. Oral classroom presentation based on one case study. 

2. Takeトhomeexam -essay questions. 

3. Classroom participation and discussion. 

テキスト名: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 (mE-41) 
ソこアイーグル

SONIA EAGLE 

Anthropological Fieldwork and Film 

This course will.consider the various anthropological approaches to fieldwork and the study of 

cultures. Methods induding observ.ation， participation， note taking， kinship diagrams， life histories， 

mapping; and interviewing will be r.eviewed. Photography， video and film will also 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 pape子presentationon a iieldwork 

topic of their choice. 

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

2. FilmJoumal: 40% 

3. Paper and Presentation: 50% 

テキス卜名:1. Crane， J.G. Field Projects in Anthropol99Y. Waveland Press， 1992 

2. Work book in KUIS copy centre 
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英語総合講座 m (mE-42) 
ひきいずみつる お

久泉鶴雄

Listening Comprehension of Broadcast News in British English 

The goal of this course is to acquire skills and strategies in comprehending broadcast news in British 

English. The TV news programs in BBC International on NHK Satellite 1 as well as the radio program 

in BBC which is broadcast during the NPR news on AFN will be recorded and studied in出iscourse. It 

is always necess紅 Yto pay attention to both the meaning and the style of English in broadcast news in 

order to achieve higher proficiency in listening comprehension. When you start listening， you must be 

able to recognize the topic of a news item， and be able to pick up the main points in every sentence. 

Constant住acingof the s仕eamof meaning in each passage is necessary. Jotting down of key words will 

help you to clarify main points. If you would like to study news in American English you can take III-43 

in parallel wi白血iscourse because the content is not出esame as this course. 

Mter summarizing the whole news， you a~e invited to the study of perceptional problems in listening. 

comprehension， i.e. you will start exploration of various difficulties in listening comprehension by 

studying， for instance， reduced forms of function words， linking， stress shifting， assimilation， ellipsis， 

and so on. Making full use of your background knowledge about daily events and your knowledge about 

English grammar and sentence structures is essential in precise comprehension. The final goal of出is

course is to be able to transcribe every sentence in each news item in good comprehension. 1 

recommend you to make it a rule to read English newspapers daily on a regular base in order to collect 

information on various matters. 

評価方法 :Attendance， participation in class activities， rapid writing， and regular dictation tests as 

well as the termモndexam will be evaluated. You must score over 60 points in the regular 

reviewing dictation test in order to acquire the credits from this course. 

テキス卜名:Handouts 

Bring three C・60normal Type-I cassette tapes on the day when you study in Lし
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英語総合講座 m (mE-43) 
ひ さ い ず み つ る お

久泉鶴雄

Listening Comprehension of Broadcast News in American English 

The AFN radio news and Paul Harvey's News Story broadcast Tuesday through Friday between 7:00 

a.m. and 7:20 a.m. on the frequency 810 (Medium Wave)， and also CNN and ABC TV news broadcast 

every day on NHK Satellite TV 1 wilJ be recorded and studied in this course. You are expected to 

acquire skilJs and strategies in comprehending broadcast news in British English during the spring 

semester (and those in American English.during出efall semester). If you would like to study broadcast 

news in British English in parallel wi白山iscourse， you can take Proficiency English III-42 during the 

same semester， because the content of the course is different仕omeach other. The latest news is 

recorded and presented in each class in my English Proficiency courses in order to provoke your 

interest in what is taking place. 

The focus of出iscourse is on the phonological and perceptional aspects of understanding broadcast 

news in American English on the basis of full understanding of the information reported in each news. 

Reading English newspaper articles related to each news will provide useful information for you and 

help you to develop reading ability. Rapid writing exercise， in which you are requested to keep on 

describing， explaining or expressing your opinion about a certain topic in the news within three 

minutes， wilJ help you to acquire fluency in writing and speaking. Exchanging your opinions oralJy wi白

your partner on a certain topic selected form出enews will help you to boost your conversational skills. 

評 価方法 :Attendance， participation in class activities， regul紅 dictationtests as well as出etermモnd

exam wi1l be evaluated. Students must be able to sore over 60 points in the regular 

reviewing dictation test in order to acquire credits from this course. 

テキス卜名:Handouts 

Bring three C-60 normal Type-I cassette tapes on the day when you study in LL. 
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英語総合講座 m (mE-44) 
リチヤードハンフリーズ

RICHARD HUMPHRIES 

Twentieth Century History 

The Twentieth Century was a period of immense contrast. An Old Order gave way to a sひ-calledNew 

Order. Great achievements have contrasted wi出 violentwars and extreme examples of degradation. 

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 that century， hoping to make some sense of what 

happened and why. We will also仕Yto gain some insight into what the future may hold in store. This 

course will consist of lectures， readings， and discussions. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， participation (20和)， tests (25%) and 

assignments [including presentation] (35%). 

テキス卜名:Christina Hopkinson. World History of the Twentieth Century. (1993， Macmillan 

LanguageHouse). 

英語総合講座 m (mE-45) 
リ チ ヤ ー ド ハ ン フ リ ー ズ

RICHARD HUMPHRIES 

Introduction to Children's Literature 

生三邑盆
3-4年
後期

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

出ough，has been just as complex as that of adult literature. Equally， children's literature can be said to 

have mirrored society and its changes. We will explore出emajor themes in this development and also 

focus more directly on two classic books by Lewis Carroll. The course will consist of lectures， readings， 

discussions and presentations/papers. 

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

assignments (30%)， which may include projectfpresentation work. 

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

and Through the Looking Glass. 



英語総合講座 m (mE-46) 
リチヤードハンフリーズ

RICHARD HUMPHRIES 

Societies in Crisis 

In order to fully understand and participate in global affairs it is necess紅Yto understand the issues at 

stake. Democracy， ethnic diversity， and仕eemovement of ideas are concepts and practices we often 

take for granted， even if some of us differ in defining them. Not a11 societies enjoy白isand herein the 

problem lies. 

We前日 use a case study approach to explore coontries where a civil society has not been achieved or 

is in doubt. Burma is the main focus but other countries may be included. We wi11仕Yto understand the 

complexities involved within these societies as well as the role of the intemational community in both 

aiding attempts at consensus and at blocking it. And we'l1 also consider issues related to poverty and 

development.
' 

百lereading text will (aside仕omtandouts) be Aung San Suu Kyi・s"Letters from Burma." This text is 
especia11y pertinent as it directed at ]apanese readers. -It consists of letters she wrote to白eMainichi 

newspaper over a period of time. 

評価方法 :Theand grade is likely bped on attendance(20%)，participation (30%)，tests(30%)and 

assignments (20%)， which may include projectjpresentation work. 

テキスト名:1. Aung San Suu Kyi. Letters From Burma (1997). Penguin Books 

英語総合講座 m (mE-47) 
くわばら かず き

来原和生

Topics in Language and the Study of Mind 

Human languages have many special properties that distinguish them from so-called "animal 

languages" and from arbitrary systems of communication出atmight be invented. One characteristic 

property of human language is its "creative aspect"， the fact出atits mechanisms allow for constant 

innovation，仕eefrom control of identifiable stimuli. The central idea in modem linguistics is白atour 

language ability is stored in the brain as a set of unconscious pattems that provide a basis for the 

creative aspect of language use. 

Our objective is to study the fundamental properties of human language and its relation to the nature 

of mind. Topics included are: What is the fundamental properties of human language? How do 

children leam languages? What aspect of language ability does the language of aphasic patient reveal? 

What contribution can the study of human language make to understanding of human mental 

processes? etc. 

評価方法:Grades will be based on the class participation， oral presentation and essays. 

テキス卜名:Jackendoff， Ray. 1993. Patterns in the Mind: Language and Human Nature. 

Harvester Wheatsheaf. 
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英語総合講座 m (mE-48) 
た なか まき

田中真紀子

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

relationship. What are the elements出atmake them so interpersonally effective communicators? This 

course aims to give students opportunities to understand the concepts and principles of interpersonal 

communication. General objectives of the course are to learn to influence others， to share your 
feelings， to cope wi出 conflict，and to communicate with friends and family. Students willlearn to build 

and apply the interpersonal communication skills to their life through discussions， and various 

exercises and activities. 

This class is a continuation of Interpersonal Communication A. Anyone who took Interpersonal 

Communication A is weJcome to take this class. 

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

report. Details will be announced at the beginning of出ecourse. 

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-49) 松井佳子

DRAMATIC READING OF AN AMERICAN PLAY 

In this course， students will read， analyze， and interpret a famous modern American play， exploring 

characters' feelings， motives， ideas， and ways in which they interact. In non-verbal and verbal 

exercises， students will learn how to identify with characters and act out their roles. In addition to 

becoming more skillful in expressing themselves in English， students will internalize the subtleties of 
English communication and feel more confident and competent. 

評価方法:Quizzes 20% 

Class Participation 20% 

Dramatic Reading Presentation 30% 

Final Exam 30% 

テキスト名:Tennessee Williams， A Streetcar Named Desire Kinseido 
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英語総合講座 m (mE-50) 
おのだ

小野田

Exploring the World of Media English 

柴

This course is basically geared not only to explore the fascinating world of English but also to learn 

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

opportunities to expose themselves to authentic news English and to get valuable information by 

watching ABC News， CNN News and BBC News clips. Based on the 'information thus obtained， 

students are expected to write reaction papers， discuss the issues related to themes， and present their 

ideas effectively. Also， on i:he last day， groups of students present news clips that they have produced 

as their final projects， which紅 eevaluated by other students. Thus， the prim紅 yfocus of this course is 

placed on developing students' critical thinkiIig skills through exploring the world of Media. 

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

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

Although those who have received a credit in皿E・11are not eligible to take出iscourse， auditing出is

course is permitted. 

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

class， written assignments， presentations and the final project. 

テキス卜名:T 0 be decided. 

注意事項:Minimum requirements : 

①Regular attendance 

②active participation in class， such as discussions 

③Brief study of the information related to悦 themebefore watching恥 news，which 

will be utilized for pre-listening discussion 

④Oral presentations， given at出erequest of the teacher 

⑤'Wriはenassignments， such as reaction papers and special reports on出eissues related 

to the themes covered in class 
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英語総合講座 m (mE-51) 
せ曹 や

関屋

Social Issues in Contemporary Society 

康
生主主1立
3-4年

This course will focus on various social problems in contemporary society both in Japan and abroad. 
Topics will include sex roles and inequality， the changing family， an aging society， AIDS， human rights， 
organ仕組splant，environmental issues， and others depending on the interests of the students in the 
class. Students will read articles and watch TV documentaries on these problems， and then analyze 
them critical1y and express their opinions. Course requirements inciude weekly reading assignments， 
oral presentations， weekly reports on newspaper articies related to social issues， occasional quizzes， 
and two exams. 

評価方法:1. Class participation: 2096 

2. Oral presentation: 3096 

3. Journal: 2096 

4. Quizzes & Exams: 3096 

テキスト名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-52) 議活縫いち

Topic: Harry Potter 11 

The goal of出ecourse is to help you get used to reading English novels for pleasure. We will read 

one of the most popular English fiction of our time， the Harry Potter series. We will read the fourth 

book in the series: Harry Potter and the Goblet of Fire. The series has been extremely popular among 

not ~nly children but also adults across the world. We will read two to three chapters each week to help 

you gain fluency in reading. We will discuss the characters and the events in the book to understand the 

story. We will also discuss a v釘 ietyof jokes， humor， irony， and sarcasm as well as useful words and 

expressions in the story. Through these discussions， you willlearn to enjoy reading stories in English. 

評価方法:attendance 

reading journal 

two written reports 

two presentations (oral interpretation) 

テキスト名:Harry Potter and the Goblet of Fire 

注意 事 項:It is recommended， although not required，出atyou read the first three books in the 

series， Harry Potter and the Philosopher's/Sorcerer's Stone， Harry Potter and the 

Chamber of Secrets， and Harry Potter and the Prisoner of Azkaban either in English or in 

Japanese translation before the first day of cJass. However， even if you have not read the 

frrst three books， you can still understand and enjoy the fourth book. The fourth book 

does not assume that you ha~e read the first出ree.
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英語総合講座 m (mE-53) 

Postcolonial Africa 

ケイトアレン

KATE ALLEN 

Various aspects of the culture and history of African countries in the late 20th century wi11 be 

introduced. Themes include education， literature， economics， and tourism. These wi11 be used to 
highlight differences and similarities between various African countries， and thus provide insight into 
出iscomplex continent. 

評価方法:Assessment wi11 be based on attendance， class participation， in-c1ass and take.home 
assignments， and a portfolio. 

テキス卜名:Handouts will be distributed ill class. 
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英語総合講座 m (mE-54) 

'-

ス テ ィ ー ブ ン レ ン シ ャ ウ

STEVEN RENSHAW 

Expressions of Culture in American and Japanese Film 
Filrn enjoys great popularity in America a'nd ]apan， and impressions of each culture訂 eoften based 

on viewing movies. While action adventure， historical romance， and science fiction dominate popuJar 

taste in both America and ]apan， such films seldom provide realistic pictures of ordinary people and 

daily life in either culture. This class叩11cQncen回 teon informed discussion of films made in America 

and ]apan which seek to provide more realistic views of the cultures and the joys and problems of 

ordinary people in daily life. 

In class， you will watch American and ]apanese films portraying "ordinary" life， write an analysis in 

English (based on questions provided by lhe instructor)， and discuss in English similarities and 

differences in ]apanese and American culture based on film portrayals. Examples of American films for 

discussion include: "Steel Magnolias"， "Smoke"， and "Ordinary People". Examples of ]apanese films 

include: "Ikiru"， "Bounce Kogals" and "Moe no Suzaku". 

評価方法:Grades will be based on class attendance， completion and quality of written analyses， and 

active participation in class discussions. 

テキス卜名:No textbook will be used. Films， discussions， and activities will be supplemented by 

class lecture. 

注意事項:Maximum Class Size: 25 

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and other material will be available online at the following 

URL: http://www2.gol.com/users/stever/epcfilm.htm 

Please check this page regularly. It is i-mode compatible and can be reached by ordinary 

browser or any internet compatible mobile device. 
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英語総合講座 m (mE-55) 
はら おか しよう 』

原 岡笠子

Oral Interpretation of Poetry and Songs 

The goel of出iscourse is to acquire theocy and skiIl of fundamental skiIls of oral interpretation of 

literature. Students will work on correct pronunciartion.proper stress-timed English rh円hmthrogh the 

lyric of songs and some poems. 

We practice to pronunce and articulate words wi出 clarity.accuracy and proper rh戸hm.Students wiIl 

present thier interpretation to convey the meaning of the songs and poems through oral performance. 

評価方法 :attendance， presentation， demonstrated efforts， and assigned homeworks， 

テキスト名:Handout materials will be provided. 
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英語総合講座 m (mE-56) 
ゲンジパンチ

GENJI BUNCH 

Introduction to Classical Music History 

Students in this class will become familiar with the identiかingcharacteristics of the major periods of 

Western classical music. The course will be roughly divided into five segments. In the first， we will 

cover the basics of music theory. The other four periods will correspond wi白 theseperiods: Middle 

AgesfRenaissance， Baroque， Classical， and RomanticJModern. We will focus on出elives and works of 

representative composers， the cultural contexts in which出eywork(ed)， and the dominant musical 

styles of each period. 

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

explore a narrower topic of their choice in a semester project. The project will conclude wi出 a

presentation of their findings to the class. 

， It is hoped that the above仕ameworkwill contribute to the other principle goa1 of the course， which is 

to increase the p紅 ticipants'enjoyment of classical music.、

評価方法:Attendahce， class 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 this course. You do not need to know how to 

read music or play an instrument. However， students with either or both skil1s are 

encoぽ agedto join the class， as your experience柄IIenhance everyone's enjoyment of 

the course. 
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英語総合講座 m (mE-57) 
アンドリユーイムリー

ANDREW IMRIE 
4 単位

3-4年
福一一扇

The aim of this course is to introduce students to British film. The course will highlight important 

developments in post-war British cinema and students will be given the opportunity to explore the rich 

and varied nature of British films. A generally thematic approach will be used during the course， 

allowing students to take a closer look at British films出atshare a common focus or theme. Topics on 

the course will include satire， realism and postmodernism. 

tudents on this course will have to work hard and there will be homework for all classes. 

評価方法:class participation， mid-semester test， end-of.・semestertest， final project and presentation 

テキスト名:Handouts 

英語総合講座 m (mE-58) 
カレンヤプノ

KAREN YABUNO 

Business and the Environment 

4 単位

3-4年

重二二璽

This course will look at a variety of environmental problems caused by modern society， and how 

businesses are working to correct and prevent these problems. Topics will include garbage， industrial 

pollution， agricultural pollution， and global warming， among others. Students will attend an 

environmental fair and present their findings. Students will also research a company and write a term 

paper on the environmental practices of their company. There will also be vocabulary quizzes. 

Students are expected to come to class prepared and join in class discussions. 

評価方法 :Grading will be based on a combination of attendance， class participation， vocabulary 

quizzes， and a term project (presentation and paper). 

テキスト名:to be announced. 
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英語総合講座 m (mE-59) カレンヤプノ

KAREN YABUNO 

Japan and the Environment 

This class wi11 focus on environmental issues in ]apan and environmental problems caused by]apan 
overseas. Possible topics include Minamata Disease， Itai Itai Disease， dioxin， overfishing， endangered 

species trade， and deforestation. Students are required to find and read outside research on the topics 
as well as readings assigned in class. This is a discussion-based class. 

評価方法:Grading叩11be based on a combination of attendance， class participation， vocabulary 
quizzes， and a term project (presentation and paper). 

テキスト名:Handouts. 
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英語総合講座 m (mE-60) フィリップマーフィー

PHILlP MURPHY 

Communicative Language Teaching: Ideas and Practice 

This 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 skills of 

listening and speaking. A variety of topics紅 ecovered on出iscourse， examples of which are written 

below: 

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

. Discussing， analysing and cons仕uctivelycriticising activities; 

. Seating formations; 

. Ideas forwぽ mup activities; 

. Communicative classroom activities; 

. Teacher centred lessons vs. student centred lessons; 

. Topical issues regarding English language education in Japan; 

. Team teaching; 

. Ideas for teaching vocabulary; 

. Ideas for using dictation; 

. Techniques for teaching listening; 

. Techniques for teaching speaking; 

. Techniques for using video; 

. Lesson planning; 

. Teaching practice; 

. Evaluation. 

A key pa此 of出ecourse is出atstudents are expected to constructively criticise the activities that 

they: (i) participate in and (ii) observe from both a teacher's point of view and also from a student's. To 

accomplish出is，students are given time to express their opinions during various groupwork activities 

in class， and worksheets are provided to guide them through their discussions. Summaries， including: 

(i) short criticisms of selected activities， together with (ii) comments and recommendations for 

improvements， are then written by the students for homework. Students are expected to actively 

participate in class so as to gain the confidenee and experience to individually give a short 

demonstration lesson at the end of the course. Students are also expected to evaluate their classmates' 

demonstration lessons. 

評価方法 :1. Panic Lesson 20% 

2. Notebook Comments 20% 

3. Lesson Plan / Presentation 30% 

4. Participation / Attendance 30% 

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

評価方法:Only English叩11be used in the classroom. 

Students wi11 need a B5 or A4 file and paper. 
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英語総合講座 m (mE-61) 
ベスパリー

BETH BARRY 

Women's Issues in Japan 
The goal of出iscourse is to give both women and men出eopportunity to discuss in English current 

issues for ]apanese women in Japan. Topics to be addressed will include sexual harassment， crimes 
against women， se.xual discrimination， abortion and child raising and the use of women's images and 、
bodies in the media. Students will be responsible for preparing newspaper articles， presentations and 
reports to share with the class. Students should be prepared to do an extensive amount of reading to 
prepare for each class. Students will also be responsible for contacting women's information agencies; 
for example， Group for Women' Rights and Se.xuality (Gurupu: Onna no Jinken to Sei) in the Tokyo 
area for reseaich， reports and discussion information. As part of this class， students will be introduced 
to women who have made significant contributions towards the advancement of ]apanese women in 
]apan during the students' lifetimes. (For example， Takahashi Nobuko， ]apan's first woman 
ambassador: assigned to Denmark， 1980.) Students interested in challenging their researching， 

discussion-and presentation skills will enjoy出isclass. 

評価方法:Attendance， participation in small group presentations， discussion leadership and 
responsible researching and repo凶ngto the class will be evaluated. 

テキス卜名:Binder from the copy center. "Women's Issues in Japan." 

注意事項:Maximum number of students: 25. Students should be very comfortable or ready to be 
challenged wi出 reading仕omEnglish newspapers 'and magazines. To be successful in 
this class， students must be willing to be responsible for preparation outside of class. 
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英語総合講座 m (mE-62) 
ルーシークッカー

LUCY COOKER 

Language through Soap Opera 

In this course we will be studying language through the medium of a British soap opera. A soap 

opera is a never岡endingtelevision drama， usually broadcast several times a week. British soap operas 

por位aythe lives of ordinary families and try to stay as close to everyday life as possible. Current social 

issues and topics are dealt wi出 throughthe lives of the characters. In class we will watch sections of 

出esoap opera， study the language used by the characters and look at the coIitext of出islanguage. We 

will concentrate on aspects which are not generally part of a typical university language learning 

experience such as modern colloquiallanguage， idioms， and slang. 

評価方法:Grading in白isclass will be based on attendance and participation， and demonstrated 

efforts and improvements in the following: frequent homework assignments， presenta-

tions， a research paper and an exam. 

テキス卜名:Handouts will be distributed in class. 

英語総合講座 m (mE-63) 
スティープンカ ツテイング

STEVEN CUTIING 

International Volunteerism 

4 単位
百二互事
後期

The goal of出iscourse is to provide a broad understanding of what it means to be an international 

volunteer. 

This class will explore the issue firstly from the point of view of the individual， and the impact白ata 

volunteer can make in the world as well as in his 'or her own life. Secondly， we will look at the 

viewpoints of recipients of aid and volunteer work and attempt to understa~d the ramifications of that 

work in local communities. We will examine several international aid and volunteer organizations such 

as， The Red Cross， The Asian Rural Institute， Habitat for Humanity International， and other 

government and non-government organizations， looking at how and where these organizations operate 

as well as how to get involved wi出 them.

Students will be expected to conduct some research in English as will as participate in English 

discussion groups and presentation groups. 

If possible there will be some international guest speakers. 

評価方法:Attendance， participation in class activities， homework assignments， one or two 

presentations， one research paper. 

テキスト名:Handouts of readings and articles， videos， material form the Internet 
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英語総合講座 E (mE-64) アーネストジョンソン

ERNESTJOHNSON 

Christianity and America is a course出atexamines how Christianity has influenced many aspects of 

American society such as business， education， and family life. This course seeks to give students a 

better perspective from which to view and understand American society. According to one major 

survey， over 90 percent of Americans believe in God. In order to be a more effective communicator on 

an international scale， cultural knowledge is priceless. Culture is intrinsically a part of language. For 

example， the term Christmas incorporates a large p紅 tof American society. 

This course will examine Christianity as the foundation of American society. Included in出is

course叩11be topics covering the relationship between American holidays， history， and sociaJ.Jeaders 
and Christianity. 

評価方法:Grades in出iscourse will be based on class participation， quizzes， paper. Details will be 
announced at the beginning of the course. 

テキスト名:Handouts will be provided 

英語総合講座 E (mE-65) 
オーウ エンジヱ ーム 1

OWEN JAMES 
マ イ ケル ラン グ

MICHAEL LEUNG 

Improving your English with the World Wide Web 

4 単位
3-4年
福一一扇

This course introduces students to many new ways出eycan use computers and the World Wide Web 

仰WW)to improve出町English.

An ability to use a range of computer and Web-based resources enables students to enrich their 

language learning experience and learn in ways that meet their preferred individuallearning styles. 

Each week the course looks at new software or a different WWW based resource， teaches students 

how to use it， and provides meaningful activities to develop Reading， Writing， Speaking， and Listening 
skills. 

評価方法:Attendance， Course Portfolio， weekiy activities， and one presentation. 

テキスト名:Teacher prepared materials only. 

注意 事 項:1. The course assumes that students have a strong interest in computers and the 

Internet for English language learning. 

2. Students should also know how to start up a computer， log on to a networked 

computer， and how to start programs running. To make the most of the course， 
students should also have some experience of using word processing software， email 

and the Web. 

3. This is an English only course. 
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英語総合講座 m (mE-66) 
吉か た やす よ

阪田恭代

East Asian International Relations 

This course is for those interested in contemporary issues in East Asian Relations in the areas of 

politics， economics and foreign policy and security. 

Students will be required to read the materials assigned， participate in discussions， give oral 

presentations and write a final paper. 

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

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

テキスト名:Class materials will be provided. Materials will be taken from the units developed by 

SPICE(Stanford Program for International and Cross-Cultural Education)， Choices的

International Conflict: With a Focus on Security Issυes in As白， and other relevant 

texts. 

注意事項:・ Detailswill be provided in the first class. Presentation schedules will also be worked 

out， so attendance is imperative. 

. This will be an intermediate to advanced-level course， and background in intemational 

relations is strongly recommended. 1t will be useful for those interested in the United 

Nations Association Test of English(UNATE)(levels B， A， Special A) and for study abroad 

in intemational relations. 

英語総合講座 m (mE-67) 
とく なが み さと

徳永美腕

4 単位

3-4年

後期

1t has been proposed出atJapanese must leam how to communicate in English rather than study 

English for a College Entrance Examination. What does that mean? Communicating in English with 

native speakers of English certainly requires one to have integrated skills of the language. The 

integrated skills can be obtained by leaming the firm foundation of grammar， grasping the conceptual 

meaning of words， and the pragmatic principles of the use of the language in the culture. 1n出is

course， we will read some essays on language and think about what we really need to understand for 

acquiring a foreign language and moreover the meaning and functions of language itself for our 

growth. 

The students are required to read each essay carefully and thoroughly. We will discuss the content of 

出eessay and exchange our opinions in class. 1t is a basic requirement for the students to speak 

English wi白 correctgrammar and proper choice of words and phrases. This is quite important for 

their future improvement of English. 

評価方法:Attendance， Preparation， Discussion & Report 

テキスト名:Lummis， D.， HiII， A.， Langacker， R. & Keller， H. 1977. Essays on Language. 

Kirihara Shoten. 
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英語総合講座 m (mE-68) ポールボズウエル

PAUL BOSWELL 

The Self and Society Accross Cultures 

This course will review a number of psychological cons住uctsand， theories that attempt to explain 

cross-cultural di任'erencesin self-construal， socialization and cultural identity. 

評価方法:1. Class participation 20% 

2. Oral presentation 30% 

3. Quizzes 2096 

4. Final exam 3096 

テキスト名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-69) 
アリステアヴアンムーア

ALlSTAIIR VAN MOERE 

Ethics and Religions 

The course looks at four main ethical issues in turn: 

-Marriage， Family and Sexual Relationships 

-Abortion， Euthanasia and Medical Ethics 

-Capital Punishment and Law 

-War and Conflicts 

These are studied in light of recent historical examples and personal opinions from real people. As 

each issue is introduced， the perspective of each of the six major world religions ・Sikhism，Buddhism， 

Islamism， Hinduism， Christianity and ]tidaism -is given regarding that issue. All of the views are 

represented without bias， as being neither co町民tnor incorrect. 

The course has two main objectives: 

1. For students to learn about the world's main religions， and understand t:te di直erentstandpoints 

出atpeople who follow these religions have towards each ethical issue. 

2. For students to explore their own opinions about the issues for themselves. 

The course is centred around a colourful and easy-t<かreadtextbook used in the English High School 

curriculum， which draws interesting and authentic quotes from religious leaders and books (the Bible， 

Koran， etc) of all 6 religions. 

評 価方 法:Grades will be based on Attendance and Participation， and a short multiple-choice test for 

each of the four topics listed above. 

テキス卜名:to be used... J Rankin， A Brown and P Gateshill， Ethics and Religions， Longman， 

1991. 
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英語総合講座 m (mE-70) 
ダイアンナガトモ

DIANE NAGATOMO 

Critical Thinking and Intercultural Awareness 

This class continues where the spring semester class left off. However， it is not a requirement to 

take this cJass in the spring. It will be divided into two parts. One pa此willfocus on North American 

culture. Students will participate in conversations， dialogues and role plays. Through these activities 

students will become proficient with a v紅白tyof cultural situations and self-confident about their ability 

to communicate. Topics to be covered are: Participating in Social' Events， Shopping， Using the 

Telephone， and Going to the Doctor. The second part of the class focuses on current topics taken 

from newspapers and magazine articles. Students will read and discuss articles and write week1y 

summaries about them. 

評価方法:reading preparation and homework 20% 

week1y written summaries 40% 

group projects 30% 

attendance and participation 10% 

テキスト名:Culturally Speaking (second edition) by Rhona B. Genzel and Marth Graves Cumm・

ings， published by Heinle & Heinle. 

英語総合講座 m (mE-71) 

Global New Issues 

すぎ やま

杉山
はじめ

肇

The aim of出ecourse is to lead you to a realization of出egraveness new global issues pose us ， and 

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

A variety' of topics will be dealt in出iscourse， but all are concerned with the main theme :出e

meaning of globalization to mankind. There will be in-class research studies regularly and individual or 

group presentations followed by group discussions . 

Students are expected to participate actively in c1assroom activities which aim to make you find 

yourself answers to global problems you choose. The discussion weighs specially in the c1ass~ 

/ 

評価方法:Attendance 10% 

Class participation (research 20 % ， presentation 20%， discussion 30%) 70% 

Paper 20% 



英語総合講座 m (mE-72) 
ジョンウエンデル

JOHN WENDEL 

Second Language Acquisition 

Course description: This introductory course will examine a broad range of topics including the 

cognitive processes underlying second language acquisition， comprehension， and production; and the 

effects of individual differences， and motivational and social factors， on second language learning. In 

addition， we will consider a range of topics relevant to the second language language learner such as 

learning strategies and approaches to second language teaching. 

評 価方法:Attendance， participation in c1ass activities， homework assignments， an end-of-term 

presentation， and two examinations will be evaluated. 

テキス卜名:How Languages Are Learned (1999) by Patsy M. Lightbown & Nina Spada. Oxford 
University Press. 

英語総合講座 m (mE-73) やす だ えっ

安田悦子

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

other gives you enjoyment. Literature appeals to your senses and makes you appreciate meanings of 

life. In this course， students will read selections from the masterpieces of English and American 

literature which have the theme of a journey in common. In the second semester， we will read 

nineteenth-century to tWentieth-century American prose and poe位y.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 will be出usenhanced， along wi出 acquisitionof knowleadge in basic literary terms. 

For most students， who may be beginners in reading、literature，this course wi1l offer a chance to 

explore the unknown， a journey of discovery in the world of literature. 

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

テキス卜名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-74) マリオンガスキル

MARION GASKILL 

Scottish Cultural Studies 

In this course you will learn about Scottish language and culture from both a historical and 

contemporary perspective. First， the more romanticized and nationalistic riotion of 'Scottishness' will 

be examined through language， legends， traditions and a brief look at the historical events which have 

shaped Scottish consciousness and identity. You will watch movies and documentaries to gain a better 

understanding of Scotland's past. Next， the course will deal with current social concerns， whereby 

Scottish opinions will be heard and discussed. This will involve the use of videos to in住oduceyou to 

present-day Scottish English usage and pronunciation. 

評価方法 :Participation in class activities， group mini-projects， presentations and tests. More details 

will be given at the start of出ecourse. 

テキスト名:No textbooks are required for this course. Handouts will be provided in class. 

注意事項:Maximum number of students: 25 

英語総合講座 m (m'E -75) 
吉曹 やま うた

崎山詩子
4 単位

3-4年
後期

The family which has been one 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. 

The course attempts. to consider them through concrete themes as a new style of family， single 

parent， adoption of children and child abuse in the family. It also仕iesto create opportunities for the 

ぬldentsto think these problems as their 0明 1future issues. The students are encouraged to establish 

their viewpoints and express their positions. 

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

Press). Films will be used to illustrate也eareas studied. 

評価方法:Will be explained in class 

テキスト名:Handouts will be distributed. 
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英語総合講座 m (mE-76) 
さき やま うた

崎山詩子
生主主主
3-4年
福一一葡

Wi出 thedevelopment of modem technology and medicine， what was impossible a generation ago is 
now scientifically possible. 1t is thankful出atmany lives have been saved and thousands of illness 

detected and/or cured. While continuing scientific advances extend our biological options，出eyalso

present major moral and ethical dilemmas. 

The aim of the course is to provide students with ethical discussions on medical issues. Issues 
included are animal and human cloning， gene therapy， eugenics and organ transplants. The students 
are encouraged to express their opinions in various ways. 

Reading materials will be taken from new papers and magazines and films will be used to illustrate 

出e紅 easstudied. 

評価方法 :Will be explained in class 

テキスト名:Handouts will be distributed. 

英語総合講座 m (mE-77) 
モーガンギプソン

MORGAN GIBSON 

HOW EXPATRIATES VIEW JAPAN 

4 単位

3-4年
福一一葡

Students will leam how various Arnericans living in Japan see出IScoun仕y，work and raise families 

here， understand and misunderstand the ]apanese people， and cope with cross-cultural conflicts. 
Students will learn how to read， interpret， analyse， and evaluate informative articles by critically 
discussing the award-winning periodical，め10tOfournal， and related films. Exemplary articles are: 

Arnerica's Japan since 1853 

Children of Japanese and Arnerican Parents 

Arnerican Militarism in Japan 
The Fate of Ancient ]apanese Forests 

A Chinese-American Poet in ]apan 

American Meat on Japanese TV 

Philosophizing in the Void 

評 価方法:Students will be expected to read the articles and related outside readings with care and 
insight; habitually use a dictionary; write notes on their reading， thinking， and the class 

discussions; speak regularly in class， individually and in groups; and write a midsemester 

exam and a final exam. 

テキスト名:Kyoto Journal #40 (1999)， available at the Bookstore. 
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英語総合講座 m (mE-78) 
ヲレイグハワード

CRAIG HOWARD 

Perspectives of New York City 

The goal of this course is to develop English proficiency 鈴 wellas computer literacy while learning 

the history of NYC. Students are required to read texts， and participate in online discussion via email 

withp釘 tnerstudents studying similar topics at出eCity University of New York. 

Pivotal topics in the History of New York City， as well as NY's identities， images and stereotypes will 

be discussed in class， and via email with CUNY students. Topics may include but are not limited to: 

. Henry Hudson and The Nati"e American Populations of the Hudson Valley 

. Ellis Island and the INS 

• Jacob Riis and the struggle for air and light in NY's turn of出ecentury tenement slums 

• John A. Roebling and the Brooklyn Bridge 

• Frederick Law Olmstead and Central Park 

. The many immigration waves that created present day NY 

評価方法:Grades will be based on attendance， participation， a final presentation， and an end of 

term exam. 

テキスト名:A number of different sources will be utilized throughout the course. These include 

handouts， online postings， and Email from classmates in New York City. 

注意事項:You will need a web based email account， and an open mind. 

英語総合講座 m (mE-79) 
やす だ えっ

安田悦子

American Literature 11: The American Renaisseance 

The nineteenth-century American literary scene is sometimes referred to as the American 

Renaissance. There emerged a number of great writers such as Emerson， Thoreau， Poe， Hawthorne 

and Melville. This course will familiarize students wi出 thesewriters by examining their writings and 

their styles. Students will form teams and each team will lead a class discussion on the subject it has 

chosen and prepared. Active participation in the class discussion is required. 

評価方法:Assessment叩11be based on attendance， class pariticipation， one oral presentation wi出a

written summary， and a paper at白eend of the semester. 

テキスト名:To be announced. 
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英語総合講座 m (mE-80) 

Health， Nutrition， and Physical Activity 

マイケルラング

MICHAEL LEUNG 

Health and well-being are some of the most important aspects of a person's life. This course will 

explore the interconnections between health， nutrition and physical activity from a university student's 
point of view. 

Topics to be covered will include: 

1. basic health and general well-being 

2. nutrition， vitamins and food 

3. stress and coping明白 stress

4. physical activity. 

Practical sessions. Basic understanding of how the human body functions will act as a basis for出is

course. Lectures may be supplemented with practical sessions in some of the following areas. Some 

sesslOns reqmre sports wear: 

1. home exercise 

2. aerobics 

3.yoga 

4. budget food shopping with nutrition in mind 

5. martial arts (kung fu， karate) 

評価方法:This叩IIbe based on attendance， presentations， quizzes and tests. 

テキス卜名:Handouts will be provided. 
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英語総合講座 m (mE-81) 

Health， Nutrition， and Physical Activity 

マイケルラング

MICHAEL LEUNG 

Health and well-being are some of出emost important aspects of a person's life.百lIscourse will 

explore the interconnections between health， nutrition and physical activity from a university student's 

?oint of view. 

Topics to be covered will include: 

1. basic health and general well-being 

2. nutrition， vitamins and food 

3. stress and coping閉山 stress

、 4.physical activity. 

Practical sessions. Basic understanding of how the human body functions will act as a basis for出is

course. Lectures may be supplemented with practical sessions in some of the following areas. Some 

sessions requrre sports wear: 

1. home exercise 

2. aerobics 

3.yoga 

4. budget food shopping明白 nutritionin mind 

5. martial arts (kung fu， karate) 

評価方法:This will be based on attendance， presentations， quizzes and tests. 

テキスト名:Handouts will be provided. 
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Language Lab A・B・C・D だまみ

植田麻実

The aim of出iscourse is to improve the overall pronunciation and listening comprehension of出e

participants. Through practicing pronouncing individual sounds， words， and sentences， you will leam 

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 both a textbook and handouts， which will help you to 

know how， in completed pieces of work， they are used artistically as well 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 墨
田==目F

A F リチヤードハンフリーズ

RICHARD HUMPHRIES 

一一
一

Journalistic English 

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

otherwise. ln order to keep current with events and topical issues we need to possess effective skills in 

understanding and analyzing media language. 

Students will develop conversational skills to enable effective current affairs discussions. They will 

a1so create出eirown media-study texts using newspaper， magazine， and Intemet resources. The major 

focus will be on discussion skills but vocabulary building activities will also be used. 

評価方法:The final grade is based on attendance (20%)， participation (25%)， tests (20%) and on 

persol1al media notebooks (25%). 

テキス卜名:T extbooks to be used 

注意事項:students will create their own 



時事 英 語 B ・ D . I . K すぎ やま

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、テープを利用したり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。
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テキスト名:副島隆彦， Modern American Discourse (現代アメリカを読み解く)， 

盆星堂， 99p.，￥1，650

時事英語 C 福田守利

英字の新聞、遡刊紙、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 1回のみ。平常点、出席を重視する。

テキスト名: rアメリカ商事法辞典』 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。

一 63-



時事英 き五
ロロ E し

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 1回のみ。平常点、出席を重視する。

テキスト名: rアメリカ商事法辞典』 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 事英語 G. H・M.N おお まがりしよう いち

大 曲 正

英和辞書だけを頼りに英字新聞やTime、Newsweek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。かなりの英語カを備えていても、書か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ニュース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遜じて、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、授

業の進み具合をみて出来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。

テキスト名:浅野放己・岡部朗一編、 WorldNews today， 2002宣星堂
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Business English 1 A・B
スティーブンレンシヤウ

STEVEN RENSHAW 

This course provides principles and practice in communicating in English within the context of 

intemational and multi-cultural business settings. This is not a course in English grammar or writing 

skills; it is a course in English communication. Taught by a native speaker of English， the course is 

designed to pro吋dean atmosphere in which you can (1) develop and articulate personal values and 

goals relative to your own career， (2) gain confidence in expressing yourself in English not only in 

writing but in a v訂 ietyof communication contexts， and (3) develop a greater sensitivity to cultural 

diversity in the work place. 

評価方法:Grades will be based on出eapplication of English Business Communication principles to 

specific communication setting~・ Majorassignments include: 

1. A personal assessment of career values and goals 

2. Preparation of a resume in English 

3. Participation in a business interview (job or other) in English 

4. A public presentation in English 

Since much of the course involves discussion and response to other c1ass members， 
attendance is mandatory. Three unexcused absences will result in lowering your final 

course grade by 10%: 

テキスト名:Textbook to be announced. Lectures and activities will be supplemented by handouts 

and other material supplied by the instructor. 

注意 事 項:Maximum Class Size: 25 

To get the most from this class， you should have at least a C-Level of English Proficiency 

(500 on TOEFL or similar score on Equivalent Exam). 

The Internet is playing an increasingly important role卯ourlives. Schedules， special 

notices， cJass information， and other material will be available online at the following 

URL: http://www2.gol.com/users/stever/BusEngI.htm 

Please check this page regularly. It is i-mode compatible and can be reached by ordinary 

browser or any intemet compatible mobile device. 
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Business English n A・B
ス テ ィ ー プ ン レ ン シ ャ ウ

STEVEN RENSHAW 

This course provides principles and practice in communicating in English within the context of 

international and multi-cultural business settings. This is not a course in English grammar or writing 

skills; it is a course in English communication. Taught by a native speaker of English， the course is 

designed to provide an atmosphere in which you can (1) develop and articulate personal values and 

goals relative to your own career， (2) gain confidence in expressing yourself in English not only in 

writing but in a variety of communication contexts，包nd(3) devel'op a greater sensitivity to cultural 

diversity in the work place. 

評 価方 法:Grades will be based on the application of English Business Communication principles to 

specific communication settings. Major assignments include: 

1. Development of a business plan 

2. Participation in a business group project 

3. Written evaluation of problem solving in business groups 

4. A public presentation in English 

Since much of the course involves discussion and response to other class members， 

attendance is mandatory. Three unexcused absences will result in lowering your final 

course grade by 10%. 

テキス卜名:Textbook to be announced. Lectures and activities will be supplemented by handouts 

and other material supplied by the instructor. 

評価方法:Maximum Class Size: 25 

To get the most from白isc1ass， you should have at least a C-Level of English Proficiency 

(500 on TOEFL or similar score on Equivalent Exam). 

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and other material will be available online at the following 

URL: http://www2.gol.com/users/stever/BusEngII.htm 

Please check this page regularly. It is i-mode compatible and can be reached by ordinary 

browser or any inter:net compatible mobile device. 
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Business English 1 C・D・G・H
なか がわ きち

中川 i 幸子

ビジネス通信文の書式とビジネスマンとしての典型的な設定での英会話

ビジネス通信文の書き方を学ぴ、簡単な通信文を書けるようにする。

設定に応じた基本的な英会話を学ぶ。学習内容は次のとおり。

1求められている人物像や履歴書とカバーレターの作成方法について学習する。

2面接での基本英会話を修得する。

3ビジネスレターの校正と形式を学ぴ、実際にビジネスレターを作成する。

4社内メモの校正と形式を学び、簡単な社内メモを作成する。

5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。

6 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。

7面会での挨拶、交渉時によく使われる典型的な英会話を学ぶ。

評価方法:出席重要視(特に授業中での積極的な発言重要視、また欠席の場合必ず毎回の届け出

必要)、提出物、小テスト及び筆記テストの総合評価。

テキスト名:r外資系企業に入るための履歴書と面接の英語jマイケル・ギリオーニ著 辻由起子訳

I英文ビジネスレター文例集 厳選120J土屋祐子著 JamesMoore監修

fBusiness Venture 1 J Roger Barnard and Je何Cady著 OxfordUniversity 

Press出版

注意 事 項 :1 会話練習の時は、授業中ビデオやカセットテープを使う。

2 宿題はワープロ又はパソコンで作成されたものを提出すること。
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商業英語 I A. B. C ゃま だ ともあき

山田朝昭

Business Letter Writing -Basic 

貿易の流れに沿って、国際取引で実際に使われている英語を学習し、 BusinessLetter Writingの

基礎を身につける。 英文書状作成の際は、作成者の messageが相手に正しく伝えることが出来る

ように、貿易実務の基礎的な知識も併せて指導する。「商業英語検定試験CクラスJレベルを目標と

する。

学習内容は概略下記の通り。

1. 取引先の選定

2. 信用照会

3. 取引の申し込み

4. 引合

5.オファ-

6.契約

7.信用状

8.船積

評価方法:筆記試験および授業に積極的に参加したか等を総合的に評価する。

テキスト名:田中武雄 I初めて学ぶビジネス英語J成美堂

練習問題は追加として handoutを配布する。

商 業 英 き五
ロロ E 

ゃま だ ともあき

山田朝昭
4 車!lli
Tτ互草
福一一雨

Business Letter Writing -Advanced 

国際取引のプロセスを理解しながら、貿易実務に則した例文を通して、ビジネス・コミュニケー

ションの手段としての BusinessLetter Writingを学習する。 商社またはメーカーの貿易部門での勤

務を円滑にすることを目標とする。

学習内容は概略下記の通り。

1 . 取引先の選定と取引申し込み

2. 信用照会

3. 引合

4. ヲ|合の返事

5. 売り申込み

6. 反対申込み

7.承諾

8.注文

9.注文受領確認

10.注文辞退

11.信用状の発行

12.信用状の修正

授業の後半には、実際のビジネスの場面での会話形式の英語を学習し、 roleplayingによる発話の

練習も行う。

評価方法:筆記試験、課題レポート、授業に積極的に参加したか等を総合的に評価する。

テキスト名:浦辺茂男、山本洋志 I新しい商業英語j南雲堂

注意事項:受講者は「商業英語 1Jを既に履修していなければならなし、
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2)中国語学科

J 申 国 量五
ロロ 総 .0. 

Eヨ

6 !t! i立
1 年
逼一一軍

確かなコミュニケーション能力を身につけ、生きた言葉として中国語を運用できるようになるた

めには、まず第一に正しい発音と確かな文法力を身につけなければならない。

この講義では、正しい発音ができるように徹底した指導をすると共に、主に下記の二冊の教科書

を用いて基礎の文法を学びつつ読解力をつけ、更に書く、話す、聞くなど、中国語の総合的な能力

を高めていく 。

評価方法:出席、平常テスト、期末試験の三点から総合的に評価する。

テキス卜名: r簡問実用漢語読本(全一冊)J(東方書盾)

大内田三郎『中国語文法参考書』融河台出版社

中 固 量五
ロロ 作文

たかはし うみ お

高橋海生
芝草在
1 年
通年

f中国語総合 1Jと並行して、中国語の基礎カの修練に当たるが、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:小テストと定期試験の結果で評価する。

テキスト名:初般から中級へ 中国語作文一改訂版ーJ郭審賀、徳永淳子、高橋海生、白帝社

その他

Q
U
 



4 車「直
1 年

重二二至

本講義は、中国語を使って実際にコミュニケーションができるようになることを目標とする。最

初は、中国語の発音に重点を置く 。耳を通して中国語の発音を聞き、口で発音し、目で確認する。

基本的な表現を繰り返し練習することによって、無理なく中国語の発音や基本文法を身につけ、筒

中 国 塁
間==ロ

.0. 
Z玄 言言 ル農

クアン

光

単な会話ができるようにする。

中国語を使って会話の楽しみを感じてから、さらに学生の学習態度、知識欲に合わせて徐々に高

いレベルの練習を加えることとする。

評価方法:出席率、学習態度、授業内テスト、定期試験により総合的に評価する。

テキスト名:塚本塵ー監修浜田ゆみ著『最新実用中国語会話・ジュニア編~ 2∞2 

注意事項:本クラスは、「日本政治論Jから継続した内容となるので、前期から続けて履修する

ことを期待します。

中 国 軍
ロ==ロ 総 .0. 

Eコ E 
しろ雨漏寸丙 ぇ
白銀志栄
はま だ
浜田ゆみ

6 一面
豆一一葦

通 年

一年時に学習した中国語の基礎を土台に、発音、聴解力に磨一きをかけ、更に多くの文法事項を学

習し、中国語の運用能力を高めることを目標とする。

評価方法:出席、小テスト、発音テスト、夏休みの課題、中間・期末テストを総合して評価する。

テキス卜名: r簡問実用漢語課本j東方書庖

嫁本慶一監修「憲新実問中国語会話j鳳書房

竹島金吾著 f練習申心トレーニング申国語j白水社

大内田三郎著「中国語文法参考書一基礎からよくわかるーj随河台出版社
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__'_ I2単位

;光 |2 年
|通年

本講義は2年生を対象にして、中国語の作文能力を身につけ、さらに文章力を高める目標とする。

具体的な方法は、次のとおりである。まず、中国語の基本文法を復習しながら、中国語の文章を読

む練習に重点を置く。これを通して、学生の中国語文章に対する理解力を強化する。

こうしているうちに、練習は中国語が読める段階から書ける段階へ進む。正しい文章が書けるこ

とを前提にして、さらに美しい表現、力のある表現ができるように学習し、繰り返し練習する。

中 国 吾玉
ロロ 作 文 E 農

評価方法:出席率、学習態度、授業内小テスト、定期試験により総合的に評価する。

テキスト名:程美珍・高橋海生 著『中国語作文(中級).11自帝社、 1997

中 国 語
.0. 
ZコE 言言 E 

ドウアン

段
亙一年一年一

一2
一2
一週

間
威
一

本課程以提高双t昔日清能力方教学目的.在矯加河正量、理解諜文内容的同時，

対双活口議中経常出現的活言現象，1人句型到語法遊行主件解和担鏑.通辻深堂対

活和相美書家コヲ，着重世l結集和提高日清理解能カ与表迷能力.

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』皿書房
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L L 中 国 雪量
ロロ

ドウアン

段

本課程側重子双議所、視能力的強化測!翁1. 通道学耳3和喜志耳3.提高対双活口罷清

音的勢jjlJ能力，カ求倣到清音活澗准碗，活言表迷基本流肱培券迅速、准碗的

双活折m能カ.

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憲新実用中国語会話』鳳書房

威

中国文学講読
しろ がね ゆ曹 え

白銀志栄

言言flil
2""一軍
通年

4 車在
百二互主主
通年

中国語の文章の読解力を向上させることを目標にする。現代の小説、随筆、評論、新聞記事など
を教材として、文章の意味を正しく読解できるようにする。その過程で、文法知識をしっかり身に
付ける。

評価方法:出席状況、授業中の発表、レポート筆記試験の成績を総合して評価する。

テキス卜名:張嵐那主編 f漢語系列閲蹟j北京語奮学院出版社 i
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I %. ft(~ ー晶 |4 単位
面緩急呆 |3-4年

|通年

中国語の文章の読解カを更に向上させ、多読、速読できるようにする。教材は出席者の希望に沿

中国文学講読 E

って決めたい。

評価方法:出席状況、授業中の発表、レポート、筆記試験の成績を総合して評価する。

テキス卜名:未定

川」 事 中 国 き墨
田回 塚本慶

一一
一

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<Jについての能力を

下記のテキスト等を遜じて学び、時事中国語に関する表現、文体や文章を即説即解的に理解し、そ

してCCTVを始め各種メディアを聞き、見ながら、即座に翻訳・通訳することにより、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、「中国語通訳法 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(受講者数は20人前後とする)。

評価方法:成綴の評価は、出席率・平常点及び試験等を総合的に判定する。

テキス卜名:輿水 値『新問中国語(第2版)J東方書庖

北京-放送局『中国語の世界』東方書庖
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時 事 中 国 墨
田

Z
Z円
胆 E 塚本慶

生皇亙
3-4年
後期

「時事中国語 1Jの継続。

なお、受講対象は原則として、 3年生で、「時事中国語 1Jを履修済みの学生とする。

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 値『新間中国語(第2版H東方書信

北京放送局 『申国語の世界』東方.盾

中国語翻訳法 鍾
ホァ

敬華
4 車百
3-4年
前一一葡

日中翻訊 I

基礎文法の知識を繋理し、発展させ、中国語で表現するカを養う。

日本語の短い文を中国語に翻訳しながら、文法知識の整理と応用をめざす。

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:プリン卜等を使用

注意事項:指定した課題は、必ず授業前に訳しておくこと。辞書類は必ず持参。
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中国語翻訳法 E 鍾

日中翻駅E

敬華
生亙亙
3-4年
福一一雨

中国語翻訳法11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カを養成するこ

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。

テキスト名:プリント等を使用

中国語通訳法
っか もと けい いち

塚本慶一

「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、シヤ

ドクイング、サイトラ等の訓練を通じ、異文化コミェ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 1Jを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(受講者数は15人前後とする)。

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決定する。

テキスト名:塚本直一 『中国語通訳』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 塚本慶一

f中国語通訳法IIJは「中国語通訳法 1Jの継続で、引き続きLL教室で、テキスト及ぴ現場の資

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、遜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。

テキス卜名:嫁本慶一『中国語通訳』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

中国語討論・スピーチ 1. n 刊丁 荊

中国語表現法

あらゆる角度から使用頻度の高い話題や受講者が関心を持つ話題を取り上げ、発表、質疑応答、

討論などの方法を通じ、受講者がさまざまな話題について話し合いと討論、スピーチの能力を身に

つけていくことを目標とする。 Iは基礎的なゐのを中心とし、 Hは話題の領域をより広く広げ、中

国語の表現力と対応力を向上させることに重点をおく。

評価方法 :出欠席や受講態度、教室での発表などを総合的に考慮する。

テキスト名:随時指示する。
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3)スペイン語学科

|スペイン語基礎 1 (a) 
6車亙
1 年
前期

スペイン諮は国連の公用語であると同時に、スペインおよびラテンアメリカ諸国など20カ国以上

で母語として話されている言語で、米国のスペイン語話者ヒスパニックも含め、まさに21世紀の国

際語であると言っても過言ではない。スペイン語を学ぶことはスペインやラテンアメリカの歴史文

化に触れることでもある。ぞうして各自の中にスペイン語圏の文化世界が形成される。スペイン語

を学ぶ意義はそこにある。初年度前期のスペイン語基礎学習では現在時制の動詞の活用、基本的な

文構造(文訟)の理解が重要となるが、基本単語1000語を習得し、f聞く、話す、読む、 書くJの

4要素を念頭におき、実際に発話してスペイン語のコミュニケーション能力を養成することを目標

とする。週6回の授業は日本人教員3名、ネーティプ教員3名の計6名の教員が分担して担当する。

評価方法:小テスト(動詞・単語テストなど)、定期試験、出席状況などの平常点を加味して総

合的に評価する。

テキスト名:未定。サブテキス卜として神田外語大掌スペイン語学科編 (SLI:Spanish Language 

Institute)の教科・(プリント)を併用する。

注意事項:初年度は演習中心の授業となるが、初学の者には最初がきわめて重要であり、予習・

復習を励行したうえで毎回授業に臨まれたい。

スペイン語基礎 1 (b) I 
I 6  "単位|
|1 年|
|後期|

前期の fスペイン語基礎 1 (a) Jで学んだ文法事項をさらに発展・深化させ、スペイン語の基

本的文構造を理解したうえで、スペイン語の運用能力を高めることを目標とする。スペイン語のコ

ミュニケーション能力を向上させるためには、積極的に授業に参加し、並行して語集力をつけるこ

とは不可欠の条件となる。後期におけるスペイン語の基礎学習は、直説法点(線)過去完T形、未

来形などの時制における動詞の活用、再帰動調の用法、無人称表現などが中心となる。前期と同じ

く、週6回の授業は日本人教員3名、ネーティプ教員3名の計6名の教員が分担して担当する。

評価方法:小テスト(動詞・単語テストなど)、定期試験、出席状況などの平常点を加味して総

合的に評価する。

テキスト名:未定。サブテキストとして神田外語大学スペイン館学科編 (SU:Spanish Language 

Institute)の教科書(プリント)を併用する。

注意事項:演習中心の授業となるが、前期にもまして予習・復習を励行したうえで毎回授業に臨

まれたい。
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スペイン語基礎 n (a) 
6 !吾E
2 年

重二二重

1年次の「スペイン語基礎 1 (a) (b) Jで習得した基礎的な学習事項をより発展させ、より高

度な語集と文法の総合力をつけ、スペイン語の運用能力をさらに高めることを目標とする。前期の

文法学習は時制、再帰動詞の用法、無人称表現についてさらに深化させた授業が、またスペイン諮

で表現するスペイン語作文にも力点が置かれ、さらに会話能力を向上させる実践的授業が展開され

る。週6回の授業は日本人教員3名、ネーティプ教員3名の計6名の教員がより高度な「話す、聞

く、 書く、読むJ授業を分担して担当する。

評価方法:小テスト(単語テストなど)、定期試験、発表や出席状況などの平常点を加味して総

合的に評価する。

テキス卜名:文法/講読:未定

作文神田外語大学スペイン語学科 (SU:Spanish Language Institute)編『スペイン

語作文基礎 ComposicionEspanola Bおic叫を使用する。

注意事項:スペイン語基礎 Iと問機に演習科目には予習・復習を励行したうえで毎回授業に臨ま

れたい。

スペイン語基礎 n(b) 
6 !吾在
2 年
福一一両

前期の「スペイン語基礎II (a) Jで学んだ学習事項を発展させ、より高度な語集と文法の総合

力をつけ、スペイン語の運用能力をさらに高めることを目標とする。後期の文法事項は接続法の用

法を中心に、直説法と接続法の違い、接続法現在(過去、現在完了、過去完了)、さらに現実的

(非現実的)条件文などより高度な文法事項についての学習が中心となる。またスペイン語による

表現力を養成するためにスペイ vン語作文の演習にも力点が置かれ、週6回の授業を日本人教員3名、

ネーティプ教員3名の計6名の教員が「話す、聞く、書く、読むJを分担して担当し、より高度な

会話能力を高めるための実践的な授業が強化される。

評価方法:小テスト(単語テストなど)、定期試験、発表や出席状況などの平常点を加昧して総

合的に評価する。

テキス卜名:文法/講読:未定

作文神田外語大学スペイン語学科 (SLI:Spanish Language Institute)編『スペイン

語作文基礎 ComposicionEspanola BasicaJを使用する。

注意事項 :いうまでもないが専攻語科目には予習 ・復習を充分に準備したうえで毎回授業に臨ま

れたい。
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スペイン語研究 1- 1 

言語時評講読

え とう いち ろう

江藤一郎

スペインの雑誌や新聞でとりあげられた言葉の特集記事を読んで、スペイン語の読解のカが摘す

ような授業にしたいと思っている。時聞があれば、今年は一般の人向けに書かれた、教養のためと

思われる、スペイン語の歴史の本の一部も読んでみたいと思っている。

評価方法:学期末試験を行う。

テキス卜名:プリント (Criadode Val， Manuel:Historia ilustrada de la lengua espanola) 

スペイン語研究 1- 2 
みや もと ひろ し

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集力の増強を図る。

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:毎時閑予習が必要。教室で辞書を引いていたのでは簡に合わない。

、、、
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スペイ ン語研究 I 3 江藤一郎

言語時解講読

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)やRamonCarnicer (Desidia y otras lacras en el lenguaje 

de hoy， 1983， Planeta)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「ことば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:学期末に試験を行う。出席も重視する。

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 1-1、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。

テキス卜名:前期と同じ。

注意事項:前期と同じ。
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スペイン語研究 n-1 
ほん だ せい じ

本田誠

スペイン語研究11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(スペイン誇)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。この授業ではセルパンテスをはじめとする黄金世紀文学に関する題材を用いて、

文学と歴史のスペイン的なあり方について考える。

評価方法:筆記試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキス卜名:アメリコ・カスト口の著作より掠粋してプリント配布する。

スペイン語研究 n-2 ロベルトオエスト

ROBERTO OEST 

ラテンアメリカの文学作品を原文で読みながら、文学における言語表現に対する理解を深めるこ

とがこの授業の狙いである。この授業では各々の作品を通じて多様なラテンアメリカの人々の文化

を考える。

評価方法:定期試験と出席点、及び平常点を参考に総合的に判断する。

テキス卜名:あらかじめにプリントを配布。
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スペイン語研究 n-3 本田誠

この授業はスペイン語研究11 (前期)の継続であり、同質の内容である。セルパンテスをはじめ

とする黄金世紀文学に関する題材を用いて、文学と歴史のスペイン的なあり方について考える。

評価方法:筆記試験と出席点、および平常点を加味して総合的に判断する。

テキスト名:アメリコ・カスト口の著作より抜粋してプリント配布する。

スペイン語研究 n-4 ロ ベルトオエ スト

ROBERTO OEST 

「スペイン語研究11・4Jは基本的に「スペイン語研究II-2Jの継続で、内容はラテンアメリカの

文学作品に加えて、スペイン諸に翻訳された日本の名作をも取り扱うことによって比較文化的なア

ブローチを試みる。語学の熟達のほか文学と文化に対する理解を深めるのが狙いである。

評価方法:定期試験と出席点、及び平常点を参考に総合的に判断する。

テキスト名:あらかじめに配布する。
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ス ペイン語研究 m-1 
アンヘル プラーボ

ANGEL J.BRAVO 
三三正直
3-4年
前期

翻訳を過しての文法の学習

この授業ではさまざまな日本語の文章をスペイン語に訳しながらスペイン語の語順，思考の過程

を学んでいく 。それぞれの言語で文章が意味をなすための独自の語順があり，それは文化の重要な

側面の 1つである。これは統語論といわれるもので、この学習によって言葉を理解するだけでなく、

感じ取ることができるようになる。言葉を理解するレベルから感じるレベルに達したとき、初めて

その外国語を流暢に話すことができるようになると言えるだろう。

評価方法:授業への参加:授業ごとに翻訳練習問題を必ず予習し、指名された者が板書する。出

席は成績評価に考慮される。授業で取り上げた練習問題の翻訳および作文からなる期

末試験を行う。

授業への参加態度 35% 

出席 15% 

期末試験 50% 

テキス卜名:プリントを配布する。

スペ イ ン 言語研究 m-2 パロマトレナド

PALOMA TRENADO 

一一
一

ESTUDIOS DE LENGUAY CULTURA DE ESPA向A
Este curso tiene dbs objetivos principales. El primero de ellos es profundizar en el conocimiento de 

la lengua espanola en los distintos ambitos de comunicacion habitual. Se pretende que los alumnos 

mejoren las cuatro destrezas de competencia comunicativa : hablar， escuchar， leer y escribir. Con este 

fin se realiz紅釦 enclase diversos tipos de ejercicios. 

El segundo de ellos es tomar contacto con la cultura espanola. Por medio de distintos materiales y 

acti吋dadesse presentaran diferentes aspectos de la vida de los espanoles de hoy， sus costumbres y 

formas de pensar y actuar， con el objeto de tener una vision general del espanol en ~I medio cultural en 

el que se desarrolla. 

，評価方法 :Participacion en clase: 25 % 

Actividades y ejercicios: 25% 

Examen: 50% 

テキス卜名:Se decidirael primer dia de la clase. 
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スペイ ン語研究 m-3 

翻訳を通しての文法の学習

アンヘル プラーボ

ANGEL J.BRAVO 

この授業ではさまざまな日本語の文章をスペイン語に訳しながらスペイン語の語順，思考の過程

を学んでいく。それぞれの言語で文章が意味をなすための独自の語順があり，それは文化の重要な

側面の 1つである。これは統語論といわれるもので、この学習によって言葉を理解するだけでなく、

感じ取ることができるようになる。言葉を理解するレベルから感じるレベルに達したとき、初めて

その外国語を涜暢に話すことができるようになると言えるだろう。

評価方法:授業への参加:授業ごとに翻訳練習問題を必ず予習し、指名された者が板書する。出

席は成績評価に考慮される。授業で取り上げた練習問題の翻訳および作文からなる期

末試験を行う。

授業への参加態度 35% 

出席 、 15% 

期末試験 50% 

テキスト名:プリントを配布する。

スペイン言語研究 m-4 パロマ卜レナド

PALOMA TRENADO 

ESTl.IDIOS DE LENGUAY CULTURE DE ESPA向A

Course Description and objetives 

El curso tiene como objetivo continuar avanzando en el conocimiento de la lengua espanola en los 

distintos ambitos de comunicacion habitual. Se seguira insistiendo en el desarrollo de las capacidades 

de hablar， escuchar， leer y escribir， subiendo paulatinamente el grado de， dificultad de las actividades y 

匂erclclOS.

Se continuarael acercamiento a la cultura espanola. Las diferentes actividades y los distintos tipos 

de materiales que se usar釦 daranal estudiante una vision de conjunto de la vida de los espanoles de 

hoy. 

評価方法:Participacion en clase: 25% 

Actividades y ejercicios: 25% 

Examen: 50% 

テキスト名:Se decidirael primer dta de la clase. 
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スペイン語研究 1:1-1 ばやし しんいちろう

小林晋一郎

German Arciniega，Carlos FuentesJose Carlos Mariateguiの作品を取り上げスペイン語を読むカを

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

テキスト名:簡易製本のテキス卜を使用

スペイン語研究ν(a)(b)

注意 事 項:必ず予習をしてくること

スペイン語研究IV-1，3は段階履修である

スペイン語研究 N-2

ラテンアメリカ世界を読む

編第善三話

新旧両世界の遭遇500周年 (QuintoCentenario)を記念して出版された “Cr6nicade America-Del 

3，900 a. de C. a 1989・"に記載された歴史的事件の読みを通して、歴史、文化、政治、社会経済など

ラテンアメリカ世界の多様性について理解を深める。同時にスペイン語の語集カと読解カを養成す

る。前期は古代から大航海時代、征服、スペイン・ポルトガル領アメリカの形成を中心に以下の内

容にそって解説を加えながら授業を進める。

l)La consolidaci侃 delas culturas americanas (Del 3000 a de， C. al 300 d. de C.) 2)Del esplendor a la 

ruina de las civilizaciones americanas (Del 300 al 1525) 3)El ciclo colombino (Del 1492 al 1506) 

4)Los grandes descubrimientos y conquistas (Del 1506 al 1550) 5)La configuracion de la Am邑rica

hispanoportuguesa (De11550 a11600) 

評価方法:訳文提出 (40%)、単語の定期小テスト (30%)、サプノート提出、訳文発表、出席状

況などの平常点(30%)で総合的に評価する。

テキス卜名:綬業時にプリントを配付する。速読を過してラテンアメリカの世界をより深く理解す

るためにサブテキス卜(柳泊孝一郎・著“!Vamos a viajar por America! -ラテンア

メリカの旅-")を併用する。



スペイン語研究 N - 3 

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

テキスト名:簡易製本のテキストを使用

スペイン語研究N(a)(b)

注意事項:必ず予習をしてくること

スペイン語研究N-l，3は段階履修である

スペイン語研究 N-4

ラテンアメリカ世界を読む

ばやし しんいちろう

小林晋一郎

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

2 単位
3-4年
後期

前期に引き続き“Cr6nicade America"に記載された歴史的事件の読みを通して、歴史、文化、

政治、社会経済などラテンアメリカ世界の多様性について理解を深める。同時にスペイン語の語集

力と読解力を養成する。後期は植民地化、啓蒙時代、独立国家の形成と近代化、産業開発と国際分

業、輸出経済の発展と従属化、発展至上主義と自立、現代ラテンアメリカ社会の諸問題、を中心に

以下の内容にそって解説を加えながら授業を進める。

6)El siglo XVI-la proliferacion de colonizaciones europeas (Del 1600 al 1699) 7)America en el siglo 

de la Ilustracion (Del 1700 al 1808) 8)Las nuevas republicas， dos modelos de desarrollo (DeL 1808 al 
1850) 9)America Latina en la division intemacional del trabajo (Del 1850 al 1929) 10)Desarrollo y 

dependencia (Del1929 al1959) ll)Desarrollismo e independencia (Desde 1960) 

評価方法:訳文提出 (40%)、単語の定期小テスト (30%)、サプノー ト提出、訳文発表、出席状

況などの平常点 (30%)で総合的に評価する。

テキスト名:授業時にプリントを配付する。速読を遇して語録力と読解力を養うためにサブテキス

ト(柳沼孝一郎・著“!Viva las Americas! -ラテンアメリカに乾杯-"および

“Grandes figuras de America-ラテンアメリカ人物探訪-")を併用する。
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スペイン語研究 V -1 
と かど かずえい

戸門一衛

一一一一時事スペイン語

スペイン語の実践的な運用能力を養成する。スペインの政治経済社会問題を取り上げ、専門用語、

語集、表現方法を学ぶ。と同時に、さまざまな社会現象の背景にある構図を理解するための専門的

な解説も行う。

スペイン語のテレビニュースや新聞・雑誌を理解できるようにすることが目標なので、あくまで

もその水準に焦点を絞り、学習レベルを低下させるような妥協は行わない(ただし、必要ならば、

平易な説明はいくらでも行う)。

評価方法:出席点約30点、実力試験約70点の計100点で行う。

テキス卜名:特に指定はしない。必要な場合は授業中に指示する。

注意事項:毎回予習や復習が必要なわけではないが、積極的に取り組む姿勢がなければ単位取得

が難しい授業である。

スペイン語研究 v-2 
みつ ぼり えつ ろう

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〈、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績と、

『ミニ地域研究』との二兎を敢えて追うこととしたい。2001年度はプエルトリコ、コロンピア、コ

スタリカ、アルゼンチン、ウルグアイ 、チリ 、パナマ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い、いわば 『日本にとって速い国々』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。また、毎回、 事前に 1-2名を選ぴ、地域研究の結果をプレゼンテーションをして

もらうが、我々スペイン語学徒にとって重要であるスペイン語圏の事情に通ずるためには非常に有

効な方法と思われる。今年度も引き続き受講生諸君のプレゼンテーションを行うこととする。

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

テキス卜名: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 

時事スペイン語

と かど かずえい

戸門一衛
三旦一豊
3-4年
.福一一葡

スペイン語の実践的な運用能力を養成する。スペインの政治経済社会問題を取り上げ、専門用語、

語集、表現方法を学ぶ。と同時に、さまざまな社会現象の背景にある構図を理解するための専門的

な解説も行う。

スペイン諮のテレピニュースや新聞・雑誌を理解できるようにすることが目標なので、あくまで

もその水単に焦点を絞り、学習レベルを低下させるような妥協は行わない(ただし、必要ならば、

平易な説明はいくらでも行う)。

評価方法:出席点約30点、実力試験約70点の計100点で行う。

テキスト名:特に指定はしない。必要な渇合は授業中に指示する。

注意事項:毎回予習や復習が必要なわけではないが、積極的に取り組む姿勢がなければ単位取得

が難しい授業である。

スペイン語研究 V-4 掘悦郎

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諮の更なる研績と、

『ミニ地域研究』との二兎を敢えて追うこととしたい。2001年度はプエルトリコ、コロンピア、コ

スタリカ、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、パナマ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い、いわば 『日本にとって速い国々』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カが要求されるし、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 。 また、毎回、 事前に 1~2名を選ぴ、地域研究の結果をプレゼンテーションをして

もらうが、我々スペイン語学徒にとって重要であるスペイン語圏の事情に通ずるためには非常に有

効な方法と思われる。今年度も引き続き受講生諸君のプレゼンテーションを行うこととする。

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。

テキス卜名: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

L竺 一一一
一基 礎国 量五

ロロ

3基礎をしっかり身につけよう

5月中旬まで緯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 1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、文法と作文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、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カ・発話カ

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』自帝社、格尚撲著『基礎朝鮮語一会話編』白帝

社、菅野裕臣他編『コスモス朝和辞典』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、既習の者も大学で専門的に学ぶことの怠義を知り、慢心せず毎回出

席すること。

韓
16単位|
|1 年|
|後期|

基 礎国 雪量
ロロ

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 『韓国語初級読本』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J(神田外語大学韓国語学科編)を

使用する。

注意事項:前期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。
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韓 国 圭玉
ロロ 基 礎 E 

6 事王室
2 年
前一一雨

自主的に学ぶ力を身につけよう

(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いく。

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・文化的な内容の文意を読
むもの(浜之上)、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、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、徐)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、1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。

テキスト名神田外語大学鶴国語学科編『線国語初級読本』、菅野裕臣著『朝鮮語の入門』白水社、
徐尚撲著『墨礎朝鮮語ー会話編』白帝社、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 五回----HH 
墨 礎 ν 

百単位
2 年

後期

多影な言語運用能力を身につけよう

務国語基礎皿の内容を高度化させながら行ってL、く。

評価方法:勝国語基礎聞に同じ。

テキスト名:韓国語基礎Eに同じ。

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。

- 90-



韓国語口頭表現 I
ナム

南
ユン ジン

潤珍
2'*& 
3:--4年
前一一雨

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。

テキスト名:プリント

韓国語口頭表現 E 南 潤珍
2T在
百-4~享
福一一扇

「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勝国語に

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、様々な形で勝国語の口頭表現能力を高め

たい。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。

テキス卜名:プリント
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韓 日 通 訳

逐次通訊における発話の意蹄

法 徐 明辰

芝草在
互=互事
前 一一扇

通訳者は、話し手の発話を如何に認識・解釈すべきなのかについて、実際の会議資料に基づいて

講義し、その実践的訓練を行う。日本語と隷国語における言語運用面での差や、文法的解釈におけ

る違いなど、通訳者が基本的に捕らえて行かなければならない事項等について集中的に取り上げる。

また、授業に用いるテキストや資料については、講義の進捗レベルに合わせて多様な分野を取り上

げることにする。

評価方法:口頭試験(通訳)および筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:各種会議資料。通訳理論に閲するテキス卜からの部分蹟粋(プリント配布)。

日 韓 通 訳

逐次通訳における発話の意疎

法 徐 閉辰
2!t!& 
3-4年
福一一司

通訳者は、話し手の発話を如何に認識・解釈すべきなのかについて、実際の会議資料に基づいて

講義し、その実践的訓練を行う。日本語と縛国語における言語運用面での差や、文法的解釈におけ

る違いなど、通訳者が基本的に捕らえて行かなければならない事項等について集中的に取り上げる。

また、授業に用いるテキストや資料については、講義の進捗レベルに合わせて多様な分野を取り上

げることにする。

評価方法:口頭試験(通訳)および筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:各種会議資料。通訳理論に関するテキス卜からの部分銭粋(プリント配布)。
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韓 日 翻 訳 j去
はまのうえ

浜之上

直
一年
一期一

r二
4
一

一

主
二
~
一

一

言
一3
一後一

柳
幸
一

翻訊書を分析してみよう

韓国語で書カ通れた小説と、それに対して信頼できる日本語訳のあるものを用いて、勝国語から日

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いく。

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、詩集、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。

テキスト名: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
はまのうえ

浜之上 制幸
2.& 
3-4年
前期

翻訳・を分析してみよう

日本語で書カ通れた小説などと、それに対して事態国語訳が出版されているものを用いて、日本語か

ら鎌田語への翻訳がどのように行われているかを調査し、毎時間発表してL、く形式で授業を行って

いく。

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、語集、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。

テキスト名:プリントを配布する。

注意事項:日本語が韓国語にどのように訳されているかという実態に関心のある者の受講を特に

歓迎する。

J ， 

内
《
U

Qυ 



時 事 韓 国 車
問

--zHH 

ホン

洪
ジ ウォン

志瑳

韓国語を使ったコンビュータ利用ーワード、メール、インターネット

務国語でのワード文書の作成やインターネットの利用ができるようにする、ことが講義の目的で

ある。ハングル・キーボードの並べ方、文書の作成の仕方、そして、インターネットとメールの利

用ができるようにする。講義の半ばからは、韓国語でのホームページをたずねて、最近の韓国の事

情やニュースなどに触れ、時事的な基礎知識及び用穏を身につける。

日本語でのコンピュータの利用経験がある場合、より容易に学べるのは事実であるが、日本語で

の利用経験がなくても、受講可能である。

評価方法:緯国語でのレポート作成と筆記試験

テキス卜名:インターネットの利用が主になるため、テキス卜は指定しない。

時 事 韓 国 雪道
ロロ E 

ホン

洪
ジ ウォン

志理

2 車住
吉~4~言
語一一雨

現代韓国を理解するための基礎用語・知識

現代の隷国を理解するため、新聞の記事、インターネットでの情報を利用した知識の撞得を目標

とする。政治や経済分野での最新の話題だけでなく 、ファッションや大衆文化、話題の人物や流行

のギャグまでを視野に入れた幅広い内容が勉強の素材となる。文章の中の文法より、全体内容の理

解と、その中の主な用語を理解し、覚えることが重要である。授業の素材は、受講生の希望をも考

慮して変更は可能である。

評価方法:筆記試験と発表

テキス卜名:新聞や維誌、エッセイ、インターネットなど
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韓国語対話文
かん の ひろおみ

菅野裕臣
否葺F在
玄二互主主
前期

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。

朝鮮諮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。また鎌田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，

分かち書きに到つ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:盆秀賢“Sarangimweogillae" (プリン卜を配布する)

注意事項: r勝国語対話文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

「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。 f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

テキスト名盆 秀賢“Sarangimweogillae" (プリントを配布する)

注意事項:勝国語対話文 1Jをあわせて履修することが望ましい。
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2.副専攻語/選択外国語科目

英 雪量
ロロ 1 ( a ) 

First Year English for Non-English Majors 

Z 事 E
1-瓦草
爾一一扇

τ'his course meets for two 90-minute periods per week. One of these classes focuses on readingfwrit-
ing， the other emphasizes speakingflistening. All classes emphasize communication. In the reading 

class， students summarize and discuss the topics in the textbook. In the speaking class， students are . 

given the opportunity to interact in spoken English. 

評価方法 :各々の先生が個別に試験を行う。

テキス卜名:未定

注意事項 :中国語学科の学生は必修。

英

スペイン語学科、緯国語学科の学生は選択必修。

童五
回目 1 ( b ) 

First Year English for Non-English Majors 

芝1吾E
1-4年
後期

This course meets for two 90-minute periods per week. One of these classes focuses on readingfwrit-
ing， the other emphasizes speakingflistening. All classes emphasize communication. In the reading 
class， students summarize and discuss the topics in the textbook. In the speaking class， students are 
given the oppo氏unityto interact in spoken English. 

評価方法:各々の先生が個別に試験を行う。

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、勝国語学科の学生は選択必修。
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英 軍
関==-H 

n ( a ) 
1 j!亙
2-4年
前期

Second Year English for Non-English Majors 

This course is a continuation of First Year English for Non-English Majors. It meets for two 90・

minute periods per week. One of these c1asses focuses on readingjwriting， the other emphasizes 

speakingJlistening. All cJasses emphasize communication. In the reading cJass， 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:各々の先生が個別に試験を行う。

テキスト名:未定

注 意事 項:学科にかかわらず，クラスを自由に選択できる。

国 量五
回目 n ( b ) 

1軍E
2-4至E
f蚕----w

Second Year English for Non-English Majors 

This course is a continuation of First Year English for Non-English Majors. It meets for two 90-

minute periods per week. One of these cJasses. focuses on readingfwriting， the other emphasizes 

speakingflistening. All cJasses emphasize communication. In the reading cJass， students summarize and 

discuss the topics in the textbook. In the speaking c1ass， students釘 egiven出eoppo此unityto interact 

、 inspoken English. 

評価方法 :各々の先生が個別に試験を行う。

テキスト名:未定

注 意事 項:学科にかかわらず，クラスを自由に選択できる。
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中 国 雲玉
目ロ 1 (a)  

2 .. i宣
1-4年
前一一扇

生きた教材を通して、中国語を「耳Jで聞いて分かり、「口J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につとめ、その上に基礎的な語集、文法、表現などを学習してゆく。

評価方法:1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキスト名: r愚新実用申国語会話(初級編)J鳳書房

n年生のコミュニケーション中国語』白水社

中 国 雪量
ロロ 1 (b) 

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:1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキスト名: r量新実問中国語会話(初級編H鳳書房

r1年生のコミュニケーション中国語』 白水社

- 98-

2 車 在
Tτ互草
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L竺 国 話
回 n (a) 

1亘E亙
2-4年
爾一一葡

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J、「説J、「読J、[写jの総合能力をいっそう高めてゆきたい。

“ 評価方法:1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキス卜名:開講時に指示する。

(例) ~煩新実問中国語会話(初級編H 鳳書房

W2年生のコミュニケーション中国語』白水社

『ポイント学習中国語初組下』東方書信

中 国 盟
問 n (b) 

1車在
2-4年
後期

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:1.定期試験

2.平常点

3.出席状況

テキス卜名: r最新実用中国語会話(初級編H鳳.房

W2年生のコミュニケーション中国語』白水社
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中 国 諸
問 E 

こうるぎ いちろう

興相一郎

2車亙
3-4年
通年

様々な文体の中国語を読みこなす練習をします。今まで修得した中国語を運用し、比較的高度な

文章を読み、翻訳するトレーニングのクラスです。新聞、インターネット情報、雑誌などから最新

の中国語語集を学ぴ、会話力のレベルアッ才に役立てます。さらに、文法事項を整理しながら、

様々な例文を修得し、中国語学習の総まとめを行ないます。「中国語の読解を通して、中国への理

解を深めるJ。ぞれが最終ゴールです。

評価方法:出席と発表など。

テキスト名:~IJ途指示します。

スペイン語 I ( a ) 
2 !tl6'i 
1-4年
前一一雨

選択外国語のスペイン語は、週2回の授業を2年間続けて、スペイン文法全体を把握して、読む、

書く、話す、聞くの四技能を修得するように計画されている。まずその第 1段階が、週2回の授業

で、ひとつは、文法中心で読む、 書くことを教え、もうひとつは、話す、聞くを中心に教えたいと

考えている。一応の目標は、 、動詞の時制で言えば、直説法現在と完了過去(点過去)の動詞の活用

ができるようにしたい。前期は、英語と違い、名詞には男性、女性の区別があり、その名詞に従っ

て、形容詞が性数一致する事などを学び、それに慣れることに時聞が費やされる。

評価方法:授業の出席が一番重要視される。復習はもちろんである。

テキス卜名:未定
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スペイン語 I ( b ) 
2 .!i吾在
1-4年
福一一扇

選択外国語のスペイン語は、週2回の授業を2年間続けて、スペイン文法全体を把握して、読む、

書く、話す、聞くの四技能を修得するように計画されている。後期はその第2段階だが、週2回の

授業で、ひとつは、文法中心で読む、書くことを教え、もうひとつは、話す、聞くを中心に教えた

いと考えている。一応の目標は、動詞の時制で言えば、直説法末完了過去(線過去)と完了時制

(現在完了、過去完了)の動詞の活用ができるようにしたい。完了時制に使う過去分詞を覚えると、

受動態も作れるようになる。

評価方法:授業の出席が一番重要視される。 /復習はもちろんである。

テキス卜名:未定

|スペイン語 n( a ) 
1 車て直

2-4事
前一M 肩

スペイン語は，発音は簡単だが、最大の難聞は、各時制で変化する、不規則動詞の活用であり、

これを身につけないと進んでゆくことが難しいので，まずスペイン語 Iの復習をする。一応の目標

は，~動詞の時制で言えば，直説法未来と過去未来(可能法)の動詞の活用ができるようにしたい。

できれば、接続法の現在の用法にもすこし入れるとよいと考えている。

評価方法:授業の出席が一番重要視される。復習はもちろんである。

テキス卜名:未定

- 101一



ス ペ イン語 n( b ) 
1 車面
否±互主主
福一一葡

スペイン語もいよいよ最終段階にはいる。英語の仮定法の用法とすこし関係がある、接続法の現

在，過去の活用と用法の説明に入る。時聞があれば、簡単な会話文を読みながら、文法の総復習が

できればよいと考えている。

週2科目までとれるので、最大限努力してほしい。

評価方法:授業の出席が一番重要視される。復習はもちろんである。

テキス卜名:未定

ス ペ イ ン 五回--=ロ E む一序
だい すけ

大介
2 
喜Z互主主
通年

スペイン語でのコミュニケーション

場面別の会話を中心としたスペイン語のテキストをベースとして用い、会話、作文などのコミュ

ニケーション能力の養成を目指す。

受講者には、毎回ペアーで会話をしてもらう。後期には興味のあるテーマについてスピーチをし

てもらう予定。

評価方法:授業参加 (50%) +小リポート (25%)+スピーチ (25%) =100% 

テキスト名:岸.Martln de Kishi W! VIVA MEXICO U芸林書房
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韓 国 雪五
ロロ ( a ) 

明
牽
+

日
一
上
詰
慣

の之
z

叫
浜
∞
恩

M
臣
'

M
裕
付
制
冊

の
野益田

勝国語は様々な面で日本語と似ており、日本語話者にとって最も学びやすい外国務のーっと言え

るでしょう。日本語とほぼ同じ語順であり英語のように語順にとまど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、「楽勝jでマスターできそうです。

しかしながら、ハングルという独特な文字を覚えなくてはならない点や、日本語や英語にない難

しい発音がある点など、学習の初期の段階で悪戦苦闘する場面が予想されます。

別の言い方をすれば、最初の2月聞をまじめに努力すれば大きな峠を越えることができ、その後

は、やる気さえあれば週2聞という限られた授業の枠の中でも、十分に上達していくことができる

のがこの言語の特徴なのです。

授業は、日本語話者の先生が主に文法を、務国語話者の先生が主に会話を担当し、段階的に修得

できるよう進めていきます。

評価方法:出席状況と定期試験により評価します。

テキス卜名:松原孝俊他著「ポイン卜レッスン入門緯国語j東方書信

権在淑著「表現が広がるこれからの朝鮮語j三修社

韓 国 量五
回目 ( b ) 警日

上
詰
慣

の之
2

叫
浜
的
思

帥
臣
'

諮
詰

の野
川一宮

2*盃
Tτ互葦
福一ー扇

韓国語 1(a)に引き続き、文法と会話の2つの輸をもって授業を進めていきます。文字や発

音を終えて、学智が急速に楽になってくるはずです。

評価方法:出席状況と定期試験により評価します。

テキスト名:松原孝俊他著 fポイントレッスン入門韓国語J東方書庖

権在淑著 f表現が広がるこれからの朝鮮語j三修社



韓 国 雪量
ロロ E ( a ) 

川町中
時
潰
一
知
鄭
一

明
昇
ル
補

む
思

「鯵国語 1J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集を婚やす努力をすれば、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

テキスト名:随時指定

韓 国 謹
間 E ( b ) 

側
昇
ル
補

む
恩

はま なか

潰中
チヨン

聾

緯国語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 フ ンス 語 ( a ) 
| 2 単位

1 1-4年
| 前期

フランス語はスペルをローマ字式に発音するとまったく通じない言語です。そのため基礎を一通

り終えるまでは授業できちんと習った方が効率がよいのです。美しく、やはり、かっこいいフラン

ス諮の音声、 コミュニケーションに最低必要な基本表現、理解を深めるのに欠かせない文法の基礎

をぜひ身につけましょう。ポイントを絞って教えていきますから。授業に出てどんどん新しい知識

を吸収していってください。徐々に、フランス語という新しい言葉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・表現・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ピデオや音声資料等をじばしば使用します。 言葉の学習を通して、

フランスの文化にも目を向けてほしいからです。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。

評価方法:数諜あるいは 1課終わるごとに試験を行います。また、フランス語の読みに慣れても

らうため読みのテストもしばしば行います。出席、平常点，試験の総合で評価します。

テキス卜名:教科書は開講時に指示します。

フ フ ンス 雪量
ロロ ( b ) 

Eて軍在
Tτ互草

重二二璽

フランス語 1 (a) と同じ方針で授業を続けます。テレビのコマーシャルや街角で見る言葉が、

少しずつ、「あっ、これはフランス語だ!Jとわかり、意味も理解できるようになってきます。音

声・基本表現・文法をひととおり終えるにはもう少し時闘がかかりますから、フランス語II (a)、

II (b) もぜひ継続して履修することをお勧めします。

そして、いつか、フランスやフランス語圏の固を旅し、人や風景を自分の目で見てきて下さい。

文学、美術、映画、料理、ファッションなど、フランス文化の良い所取りをして、人生の楽しみを

鳩やしましょう。フランス語を学んで良かったときっと思うはずです。

秋にはフランス語検定5級、そして、 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

tず声を出して勉強して下さい。いつでも始められる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。

評価方法:数諜あるいは 1課終わるごとに試験を行います。また、フランス語の読みに慣れても

らうため読みのテストもしばしば行います。出席、平常点，試験の総合で評価します。

テキス卜名:i (a)で使用する教科.を纏続して使用。
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フ フ ンス 宝玉
回目 E ( a ) 

1車E
2-4年
前期

11 (a)は週 1回から履修が可能ですが、昨年と同じペースを守って、できるだけ週2回履修するよ
うにしましょう。週2回の効果は文字通り遜 1回のときの2倍です。

コミュニケーションに必要なフランス語の音声、表現、文法の基本の学習を続けていきます。人

の一生のなかで、試験を受けながら一通 りきちんと学ぶことができる言語の数は、人によっても違
いますが、そんなに多いものではありません。そうした意味で、日本語、英語の他に3つ目のフラ
ンス語という言語の基礎を一通りやり通すということは既にかなりのことなのです。
授業では、言語ばかりでなく、フランス文化のもっさまざまな側面を具体的に紹介していきます。

いつか機会をつくって、フランスやフランス語圏の国々をフィールドワークし、人や風景を自分の

目で見、土地の人たちとフランス語を使ってコミュニケーションしてきて下さい。文学、美術、映

画、料理、ファッションなど、フランス文化に興味が出てくれば、人生の楽しみが培えます。
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。
秋にはフランス語検定4級そして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.は教室で指示します。

フランス語 n( b ) 
1 草在
互-4~
後期

フランス語11(a)と同じ方針で授業を続けます。 11(b)もぜび週2回の履修を続けましょう。

2年間週2回のフランス語学習をクリアすれば、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つ自の言葉のチャンネルを造ったと言えるレベルに達します。
この際、もうひと手聞かけて、フランスやフランス語圏の国を旅し、人や風景を自分の目で見に

出かけたいものです。文学、美術、 映画、料理、ファッションなど、フランス文化の良い所を取り

入れて、人生の楽しみを増やしましょう。心を慰め、疲れを癒し、エネルギーを与えてくれるはず

です。

NHKラジオ・テレビを活用し、フランス語検定4級から 3級へと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。
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フ フ ン ス 墨
田

---znH 
E 藤田知子

言耳1m
3-4年

逼~

フランス諮の話す、開く、読むカを磨く語学面の勉強を続けます。フランス語麗の国に行ったと

き、あるいは、フランス語を話す人に出会ったとき「やっぱりフランス語をやっておいてよかったJ

と思えるレベルまで皆さんを引っ張っていきます。相手に通じるレベル、そして、辞書を引けば簡

単な文章が読めるというレベルに達するには、もうひと手問。このひと手聞をかけるか、かけない

かで大きな違いが出ます。

そして、その土地の言葉がある程度できる、学んだことがあるという体験を携えてその土地を訪

れてみて下さい。人間や衡やすべての物をウォッチングしてきて下さい。わんちゃ必のウンチを踏

まないように注意しながらパリの衡を歩き、小銭をねだる自称芸術家のパーフォーマンスを眺めな

がらメトロに乗り、普通の人たちがもっ活気と暮らしぶりに触れるべく青空市場で買い物の列に並

んでみて下さい。安くておいしいレストランで食事をしてきて下さい。

仏検3級に挑戦してみましょう。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。今年は「話すJことに重点をおいて授業をします。

評価方法:平常点を重視し、総合的に評価します。

テキス卜名:中川努(他) (1991) rコレクションフランス語4 話す』白水社 2.200円

ド イ ツ 雪墨
田ロ 1 (a) 

2.& 
1-4年
前一一一扇

「新しい外国語を学ぴ始めるときは、いつも、新しい恋人に出会ったときのように心が弾むJ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年以上になりますが、ヨーロツ

パでのドイツ語の重要性も憎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、身近なこ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

テキス卜名:未定
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三三豆亙
1-4年
後期 i

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こともl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、こ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、ーにもこ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

ド イ ツ 五回==ロ 1 (b) 

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

テキスト名:未定

ドイツ語 n (a) (b) 
摘
草
…
州
平

山正

清水 旗

本格的なドイツ語の文章を読む前の機渡しとして比較的容易なドイツ語で書かれたテキストを使
用し，初級文法を復習しながら読み進めていきます。内容はドイツの社会生活全般にわたり，多彩

です。

評価方法:レポート提出および期末試験の成績で評価します。

テキスト名:Andrea Raab，石井寿子「ドイツの一生j朝日出版社

山内正平

ミュージカル 『キャッツ』のドイツ語パージョンをテキストにします。 CDを聞きながらテキス

トを読み， ミュージカルの楽しさを味わいたいと思います。

評価方法:定期試験およびぴ平常点 (60: 40) 

テキスト名:プリントで配布します。
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ド イ ツ 量玉
ロロ E 

エレンオーキ

ELLEN OKI 
Z軍 百
3-4年
遍一一石

s オーストリアの王女シシイの若い頃を描いた映画を見る。また、この映画の内容を理解する為、

1848年のヨーロッパ革命についての知識を提供し多民族国室長の強みと弱みを学ぶと共に、難しい文

法を練習問題で使い慣れるようにし、同時に文章の構造と会話の表現に慣れてもらう。

ロ ン ア 諸
問 1 (a) ト一七

坂内知子

ロシア語 1の前期に当り、徹底した実践的体験的学習方法でロシア言語に慣れる。震初のバリアは

異形と見える文字と発音だが、一文字一音で、すぐロシア語が読めるようになる。最もシンプルな

基本文型で夏の旅行位はOK。

評価方法:定期期末試験(ペーパー、オーラル)平常点重視

テキスト名:狩野亨 A.アキーシナ『新ロシア語教程』ナウカ

法木緩子

ロシア語独特の文字と発音から始めて、簡単で実践的な表現を中心に学習していくが、この授業

ではそこに使われている基本的な文法を読み解き、さらに別な表現に応用できる素地を身に付ける

ことが目標。

評価方法:出席、平常点(授業中に与える課題等)、期末試験で総合的に評価。

テキス卜名:中島由美他『ロシア語へのパスポート』白水社

辞. 米重文樹編『パスポート初級露和辞典』白水社



E 
Tτ互草
後期

子

子

も
日
や
膏
民

と
矢
あ
お
m

恥
内
き
木

恥
振
防
法

( b ) 雪墨
田ロアン口

販内知子

Iの後期であり、実用初級ロシア諮の修了を目ざす。頻度の高い臼常会話表現を動詞現在形、過

去形を使って多様にこなせるようにする。単語量を加速的に猶やし、音読、暗記、会話練習を通じ

て実力を定着させてゆく。

評価方法:期末試験と平常点

A.アキーシナ『新ロシア語教程』ナウカと配布コピー

木被子

ロシア語 (a)に引き続いて授業を進め、簡単な表現を通じて基本的なロシア語文法を習得する

ことをひととおり終わらせる。興味に応じてビデオ鑑賞等も行い、ロシアやロシア人の生活にも目

を向けていきたい。

テキス卜名:狩野亨

法

評価方法:出席、平常点、期末試験で総合的に評価。

テキスト名:中島由美他『ロシア語へのパスポート』白水社

辞書 米重文樹編『パスポート初級露和辞典』白水社

子

子

日
目
知
山
町
一
破

U
内
曹
木
一

山
町
一
取
防
法

( a) E 雪五
ロロアン口

板内知子

ロシア諮 Iで身に付けた実力を伸ばし、 Hは中級から上級を目標とする。スピーキング、ヒアリ

ング中心の学習内容も応用表現に進み、ライティングも重視してゆく。また教科書以外の教材によ

る現代ロシア事情の紹介を盛り込む。

評価方法:期末試験と平常点

A.アキーシナ『新ロシア語教程』ナウカ

法木儀子

ロシア語 Iで扱わなかった文法事項を多少盛り込んだもうワンステップ上の教科書を使って、よ

り総合的な文章をより多く読み解き、そして話す練習をしていく。オーディオ・ビデオ教材も随時

使用する予定。

テキスト名:狩野亨

評価方法:出席、平常点、期末試験等で総合的に評価。

テキス卜名:米重文樹『ロシア語、読本と練習』白水社
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子

子

も
日
や
憂

と
矢
あ
誕

U
内
曹
木

同
町
坂
町
法

( b ) E き墨
田ロアンロ

源内知子

引き続きオーラル・トレーニングは最も重要な学習方法であるが、文章を読むカもつけてゆく 。

教材は新聞雑誌などからコピー。ビデオ等映像教材を多く利用してロシア文化を紹介し、それに則

した新しい教材による会話練習を行う。

評価方法:期末試験と平常点

(a)の教科書と配布コピー

法木績子

本当の意味でロシア語を使いこなせるかどうかは、ロシア語11 (b) を終えた後各人がどうロシ

ア語に接していくかにかかっていると思うが、この総仕上げの段階までまじめに取り組めば、かな

りの実力がついているはず。

テキス卜名:ロシア語E

評価方法:席、平常点、期末試験等で総合的に評価。

テキスト名:米重文樹『ロシア語、読本と練習』白水社

2車在
1-瓦草
爾一一雨

革
関==円匝アリタイ a 

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、イ

タリア語を単なる語学としてだけなく、イタリアの魅力ある文化や歴史などへの扉として、興味を

持ち積極的に学んで下さい。

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 1 ( b ) 
2Jjm 
1~4年
福一一扇

イタリア語 1(a)に引き続き、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、過去のできごとを伝えるなど、実用的

な表現も身につけます。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

イタリア語 n( a ) 
1 車 E
E二互主主
爾一一扇

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表現の練習を

並行する形ですすめ、日常生活についてひととおりイタリア語で表現できるようにします。

尚、基本となるテキストは昨年度に続き『らくらくマスターイタリア語』ですが、 4人の担当者

はプリント、ビデオ、音声教材等の副教材を用いてそれぞれ独自に講義を進めるので、どの組み合

わせでも履修することができます。

青木 :平易な読み物を含む課題を扱いながら文法と基礎語集の定着をはかります。

上西:文法事項を押さえつつ、会話の訓練をしたり様々な文を読んだりします。

岡田:文法事項を押さえつつ、聞き取りおよび会話の訓練をします。

島津:引き続き initalianoを副教材として使用し、文法と表現を学びます。

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:白崎容子『らくらくマスターイタリア語』郁文堂

注意事項:受講できるのはイタリア語 Iの既修者です。
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イタリ ア語 n( b ) 

司一一
一

イタリア語lI(a)に引き続き、文法と会話表現を並行して学びます。初歩的な文法は一通り終え、

それらの知識を確実にするとともに、条件法、受動態、関係調、接続法などの高度な文法事項を学

び、日常会話の練習のみならず、簡単な話題についてやや長い文を読んだり書いたりする練習もあ

わせて行います。

尚、 4人の担当者は引き続きlI(a)と同様の方針で講義を進めます。

評価方法:期末試験及び平常点で評価します。

テキスト名:白崎容子『らくらくマスターイタリア語』郁文堂

アラビア 語 1 ( a )， 笛詩 23制
緩出 窓

生まれて初めてアラピ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呂が

なれるまで大変であろうが、何とかついてきてほしい。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。中村の授業は文法中心の講義となる。柴山の授業は

会話を重視する。

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。

テキスト名: r現代アラビア語入門J(大学書林)飯森喜助・黒柳恒男著
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アラビア語 1 ( b ) 特 23制
やま U1る
山 滋

前期に引き続きアラビア語の基礎を学ぶ。後期はアラビア語文章の単文構成について例文に援し

つつアラビア語作文の練習をする。文法事項としては規則動詞未完了時制を終えるつもりである。

評価方法:基本的には前期同様の成績評価法をとる。

テキス卜名: r現代アラビア語入門J(大掌書林)飯森喜助・黒柳恒男著

アラビア語 n( a ) 

中村公則

なか む1ら きみのり
中村公則
しぼ やま U掲

柴山 滋

いよいよ不規則動詞を学ぶこととなる。アラピ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。ぞ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

不規則動詞の完了・未完了時制に挑戦する。

評価方法:アラビア諮 Iと同様であるが、出席を重視する。四年生で就織活動のため出席できな

い者についてはそのつど欠席届を提出しておいてほしい。

テキス卜名: r現代アラビア語入門J(大学書林)飯森・黒柳著

柴山 滋

現在のアラブ社会で遭遇すると考えられるさまざまな場面を想定して，アラビア語の話す・関

く・読む・ 書く能力を養成する。またその背景となっているアラブ・イスラーム文化についても適

宜解説を加えてし、く。

評価方法:学期末試験，小テスト，出欠点等を総合的に判断する。

テキスト名.，本田孝一 たのしいアラビア語3-5 たまいらぼ
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アラービア語 n( b ) 
例
則
晴
滋

制
公

的
村
山
山
山

助
中
川
柴

中 L村公則

2年聞のアラビア語学習のしめくくりである。不規則動詞を終り派生形の勉強も全部やっておく

所存である。使用教材は日本で市販されている教科書の中では各大学で最もよく使用されている教

材である。

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績を試験でおさめてきた。そ

れに鑑み、二年間こ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。

テキス卜名: r現代アラビア語入門J(大学書林)飯蒜嘉助・黒柳恒男著

柴山 滋

現在のアラブ社会で遭遇すると考えられるさまざまな場面を想定して，アラビア語の話す・聞

く・読む・書く能力を養成する。またその背景となっているアラブ・イスラーム文化についても適

宜解説を加えていく。

評価方法:学期末試験j 小テスト，出欠点等を総合的に判断する。

テキスト名本田孝一 たのしいアラビア語3-5 たまいらぼ

ポルトガル語 I (a) (b) 
的納

9

加

・』子
み糞

凶
朋
ゅ
由さ沙

の野

ン

引
い
吉
ア，J ，J 

基礎的な会話・文法・語量を学ぶ(初組)

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2

億人を数え、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、語集を学んでいきます。

Jリーグのサッカー選手や、 K-lやPRIDE等の格闘家、ボサノヴァの歌手など、日本でもなじみ

の深いブラジル人が実際に話している言葉を身につけます。また、日本圏内には現在25万人ものプ

，ラジル人が在住しており、ポルトガル語を実際に使う機会は思ったよりも早く訪れるかもしれません。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、小テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:量初の授業で指示します。
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ボルトガル語 n( a ) 同納庁加

・』子
み美

日
+
宰
ゅ
由

さ沙

川
島

ン

M
長

ア
，J 

E
J
 

長島幸子

文法・読解力を磨く(中級)

ポルトガル語I修了者を対象とします。ポルトガル語Iで学習した文法を復習した上で、さらに高

度な文法を身につけていきます。半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 t

を教材に利用して、ポルトガル語文献理解のための基礎的な読解力の強化に努めます。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、小テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:最初の綬業で指示します。

リリアン沙由美加納

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。プリントを使って文法のチェックなどを行ないますが、

基本的には会話力をつけることを目的としています。発音やイントネーションの練習にはネイティ

ヴ講師によるチェックを行ないます。また、 AV教材を利用してヒアリング能力を強化します。学生

諸君の積極的な授業参加を期待します。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、小テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキスト名:基本的にプリントを配布しますが、参考文献は授業中に指示します。

ボルトガル語 n( b ) 
ながしま さち こ | 1 単位
長島幸子 |2-4年

リリアン多品桑品柄| 後 期

長島幸子

文法・読解力をさらに磨く(中級)

ポルトガル語 I修了者を対象とします。実際にブラジル人によって読まれている新聞や雑誌のコ

ピー、歌の歌詞などを実際に読みながらブラジル人の習慣やブラジル社会について理解できるよう

な読解力をつけていきます。これまで・に習った文法をチェックしながら、ポルトガル語特有の言い

まわしゃ熟語などを講師の指導の下に学びます。

評価方法:出席、平常点(授業への参加度、小テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:基本的にはコピー類を使用しますが、参考図書を最初の授業で紹介します。

リリアン沙由美加納

会話力と作文能力の強化(中級)

ポルトガル語 I修了者を対象とします。自分の考えや意見をポルトガル語でまとめ、実際に話を

したり 、文章に書き表す能力を身につけます。文法上の注意や、話をする際の発音やイントネーシ

ョンの練習には、ネイティヴ講師によるチェックを行ないます。また、 AV教材を利用してヒアリン

グ能力を強化します。学生諸君の積極的な授業参加を期待します。

評 価方法:出席、平常点(授業への参加度、小テスト)、学期末試験などを総合的に評価。

テキス卜名:基本的にプリントを配布しますが、参考文献は捜業中に指示します。
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ベトナム語 1 ( a ) 
ホ ア ン ア イ ン テ ィ ー

HOANG ANH THI 
かすが あっし
春 日 漕

豆一車位
1-4年
前一一葡

ベトナム語は、中国語やタイ穏と同様、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、女性が話しているのを聞くと、小鳥がさえずっているような印象を覚えることすらあります。

この声調は、すべての音節について語の意味の区別をする大切な要素ともなっていますから、しっ

かり練習しましょう。

ベトサム語 Iでは、ベトナム語の基礎を学ぴます。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。楽しい買い物での値切り方も覚えましょう!

評価方法:出席を重視。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:未定

ベトナム語 1 ( b ) 
ホアンアインティ
HOANG ANH THI 
かすが あっし

春日 浬

2 
1-4年
後期

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、女性が話しているのを聞くと、小鳥がさえずっているような印象を覚えることすらありま

す。この声調は、すべての音節について語の意味の区別をする大切な要素ともなっていますから、

しっかり練習しましょう。

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 II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。楽しい買い物での値切り方も覚えましょう!

評価方法:出席を重視。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:未定
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ベトナム語 n( a ) 
ホアンアインティ
HOANG ANH THI 
かすが あっし

春日 浬

1車百
2-4年
前期

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・尊敬などの複雑な表現や、対人関係による呼称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、語集を増やすと同時

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:出席を重視。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:未定

ベトナム語 n( b ) 
ホアンアインティ
HOANG ANH THI 
かすが あっし

春日 理

1車「位
互-4~
後期

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・尊敬などの複雑な表現や、対人関係による呼称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、語乗を糟やすと同時

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:出席を重視。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:朱定
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と
一
こ
子

山
川
健
制
尚

おがさわら
JJ、宝芝房電
く どう

主_11蔓
ア語ンドネイン a 

『好きこそものの上手なれ。』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。

1年終了時にはインドネシアへ行つでも日常生活には困らない程度の f読み，書き、会話Jのカ

が身に付くことを目標に、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。インドネシア

を理解してもらうため、後期に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。

『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。テキスト名:

じ
二
こ
子

山山健一日尚

M
獅
白
藤

制
小
く
工

( b ) ア語ンドネイン

『好きこそものの上手なれ。』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」のカが

身に付くことを目標に、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、後期に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。

『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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テキス卜名:



インドネシア語 n (a) 
みな がわ こう ド言
皆川厚ー
おがさわら けん じ
小笠原健

1車E
2-4年
前期

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。

次に両講師共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。

後期に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、決定。

テキスト名:プリント使用。

インドネシア語 n(b) 
みな がわ こう いち
皆JlI 厚ー
おがさわら けん じ

小笠原健

1 単盃
2-4~手
後期

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

対象に聴く力、書く 力を更に養うことを目標に授業を進めます。

視聴覚のカを養うため、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。

皆川講師が会話やディクテーション等を、小笠原講師がライティングを中心に行います。

評価方法:成績評価は出席日数、授業中の態度、試験結果を総合的に判断し、決定。

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、南霊堂出版、

ビデオテープ、 CD使用。
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タ イ 量五
回目 1 ( a ) トーンクワンルアンチット

か とう い づ曹

加藤伊月

タイ語は、 5つの声調と独自の文字をもった言語です。一見、 とっつきにくいように見えるけれ

ども、ヨーロッパの言語のような活用がなく、基本的な文型を頭に入れると、あとは語集を増やす

ことによって、どんどん会話カを身につけていくことが出来ます。「タイ語 1(a)Jでは、まず基本

的なタイ語の発音、文字、文型などを学び、タイ語に親しんでいくことを目的とします。

テキス卜名:荘司和子 W30日開会話入門ーゼ口から始めるタイ語』第2版、語研、 2(別年。

宇戸清治『やさしいタイ語文字の読み書き』大学書林、 1992年。

評価方法:出席、小テスト、学期末試験を総合評価。

タ イ 軍
国

z
z
ロ 1 ( b ) 

トーンクワンルアンチツ卜
か とう い づき
加蹟伊月

「タイ語 1(a)J に引き続き、基本文型と語集を増やして表現力を養成しつつ、つづり字のルール

に従って、正確にタイ文字の文章を読みこなすトレーニングを重ねていきます。

評価方法:出席、小テスト、学期末試験を総合評価。

テキス卜名:荘司和子『羽田閉会話入門ーゼロから始めるタイ語』第2版、語研、目別年。

字戸清治『やさしいタイ語文字の読み書き』大学書林、 1992年。
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タ イ 雲五
ロロ n ( a ) 

ボーンシー ライト

PORNSRI WRIGHT 
トーンクワンルアンチッ卜

ボーンシー担当:中級会話

前年度に引き続き、会話文の中にタイ語の基本文型を盛り込んで、さらに表現力を鍛えます。こ

の科目では、会話と聞き取りを中心に進めます。

評価方法:出席、小テスト、学期末試験を総合評価。

テキスト名:教科書は、捜業開始時に指定する。

ルアンチット担当:中級読解

中級レベルのタイ語文の読解カを身につけることを目的とします。タイ文字の文章を読みながら、

さらにタイ語の基本表現や語集の増強に努めます。

評価方法:出席、小テスト、学期末試験を総合評価。

テキスト名:教科.は、授業開始時に指定する。

タ イ 諸
問 n ( b ) 

1車 1王
2-4年
福一一扇

申級目前欝(担当未定)

本科目では、タイ語II(a)よりも、さらに進んで、様々なトピックについて書かれたタイ語の文章
を読むカを養います。辞書を用いて、タイ誇の出版物の文章が読めるようになることを目指します。

評価方法:出席、小テスト、学期末試験を総合評価。

テキス卜名:Sriwilai Ponmanee， Reading to Learn Thai (Chiangmai: Nuntapun Press， 2000). 

船津担当:中級会話

本科目では、トピック別の会話の応用編を学ぶ。授業においては語集を増やし、自分で会話を考

えて組み立てることにつとめ、できれば期末には日本やタイの社会事象などを簡単なタイ語で説明

できるレベルを目標とする。

評価方法:出席を重視し、授業中に行う小テスト、レポートの結果をもとに評価する。

テキスト名:水野溜『今すぐ話せるタイ語J(入門編)東進ブックス、 2000年。

注意事項:タイ文字を読めるレベルの受講者を対象とする。
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3.基礎科目

直」 礎 演 習-1--28

一一一
一

本演習においては、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、その他、大学における研究生活のあり方等、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且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する。

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

とになる。

評価方法:成績の評価は、出席点・平常の学習態度・提出物などを総合的に判断する。

注意事項 :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が指定されるが、後期

の演習は学生が自由選択するクラスとなる。

墓 礎 演 習-29 伊藤 敬

Z吾E在
T一一三事
奮一一扇

日本人の教育観

広田照幸著 'r日本人のしつけは衰退したか一「教育する家族Jのゆくえ』を取り上げ、われわれの

教育観をあらためて見直してみることにする。たとえば、よく f家庭の教育力が低下したJといわ

れるが、ぞれはどうなのか。家族、学校、地域との関係を含め、歴史的、社会学的視点などから検

討することにより、さまざまな事実が明らかになってくる。この演習を通じて、一般的常識的なも

のの見方にとどまらず、多面的に、より本質的な問題のとらえ方、論理の立て方など多くのことを

学ぶことをねらいとする。

評価方法:レポート提出。出欠席を考慮する。

テキス卜名:広田照幸著『日本人のしつけは衰退したかー「教育する家族jのゆくえ』講談社現代新

書講談社

注意事項:受講生は20人までとする。
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基 礎 演

評論文をつくる

習 -30 ひ か吉かっ し

樋笠勝士
2 !吾E
-1-一軍
葎一一扇

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。この基礎演習では、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、できるだけ客観的

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Jを作る練習をしたし、。

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

基 礎 演 習-31 高木 耕

2単位
干一一葦
優一一雨

教科書中心の学留をしてきた高校生までの教育とは違い、大学生は多数の書籍や新聞・雑誌、ホ

ームページなどから情報を入手し、自分の意見を構築していかなければならなし、授業の中では、

あふれる情報の中からどのようにして必要な情報だけを選択し、どのように整理し、どのように

「自分の意見Jとしてまとめていくかというテクニックを、講師の指導の下訓練していく。

取り扱うテーマは、「異文化体験J、「発展途上国事情j を中心とするが、基本的には各受講生が

自分で選ぶものとする。

評価方法:出席状況、レポート、プレゼンテーションによる総合的な評価

テキスト名:必要に応じて参考文献を紹介するが、基本的にはプリントを配布する。
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基 礎 演 習 -32 あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子

新聞の論評のレジュメ(要約)作成、論理の展開方法、レポートの書き方、口頭発表の内容・技

術を、演習を中心にしたグループ討論を通して指導。言語は、日本語・英語可。参加した学生は相

互のパフォーマンスを評価する。

評価方法:演習・出席及び参加状況を評価し、学生聞の相互評価も考慮する。

基 礎 演 習 -33 ふじ た とも

蔵田知子

口頭発表とレポートの作成

言語、 より具体的には、日本語の成り立ちに興味をもっ人のための基礎演習です。

2*亙
1 年
福一一雨

高島俊男 (2001) r漢字と日本人J(文春新書、 720円)をテキストとし、毎回少しづっ読み進め、

不明な個所は分担を決めて調査し、解説を加え、理解を深めていきますρ 学生が中心となり、教師

も参加して討論し、毎回必ず時聞をとってその回の内容についてコメントを書いてもらいます。そ

こから自分が興味をもっ問題を見つけだし、学期末に筆記レポートとしてまとめます。

評価方法:授業や討論への参加度、毎回のコメント、期末のレポートにより総合的に評価します。

出席は当然求められます。

テキスト名:高島俊男位∞1)r漢字と日本人J(文春新書、 720円)
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基 礎 演

音楽の科学と実際

習 -34 みな がわ こう いち

皆川厚

2 車百
1 年

後期

民族音楽学の基礎知識の紹介と それに基づく世界音楽(ワールドミュージック)への理解。並

行して班編成を行い，各班任意のテーマとコンセプトによるCD自主制作のシミュレーションを行う。

評価方法:各班ごとの作業及び発表を評価する。

テキスト名:テキス卜は特に用いない。

基 礎 演 習 -35

鎗画の見方

よし むら とし

吉村稔子

Z車 E
-，-一事

後期

本クラスでは、絵画の見方をテーマに基礎演習を行います。主として西洋の素描を題材として、

作品の見方、見たものの解釈や分析の方法、自己の見解を文章で表現する方法を学ぶことを目標と

します。毎回、具体的な課題をもとに、討論と小論文の作成を行います。

見れば分かる、という言い方がありますが、見方が不注意であったり、見たことを合理的に解釈

できなかったりすると、分かったとは言えません。文字資料を読む場合についても同じことが言え

ますが、このクラスでは絵画資料を題材に考えてみましょう。

評価方法"平常授業における提出物。

テキスト名:適宜資料を配布します。
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歴 史
品尚

子

世界現代史-20世紀はどういう時代だったか

A 
や ま り ょ う け ん じ

山領健
三三豆亙
1-4年
扇一一扇

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" )。

f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。文字通り現代世界をまるごと相手にして格闘

するので教師も学生も大仕事だが、その“大変さ"を逆に生かして興味の続く授業の形を工夫した

い。前期の授業では二つの世界戦争が中心になる。

評価方法:平常の授業への参加、期末試験などを組み合わせて評価する。

テキスト名:テキストについては授業での指示を待つこと。、

L竺 史
話~
子

世界現代史-21世紀への転換

E A 
や ま り ょ う け ん じ

山領健
2一事1宣
1-4年
福一一雨

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・ホプズポウム (EricHobsbaum)の著書 『極端な時代J(“AGE OF EXTREMES" )。

「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。文字選り現代世界をまるごと相手にして格闘

するので教師も学生も大仕事だが、その“大変さ"を逆に生かして興味の続く授業の形を工夫した

い。後期の授業では第2次世界大戦後の世界の激変が中心になる。

評価方法:平常の授業への参加、期末試験などを組み合わせて評価する。

テキス卜名:テキス卜については授業での指示を待つこと。
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歴 史
島崎

弓ー

くルネサンス史>.YN世紀前半

B 桂
よし き

芳樹
2車 在
1-4年

重二二重

現代ヨーロツパ世界の基本的原形が形成されたルネサンス時代の主要問題を扱う。北イタリア3

都市国家の発展と初期資本主義の形成/フィレンツェの古典ギリシア文献学受容/書記官文化・市

民的実践倫理としての初期人文主義/フランスの後期百年戦争と「中世の秋J/ r聖なる狂気j

ジャンヌ・ダルクと魔女現象/ヴェネツィアの地中海貿易とムスリム文化の流入/プレスター・ジ

ョン伝説とポルトガル・エンリケ航海王子の海洋探険/フイレンツェのメディチ家支配とルネサン

ス芸術の革新/ルネサンス精神の精華:サンタ・マリア大聖堂/ルネサンス教皇権の確立と宗教的

協和運動の行方:コンスタンツ、パーゼル公会議/東西両教会統一フィレンツェ公会議:ピザン

ツ・ヘレニズム文明との遭遇/写本蒐集と古代思想の復活:プラトン主義、新プラトン主義、ヘル

メス主義、教父哲学/新たな問題意識: r人聞の尊厳Jr宇宙における人聞の位置J/ニコラウス

V世の世界政策とローマの都市計画

評価方法:レポート、平常点などを総合する。

テキス卜名:教材はプリントを配布。参考文献は授業中、適宜指示する。

歴 史
品a..r，
号」

<ルネサンス史>.YN世紀後半

E B 桂 芳樹
芝単亙
T二ご互草
福一一雨

1453年の東ローマ帝国の滅亡と百年戦争の終結/ニコラウスV世・コジモによる五大国体制の構

築/初期ルネサンス指導者の交代と時代精神の転換/市民的人文主義から超越論的人文主義へ/フ

イレンツェ・プラトン・アカデミーの設立/宗教的普遍運動とナショナリズムの撞頭/スイス誓約

同盟、プルゴーニュ戦争、スペイン統一、 フランスの中央集権化/ヴェネツィア・トルコをめぐる

国際危機/争乱の70年代:パ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/新プラトン主義・へルメス主義の制覇:フィチーノとピコ/芸術の内面化、「根

源的形象界Jとしての芸術:ボッティチェッリとレオナルド/ルネサンス宇宙論・占星術・ 「ヘル

メス科学Jの発展/ルネサンス建築・庭園の理論/地理上の発見/ルネサンスの技術革新:航海技

術、印刷術、銃砲/rイタリアの平和Jの終薦:シャルル四世のイタリア侵略/イタリア・ルネサ

ンス文化の全ヨーロツパ的光被

評価方法:レポート、平常点などを総合する。

テキスト名:教材はプリントを配布。参考文献は授業中、適宜指示する。
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歴

日本国制史

史
品尚

子 C 粛藤 融
亘書王百
1-4年
前一一雨

日本の古代における国室長の形成は、東アジアの国際環境と切り醸して考えることは出来ないが、

原始的な国家機構は巨大古境に象徴される大和政権期にも存在した可能性が指摘されている。中華

帝国の律令法典を国家運営法として受容することを契機に成立した古代国家が、どのようにして中

世国家に移行したのかについて国制史という観点から概観し、日本史に対する理解を深めることを

目標とする。なお、ここでいう国制史とは、単なる政治史ではなく、各時代における国家の性格の

相違を踏まえた国家史を指す。

講義例:大和政権/聖徳太子と大化改新/天智・天武朝/律令国家/天平時代/桓武朝/

延喜・天暦の治/摂関政治/院政/平氏政権と鎌倉幕府の成立/執権政治/

得宗専制政治/建武新政

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:佐々木準之介ほか編『概論日本歴史』吉川弘文館

歴

日本国制史

史
鼻晶晶

子 E C 
さい とう

粛藤 竃
2.&  
1-4年
福一一葡

日本の中世国家は武家政権が公家政権を凌駕する形で展開していったが、応仁の乱などを契機に

中世的秩序が崩壊し、群雄割拠の戦国時代を経て新たな幕藩体制が形成されて近世田家に移行する。

その実態を国制史の観点から概観して、日本の前近代に関する理解を深める ζ とを目標とする。

講義例:足利幕府/義瀦の時代/応仁の乱/戦国大名/織豊政権/江戸幕府の成立/

元禄時代と正徳の治/幕政改革/藩政改革/黒船来航と尊皇捜夷

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:佐々木準之介ほか編『標論日本歴史』吉川弘文館

- 129ー



L竺 史
鼻凶

弓ー

対外交渉史(東アジアの日本)

D 鷲藤
信銅島

融
2 !吾在
1 -互奪
前一一扇

近代における国家聞の通交とは質的に異なるが、前近代においても様々な形で国家聞の交渉は行

われてきた。古代から中世に掛けて、日本は中国王朝を頂点とする東アジアの国際秩序のもとでど

のような国際関係を取り結んでいたのかを概観して日本史に対する狸解を深めることを目標とする。

講義例:1線志倭人伝/倭の五王/遺階使/百済救援の役/遣唐使/新羅と溺海/

遣唐使廃止とその後/日宋貿易/元冠/日明貿易と倭冠

評価方法:論述試験と平常点

テキスト名:酉鴎定生 『古代東アジア世界と日本』岩波現代文庫

必要に応じて参考文献を講義中に紹介する。

歴 史
品尚

子

対外交渉史(世界の申の日本)

E D 粛藤
~ 

融
2.& 
1-4年
蚕一一扇

古代から中世前期における日本の対外交渉は、中国王朝を頂点とする東アジアの国際秩序を前提

に展開していたが、中世後期になると、西欧社会が大航海時代を迎えたことで否応なしに西欧を基

軸とする国際環境の渦に巻き込まれることになる。中世後期から近世に掛けて、日本がどのような

対外交渉を行っていたのかを概観して日本史に対する理解を深めることを目標とする。

講義例:日明貿易と倭冠/南蛮貿易/鎖国/長崎貿易/朝鮮通信使/琉球慶賀使/

黒船来航と開国/安政条約

評価方法:論述試験と平常点

テキスト名:西崎定生『古代東アジア世界と日本』岩波現代文庫

必要に応じて参考文献を講緩中に紹介する。
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歴 史
品同
守』 E 

えんどう み ゆき

遠藤美幸

2 車在
1-4年
重二二重

近代世界とヨーロッパ

『近代世界システム論Jでヨーロッパ近代史を概観する。この講義は、「ヨーロッパ中心の歴史

観」に検討を加え、「非ヨーロッパ的Jな視点で歴史を再考するとともに、現代社会におけるアジ

ア(日本)の立場や役割について一考することを最終目的とする。講義の主なテーマは次の通りで

ある。大航海時代から始まる「中核J、「周辺j 理論/なぜヨーロツパがf中核Jになったのか/rヨ

ーロツパの発展j がもたらしたもの/r後進Jr先進Jの意味/r近代世界システムJの展開(ポ

ルトガル、スペイン、オランダの場合)/イギリスの工業化と奴隷貿易/なぜイギリスが最初の工

業国になったのか/フランス車命がもたらしたもの/イギリスの「産業革命Jの意味/イギリスは

「衰退」したのか/移民の問題(中核から周辺へ)/ r近代世界システム論」の今後/世界のヘゲ

モニーを握るのは誰か/アジア(日本)の立場と役割

評価方法:レポートもしくは筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定(量初の捜重量で指示する予定)

L竺 史
島尚

子 E E 
えんどう み ゆき

遭藤美幸

一一
一

'近代世界とヨーロッパ

「近代世界システム論Jでヨーロッパ近代史を概観する。この講義は、「ヨーロッパ中心の歴史

観j に検討を加え、「非ヨーロッパ的Jな視点で歴史を再考するとともに、現代社会におけるアジ

ア(日本)の立場や役割について一考することを震終目的とする。講義の主なテーマは次の遜りで

ある。大航海時代から始まる I中核j、「周辺j理論/なぜヨーロッパが『中核Jになったのか/rヨ

ーロッパの発展Jがもたらしたもの/r後進Jr先進j の意味/r近代世界システムJの展開(ポ

ルトガル、スペイン、オランダの場合)/イギリスの工業化と奴隷貿易/なぜイギリスが最初の工

業国になったのか/フランス革命がもたらしたもの/イギリスの「産業革命j の意味/イギリスは

f衰退Jしたのか/移民の問題(中核から周辺へ)/ r近代世界システム論Jの今後/世界のヘゲ

モニーを握るのは誰か/アジア(日本)の立場と役割

評価方法:レポートもしくは筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:未定(最初の綬業で指示する予定)
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哲
品尚

子

再び孤独について考える

A 樋笠勝士

2 車て直

1-4年
前期

人聞は皆孤独である。決して他人の心は見えないし、言語などを使って可能な限り内面を伝達し

ようと(あるいは聞き取ろうと)しでも、完全に同じものを共有することは不可能である。その上

「私Jからしか世界は見えない。どのようにしても客観的な立場、第三者的な立場、自分の価値観

を緩れた立場に立つことはできない。どのように考えても常に「私」が存在し、つきまとい、しか

もその「私Jというフィルターを通じてしか世界は見えてこないからである。このように考えてく

ると、「社会Jや「友人Jや f恋人Jや「言語j や「コミュニケーションj や「同じ経験Jとし、っ

たものは一体何のために成立し、或いは、どうして成立しているのであろうか。もしかしたら、そ

の成立は幻想なのであろうか。もしそうなら、どうして幻想という資格で成立しているのであろう

か。或いは、もしかしてそれは、幻想ではなくて、そのような「ー」致Jや「共有Jを実現しうる

(または、実現の可能性を信じられる)論拠をもっているのであろうか。

このような問題意識を皆で考えてゆきたいと思う。授業は人数が少なければゼミ形式をとる予定

である。

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。

哲
品尚

子

更に孤独について考える

E A 樋笠勝士
2 !l! {孟
1-4年
福一一司

前期の問題意識を前提にして、人聞の絶対的孤独やその克服の可能性等の問題を、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。

- 132-



哲 鼻Lι
弓ー 引↓ 品益幅士

2-*亙
1-4年
前一一雨

大学と哲学

「哲学とは何か」という問いを、「大学とは何かJという問いに絡ませて考えてみたい。それを、

以下のような講義の構成で進めていきたい。

1)イントロダクション: r知への愛Jとしての哲学

2)哲学の外側:広義の哲学としての教養活動(パイデイア)

3)哲学と教養と恋:プラトンの場合

4) 哲学と教養と学問:アリストテレスの場合

5)大学の成立: r大学 (universitas)Jとは何か

6)大学の教養教育 liberal司rtsの志向するもの

7) 哲学と大学

テキス卜名:適当なテキストを教室にて指定する。

i 評価方法:試験で判断する。

哲
品 尚

子・ E B 
ひ かさかっ し

樋笠勝士

2車直
1-4年
福一-，覇

教養と哲学

「哲学とは何か/大学とは何かJという聞いを掲げて、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。前期の概説を踏まえて、後期は特殊講義を行う。また、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・試験等で総合的に判断する。

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 IB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。
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哲

問題意識の発現

品尚

子 C 
ひ かさかっ し

樋笠勝士
2車亙
Tτ互草
前一一雨

哲学的な活動には、その探求の欲望の内容から見て大きく分けて二つある。「世界を知りたいJ

と「自分を知りたいJである。古代哲学から始まって、この二つの問題意識は、それぞれヴァリエ

ーションをつくりながら、また相互に関わりながら現代にまで行き渡っている。その両者の関係は、

極喝な場合だと、「自分を知るJことが、ぞのまま「世界を知るJことになることもある。また、

裁然と区別して、どちらを採るかという要求を掲げるものもある。このように、見方によって相当

離れた思索が誕生してしまうことから、何が見えてくるであろうか。或いはそこに何か知られざる

基本的な問題があるだろうか。このような立場から、本講座では、この二つの問題意識自体と、そ

の関係について考えたいと思う。

この問題意識について、 学生もできるだけ自分の問題として(実は自分の問題そのものなのだが)

受け止めてもらえればと考えている。

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。

哲

問題意識の展開

~ 
弓E E C 

ひ かさ かっ

樋笠勝士
2ー毒f在
1-4年
後 期

前期に考察した「哲学的な活動Jについて、更に深めて考えてみたい。前期が基礎編だとしたら、

後期は応用編である。先ず、関連する文献を読んで問題意識を共有することを目指す。そして、実

際の人聞の活動を、クラスでディスカッションして、できればプレゼンテーションも検討したい。

履修者数によって変わるが、もし人数が少なければゼミ形式を採用したいからである。

最初に集まった学生からアンケートをとって、どのような問題意識があるのか、それをどのよう

に授業に生かしていくのかを学生と共に考えたいと思う。

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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倫 理

近代の「方向づけj

品尚

子・ A . B み やけ まさ ずみ

宅正純

2 単位|

1-4年|
前期|

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j 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、『自由主議的個人主義Jr近代家族j

f競争社会J'r自然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(夏目灘石、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の受講を許可する。

倫 理
島崎
号』 E 

ひとを「理解するjとはどういうことか

A . B み やけ ま吉 ずみ

宅正純
2.& 
1-互草

本講義では、「所有関係Jと「他者理解J、また f恋愛j と f友情j を主題として取り上げ、これ

らにおける「言語j の機能や「時間性Jのあり方を考察する。その際、知覚世界の諭理(メロデイ

や色彩の現われ方)について論じ参考とする。

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(夏目瀧石、角川文庫版)。

注意事項:倫理学IIAは、倫理学 Iを履修した者にのみ、受講を認める。
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-
ホ 教 ，t.，!，ι 

子 1 A B 
ゃ うち よし あ曹

矢内義顕

2 車在
1-互草
爾一一扇

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、ー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。

1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.は使用しない。必要に応じてプリントを配布する。

宮小 教 ~ 

手 E A ピ
ゃ うち よし あき

矢内義顕

芝 て直

1-4年
後期

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、以下の三つの宗教を取り上げ、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。

1ユダヤ教 2キリスト教 3イスラーム

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。

テキスト名: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 品同

子

『古事記』の神話

A B 飯田
いさむ

勇

2 単位
1-4草
爾一一雨

『古事記』を取りあげ、日本神話を概観する。日本最古の古典である 『古事記』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Jその懐かしい話が、 『古事記』という書物に、このよ

うなかたちで記載されているこ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』

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』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、神話と伝説や普話との違

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』

文

万葉の恋意

会同
号』 E A B 

いい だ

飯田
いさむ

勇

2 単亙
Tτ互草
福一一扇

文学11の講義では、特に 『万葉集』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、 『万葉集』の恋歌の有り

様に求められないこともない。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。

テキス卜名:教材は講義時に配布する。
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文
品a..r，
子 C D いの うえ まさ あっ

井上正篤
2 車 E
1-4年
重二二重

「愛J、f罪J、f死J、「実存j等をキーワードに、内外の名作を鑑賞する。小説のこまやかな読み

込みと、人生を文学的・管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

そのビデオを鑑賞する。

評価方法:レポートを課す。 詳細は掲示する。

テキス卜名:サガン : r悲しみょこんにちはJ(新潮文庫)

石川達三: r青春の躍践J(新潮文庫)

文

その他

ー尚子 E C D 
川一一的 | 2単位

井正孟鳶 |1-4年
何時 | 後 期

「愛J、「罪J、「死J、「実存」等をキーワードに、夏目激石の名作を鑑賞する。小説のこまやかな

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

作品はそのピデオを緩賞する。

評価方法:レポートを課す。 詳細は掲示する。

テキスト名:夏目減石: rそれからJ(岩波文庫)

夏目減石: rこころJ(岩波文庫)

その他
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美 術 史 A 吉村稔子

2.& 
1-4年
福一一雨

東洋の仏教美術

日本を除く東洋諸地域(繭アジア、東南アジア、中央アジア、中国、勝国)の仏教美術(建築、

彫刻、絵画、工芸)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:試験、レポート。

テキスト名:前田耕作監修 Hカラー版]東洋美術史』美術出版社

美 術 史 E A 蓄箱詰争
2.& 
Tτ互草
福一一扇

日本の仏教美術

日本の仏教美術について概説します。飛鳥から鎌倉時代の仏教美術(建築、彫刻、絵画、工芸)

の代表的作例をとりあげ、同時代の東アジア美術の様相に言及しつつ、日本の仏教美術史の展開に

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:試験、レポート。

テキスト名:辻惟主催監修 Hカラー版]日本美術史』美術出版社
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美 術 史
I +. .~.~ _.. _ I 2単位

BI釜jR・フォール組争 1 1-4年
1 1 後期

パリの美術館を訪ねてオルセー美術館

パリの美術館の代表的作品を鑑賞しながら、作品を美学・美術史上のみならず、地理、歴史、社

会学・社会史他様々な観点から分析し、美術作品を一人の人間創作としてのみならず、その時代の

創造として総合的にとらえることによって、美術により深い興味を喚起することを目標とする。例

えばマネの「草上の昼食Jを取り上げ、この絵が、この時代 09世紀後半)フランスでどういう意

味をもったのか? マネとはどういう画家か? この絵に反映されているイタリア・ルネッサンス

絵画の伝統は、どのようなものだったのか? 登場人物は、どういう人達なのか? 彼らの生活様

式はどのようなものであったのか? 等を採ってみよう。スライド・ビデオをフルに活用し、発表、

クラス討論を重視する。展覧会、美術館の見学も可能。

評価方法:授業の出席状況、発表やクラス討論参加の状況、レポート

テキスト名:高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブック~ (新.館、 1的8)

千足伸行監修『西洋美術史J(西村膏居、 2000)

ヴアレリー・メテ『オルセ一見学ガイド~ (Art Lys，l鈎9)

美 術 史 E B 
あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子

パリの美術館を訪ねて:ルーブル美術館

ルーブル宮殿の歴史と、宮殿に住んだ王侯費族の宮殿生活について簡略に既説した後、宮殿が美

術館になった経緯や、美術館の豪華なコレクション成立過程を探索してみよう。またコレクション

の代表作品、例えば、古代オリエントの浮彫、エジプトのネフエルティティ像、ギリシャの「サモ

トラケのニケJrアヴィニオンのピェタJ、ドラトウールの「マグダラのマリアj、ダヴインチやウ

ッチェルロ等イタリア・ルネッサンスの画家遥の作品を一点ずつ詳細に鑑賞し、美的鑑賞のみなら

ず各時代に生きた人々の社会環境、生括様式や歴史的背景を探ってみる。スライド、ビデオをフル

に活用、発表、クラス討論を重視する。

評価方法:授業の出席状況、発表、クラス討論参加状況、レポート

テキスト名:高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブックJ(新書館、 1998)

千足伸行監修『西洋美術史~ (西村寄宿、 2α氾)

ヴァレリー・メテ『ルーブル見学ガイドJ(Art Lys，2α珂)
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c3 
諸
問

品尚

子 入 門 A 
ふじ た とも

藤田知子
Z豆ヨ互
1-4年
前一一扇

外国語を学ぶ私たちは絶えず新しい知識を吸収し、話す、読む、書くなどのいろいろな実践を

行っています。そうした営みと平行して、母語を含めた広い意味でのことばが私たちにとってどの

ような意味をもち、生きていくなかでどのような力となりうるのか、その限界も含めて考えてみる

ことが大切です。私たちはことばと一生つきあいながら社会のなかで生きていきます。ことばがも

っ性質をより深く理解し、人間らしく生きていくためにことばの力を身につけたいものです。授業

の前半は皆さん自身に青木三郎著 『ことばのエクササイズ』のなかの課題に取り組んでもらいます。

授業の後半で教師が解説を加えます。触れられていない項目についてはプリントを配布しで補うこ

ともあります。

「入門Jなので 1-2年次での履修をお勧めします.

評価方法:課題とレポートによる。

テキス卜名:膏木三郎位∞2)rことばのエクササイズ』ひつじ書房、 14∞円。

注意事項:履習希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。

自 言書
品 尚

子 入 門 n A 藤田知子
2 !吾E
T二互草
福一一雨

前期にひきつづき、青木三郎著 『ことばのエクササイズ』を使用します。できるだけ、前期・後

期と連続して履修することをお勧めします。授業の進め方も前期と同じです。授業の前半は皆さん

が 『ことばのエクササイズ』のなかの課題に取り組み、後半で教師が解説を加えます。

f入門Jなので 1-2年次での履修をお勧めします。

評価方法:課題とレポートによる。

テキスト名:宵木三郎 (2∞2)rことばのエクササイズ』ひつじ書房、 14∞円。

注意事項:履習希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。
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E司
諸
問

品尚

子 入 r， B 
いし い やす お

石居康男

ことばの宇宙(1 ) 

ことばを材料とする理科の時間。言語を形作る究極の要素とは何なのか、音と意味という異質な

ものが結びつけられる言語システムとはいかなるものか、そのようなシステムが私たちの脳に発達

することの意味を考える。

評価方法:成績は中間試験と期末試験の2回の試験の成績に基づいて判定する。

テキス卜名:テキストは未定。初回の授業で指示する。参考・として以下の本を挙げておく。

中島平三・外池滋生 『言語掌への招待』大修館書信， 1994. 

井上和子・原因かづ子・阿部泰朗 『生成言語学入門』大修館書盾， 1鈎9.

橋m大三郎 『はじめての構造主義』講絞社現代新・898，1部8.

注意事項:履修希望者多数の場合には、履修者制限を行う可能性があるので、履修希望者はかな

らず初回の授業に出席すること。また、このコースは 1，11を合わせて初めて内容的

に完結する。したがって、同一担当者の f言語学入門IIJを後期に続けて履修するつ

もりで履修計画をたててほしい。

11:1 
墨
田==ロ

品凶
手」 入 r， E B 

いし い やす お

石居康男

芝草在
Tτ互草
福一一雨

ことばの字宙 (2)

f哲学(=r自然哲学Jすなわち今日の「自然科学J) は、宇宙というこの壮大な書物に書かれ

ている。この書物は、いつもわれわれの限の前に聞かれている。けれども、まずその言葉を学び、

ぞれが書かれている文字が読めるようになるのでなければ、この書物を理解することはできない。

(ガリレオ・ガリレイ)J人間言語という宇宙を読み解く。「言語学入門 1Jの続き。

評 価方法:成績は中間試験と期末試験の2回の試験の成績に基づいて判定する。

テキス卜名:テキストは未定。初回の捜業で指示する。参考書として以下の本を挙げておく。

井上利子・原因かづ子・阿部泰明 『生成言語学入門』大修館・眉， 1鈎9.

竹内外史 『新装版 集合とは何か』講談社ブルーパックス1お2，2∞1. 

連辺正雄 『科学者とキリス卜教ーガリレイから現代まで』講談社ブ)!r-パックス印6，1987.

注意事項: r言語学入門IJの単位を取得済みの者に限る。本年度前期に石居担当の「言語学入門

1 Jを履修した人は、(内容の連続性から考えて)続けて履修することが望ましい。
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Eヨ
耳
目==ロ

品凶

手 入 r， C 
いずみ

泉 邦寿
2 !吾在
Tτ互草
前期

この講義では人間の「ことばJについてJその機能と構造はもちろんのこと，人聞の認知能力と

のかかわりや，社会，文化といった言語外との関係をも視野に入れた広い立場から考察していきた

いと思います.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.前期、後期を

通すと、音声から意味・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 1

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ます。ことばの研究がふつうに考え

られているより広い地平へと通じていることを知ってもらうこともこの授業の目標のひとつです。

前期のこの授業では、言語研究の対象としてのことば、ことばの種類と分類、ことばの機能ーコ

ミュニケーション上の機能、社会的機能一言語記号の性質、音声・音韻・形態素などを扱う予定です。

評価方法:定期試験、出席状況、課題等を総合して決めます。

テキスト名:鈴木孝夫『教養としての言語学Jrことぼと文化』、両方とも岩波新書。

E司
墨
田==ロ

~ 
子 入 r~ E C 

いずみ

泉
くに ひさ

邦寿
2.fii 
1-4年
福一一葡

この講義では人間の「ことばJについて、その機能と構造はもちろんのこと、人聞の認知能力と

のかかわりや、社会、文化といった言語外との関係をも視野に入れた広い立場から考察していきた

いと思います。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。前期、後期を

通すと、音声から意味・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ます。ことばの研究がふつうに考え

られているより広い地平へと通じていることを知ってもらうこともこの授業の目標のひとつです。

後期のこの授業では、主として統語論、意味論、語用論の分野の問題を扱う予定です。

評価方法:定期試験、出席状況、課題等を総合して決めます。

テキスト名:鈴木孝夫『ことぼと文化』、『日本語と外国語』、両方とも岩波新.。
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~ 
亙
ロ==ロ

品尚

子 入 r~ E D 
ふじ た とも

藤田知子

昨年度前期に開講した「言語学入門 1CJ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、意味論、語用論、統語論における基本的な問題の立て方と観察の方

法を、以下の具体的なトピックの分析を通して学びます。

1 )日本語の連濁 2)漢字形態素諭 3)言語とジェンダー

4) 日本語の類別詞 5) 指示詞 6) 助詞「はJと「がJ など。

問題の多くは日本語から取り上げますが、自分が知っている外国語ではどうなっているのか、常

に考える習慣をつけてくださPo

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。

評 価方法:筆記試験により評価します。

テキス卜名:プリント配布。

注意事項: • r入門Jなので 1-2年次での履修をお勧めします。前期のみの授業であることに注

意。「言語学入門 1Jが履修済みであることを登録の条件とはしませんが、その知識

を前提として話を進めることが多くなるでしょう。履修希望者が多い場合は開講時に

抽選を行います。

千土 .0. 
ZJ; 

~、

守一 1 A B 山本 功
2ー-車一直
Tτ互草
前一一扇

社会学の墨礎

そもそも「社会Jとは何だろうか。あるいは、社会というものがくある >とは、どういうことだ

ろうか。「そんなものはない。存在するのは個人だけだJということも確かに可能だろう。しかし、

ひとはひとり個人としては存在しえない。個人を取り巻く様々な関係によって初めて彼/彼女は今

あるありかたで存続しえる。

社会学の基礎概念を中心に取り上げるが、言葉を「覚えるjのではなく、ある概念を用いたとき、

「社会Jがどのように今までとは違って見えてくるのか、を強調したい。高校までの「社会科j と

決定的に異なるのはこの点であろう。「社会j について学ぶと同時に、いやそれ以上に社会の「見

方J について楽しんでいただきたい。

最初に個人と社会の関係に関する社会学の二大巨人、 M.ウェーパーと E.デユルケムの方法に

ついて論じ、ついで何人かの社会学者を取り上げ、社会の「見方」を取り扱う。しかる後に、個別

領域をひとつずつ取り上げていきたい。

評 価方法 :筆記試験を行う。

テキスト名:森下伸也『社会学がわかる事典』日本実業出版社2∞1

- 144-



社 .0. 
Z玄

品拍

手

犯罪と非行の社会学

E A B 
やま もと

山本
L叫 | 2 単位 l
fij l1-4年|

| 後期|

様々な f逸脱現象Jのうち、犯罪・非行を中心に取り上げる。少年の「凶慈化Jが叫ばれ、 2000

年秋に少年法が改正されたが、少年が「凶悪化Jしたと言えるのだろうか。また、何かしら事件が

起こるたびにメディアでは「親がJr学校がJr社会がj と様々な(?)原因が論じられるが、それ

らは妥当なのだろうか。そもそも、犯罪や非行についてどうして人は語りえるのだろうか。

この講義では犯罪社会学の基本を講義し、現代日本の犯罪・非行状況について考察す

る。最後に、逸脱の社会問題化についての社会構築主義的見方について論じる。

(1) r犯罪Jr非行J概念 (2)犯罪報道、暗数問題 (3)実証主義的犯罪原因論 3-1)ストレイン理論

3-2)コントロール理論 3-3)学習理論 (4) r有害環境J諭 (5)ラベリング論と社会構築主義

評価方法:筆記試験を行う。

テキスト名:テキストは用いない。適宜プリントを配布する。

ネ土 .0. 
Z玄

個人が先か、社会が先か

~ι 
子 C 加藤譲治

2 1冨在
1.-4年
前期

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J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

互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。

テキス卜名: rソシオロジ一事始め』中野秀一郎、有斐閣

注意事項:出席重視
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ネ土 .0. 
Z玄

現代社会はどこへ行くのか

品同

号与 E C 
由、 とう じよう じ

加 藤譲治
Z葺E在
1-4草
福一一雨

私たちは何らかの組織や集団に所属して生活している。ぞうした組臓や集団、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。

テキスト名: rソシオロジ一司E始め』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。

社 .0. 
~ 

品尚

子 D 長議議露

個人と社会、行為と社会関係、社会構造と社会変動の社会学

Z吾fsi
1-互草
爾一一雨

自分と他人、個人と集団・組織・社会の関係を考える社会学の基本的立場を概説する。

1、社会学とその他の学聞の関係 2、自然科学との違い 3、人文・社会諸科学との途い

4、個人と行為 5、役割と規範 6、集団と組織 7、文化と価値

8、社会構造と社会変動 9、近・現代を社会学はどうとらえるか

10、社会学の様々な方法

到達目標は、厳低限の社会学の知識を知ることにより、個人と社会の関係について独りよがりで

はない冷静な見方を身につけることにある。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:その都度指示する。なお教科と言うわけではないが参考書としてたとえば石川晃弘他

『社会学入門』有斐閣など
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社 .0. 
Z玄

働くことの社会学

品尚

子 E D 
お がた たかあき

尾形陸彰
2.亙
1-4年
福一一雨

社会学の基本を 1Dで学んだ学生に、人の基本的な活動である臓業、就労、雇用などのテーマに

ついてやや掘り下げて考えていく。

はじめに一勤労観3，000年
1、働くことの歴史一前史- a古代史から中世へ、 b歴史に記きれない働き方

2、勤労観の近代ーその光と影ー ar罰Jから「天臓Jへ br理性Jと f疎外J

3、勤労観の現代 a細分化された労働 b r疎外感Jとその克服

‘ 4、産業民主主義と参加

5、新しい労働ーサービス経済化とサービス労働

終わりに一働くことの意味

到達目標は、「働くことJの意味について、歴史・文化的背景を知ることで、現代における意義

や問題性を考え直してみたい。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:その都度指示するが、たとえば石川晃弘他『産業社会学』サイエンス社など

法
品尚

子 企I森下史郎
2 事E
Tτ互草
爾一一雨

本議議は、法学の基礎知識を理解することをテーマに、法学への道では法の解釈と適用を、刑法

では犯罪と刑罰というテーマで、犯罪とは何か、刑罰とは何か、応報刑、教育刑、少年法と刑事責

任能力、正当防衛と緊急避難、安楽死、死刑、仮釈放、執行猶予等の問題を、また労働法では労働

契約、労働条件、解雇、不当労働行為、争議行為等の問題を具体的判例を紹介しながら講識をすす

める予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキス卜名: r法学j蒜泉章有聾聞ブックス

参考書:r判例法学j酒井/西村編有聾閤ブックス
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法
品M

子 E A 録手是認
夏草て直
1-'4年
後期

本講識は、民法、憲法の基本問題の理解というテーマで議議を進め、契約取引と法で

は、契約の成立と効力を、市民生活と不法行為では、過失責任、無過失責任の流れの中で、不法行

為の成立要件、効果を、家族生活と法では、婚姻、夫婦、際婚、扶養、相続、遺言等を、また憲法

では、人権の性格一普遍性、不可侵性、固有性ーという観点から、外国人の人権、人権の私人間効

力の問題、新しい人権の問題を検討する予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキスト名: r法学j森東章有斐閣ブックス

参考書:r判例法学j酒井/西村編有斐閣ブックス

j去 ~ 
号』

日常生活のなかの法

B 
あおやま はる き

青山治械
2 単位
Tτ互事
前一一扇

普通に暮らしている限り、多分多くの人が裁判所に出かけることもなく、法律を意識することも

ほとんどないだろう。とすると、法律に関わるということは特別のことなのだろうか。しかし、日

常生活の中には、裁判にまでいたらないまでも法的思考を必要とする問題は少なくない。例えば、

家庭の中で物の取り合いが起こった時、どのように解決したらいいか、友達が運転する車に同乗し

ていて事故を起こした場合、友人に損害賠償の請求ができるか、といった例をもとに、法的思考と

法的解決の意義を考えていきたい。常識的な考え方と裁判所の判断のずれについても具体例に則し

て見ていきたい。

評価方法:筆記試験

テキスト名:松井茂記他『はじめての法律学』有斐閣

注意事項:小型判でよいので「六法Jを用意すること。

より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを

参照のこと。
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法 ~ 
弓L

映画から法を考える

E B 
あおやま はる き

青山治城
三亘E亙
1-4年
福一一扇

法の世界はとっつきにくいものかも知れない。特に日本人にはその傾向が強いが、商洋人にも法

嫌いは少なくない。しかも、現在では法の領域も細分化され、全体像を把握することは専門家でさ

え決して容易なことではない。そこで本講義では、法学 Iで学んだ身近な問題をさらに展開するた

めに、映画を通して法的な問題を一通り理解できるように試みる。これによって、法的思考や法的

な枠組みを知り、さらに法律の世界に関心をもってもらうことを期待している。

法的思考は、通常の常識に反する場合もあるが、それは決して非常識ということではない。英語

では法学のことを jurisprudenceとしザ。それは、複雑な現実の問題を解決するために人類が叡智 '

prudenceを集めてきた成果なのである。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:野田進他『シネマで法学』有斐間

注意事項:小型事jでよいので「六法Jを用意すること。法学 Iを履習していることが望ましいが、

こちらから先に受講しでもよい。

政

より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac伊/四haoyamajの中の「授業案内Jを

参照のこと。

ミA
Jロ

品尚

子 A 
いけ や ともあき

池谷知明

先進諸国の政治

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

は先進デモクラシー諸国と一括きれるが、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、講義のもう一つの毘的となる。

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。
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政 ミム
Jロ

島尚

子

デモクラシーについて考える

E A 
いけ や ともあき

池谷知閉
三三豆亙
1-4年
優一一扇

現代政治は一般にデモクラシーとして展開している。われわれはデモクラシーについてどの程度

知っているのだろうか。そもそもデモクラシーとは何か、歴史上デモクラシ一体制が成立するのは

一体いつなのか、デモクラシーは国民が主役の政治というが本当だろうか、日本のデモクラシーは

欧米のデモクラシーに比べて問題があるのではないか、多数決はデモクラシーの唯一の決定方式な

のだろうか。この講義では、デモクラシーについての以上のようなさまざまな疑問にたいして、ま

ずデモクラシーをどのように考えることができるかについて考察する。次いで、各国のデモクラシ

ーを比較しながら検討したい。

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。

テキス卜名: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。

新聞やTVの政治報道に接することを習慣としてほしい。

政 ミ'A
Jロ

現代日本政治の課題

~ 
弓」 B 

t，J.が い

永井
ひろし
~~ 
11:1 

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、ぞれと車の両論をなしてきた平和憲法の空調化が進んできているからだ。なぜそうなった

のか、その解決策は何か。民主政治の出発、日米安保体制、 55年体制、高度成長とパプルの崩壊、

自民党一党支配の終薦、政治改革と行政改革、「国際貢献J諭と自衛隊の海外派遣、沖縄基地問題な

どをテーマに、 21世紀の日本が進むべき方向をみんなで考えてみよう。あわせて、政治学の基礎的

な概念を学ぶ。そのために、新聞・テレビ・雑誌などの政治ニュースに関心をもち、それを読み解

くカを養いたい。

評価方法:期末の試験・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。参考書は捜業中に適宜紹介する。

注意事項:r政治学 1Jの次にけ1J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遜じて、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。
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政
ξA 
J白

o'.:!:ι 
弓・ E B 

なが い

永井 叫浩
2*亙
1-4年
福一一雨

日本の，r国際貢献j

f政治学 1Jを受けるかたちで日本の国際的役割について多様な視点から考察する。主要なテー

マは、日米同盟を輸とした安全保降、アジアとの関係を中心としたODA (政府開発援助)と経済

開発、環境保護などのグローバルな課題。日本の内外の情況が激変するなかで、いずれのの問題も

既成のモデルがもはや適用しなくなってきていると同時に、国際関係のアクターの多様化にともな

ってわたしたち一人ひとりが新しいモデルの創造に参画できる時代となっている。日本国憲法を読

み直しながら、その理念を21世紀の国際社会の発展にいかしていくためにはどうしたらよいか、真

の平和とは何かを考えたい。

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。

テキス卜名:テキストは特に指定しないが、参考書として入江田『新・日本の外交J(申公新書)、

五百編頭真編 『戦後日本外交史J(有聾聞)、寺島実郎『国家の論理と企業の論理』

(申公新書)。その他は捜業中に適宜紹介する。

注意 事 項 :r政治学 1Jを受講したあとに r11 Jをとるのがのぞましい。

.経済学 1 A B 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

マクロ経済学を申心に

国内総生産 (GOP)のしくみとその決定メカニズム、経済成長と景気循環、生産と消費、物価と

インフレーション、対外経済取引と国際収支・為替レート，財政と金融政策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 、新聞等で自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埋解で

きるようになることを目標にする。

評価方法 :筆記試験

テキス卜名:r入門の入門ー経済のしくみJ、大和総研、日本実業出版、 1鈎9年、その他適宣資料を

配布する。

注意事項:経済学 1(前期)一一>経清学11(後期)の順に受講しでも、逆に、経済学11(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b、。

- 151-



経済学 n A B 

ミクロ経清学を中心に

すげ のぷ ひこ

小菅伸彦
Z皇室
1-4年

福耳ア扇面

(1)経済理論や経済政策の歴史的変遷、 (2)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:筆記試験

テキスト名:未定(簡聞な教科書を用いる。)

注意事項:経済学 1(前期)一一>経済学11 (後期)の順に受講しでも、逆に、経済学11 (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
よし、。

'L¥ 理

臨床心理学入門

品尚

子 A 田原俊司
2 !吾在
1-4年
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・心想的に遜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-IO(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、嘗病、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。

テキスト名:田原俊司(編著)rいじめ相談室J八千代出版

伊穣隆二・松本恒之(編)W現代心理学25章』八千代出版
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'L' 理
品尚

子 E A 自績 V露首
言言E亙
1-4年
福一一雨

カウンセリング入門

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

現情動療法、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

牢なお、受講対象は、心理学11、教育心理学、教育相談のいずれか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:伊藤隆二・松本恒之(編)f現代心理学25章』八千代出版

田原俊司(編著)rいじめ相談室J八千代出版

，υ 理 会‘'"号」
や べ ふみえ

矢部富美桟 唯一

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、主として環境から受け取った情

報の処理、即ち環境の認知の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)



同」 理 &“ 
子 E B . C 矢部富美枝

三三豆亙
1-4年
優一一扇

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、より高次の情報処理過程である

情報の保存・利用、即ち記憶・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)

心理学 1 D E 
や ベ ふみえ

矢部富美被

社会心理学入門

社会の中で生きる人聞の心理過程を扱う社会心理学の中で、主として人閑の社会的行動における

自己の意味や働き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:岡田芳久他著『社会心理学』有斐閣
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IL¥ 理

社会心理学入門

学 nD 条蔀会桑会
E宮古
Tτ互草
後期

社会の中で生きる人間の心理過程を扱う社会心理学の中で、主として他者の認知に関する領域に

，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:朗田芳久他著『社会心理学』有斐閣

教 育
J凶晶
子

あずま

東
とし のり

敏徳

2.1il 
1 -4~事
前期

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。ぞれはとりもなおさず、「教育とは何かJという聞いにつながる。こ

の聞いは歴史上多くの人々により答えられてきた。その足跡を辿る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いく。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

行う。

テキスト名:東 敏徳著『教育って何だろうJ(ユージン伝、 1鈎5)
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文化人類学 1 A 

異文化・他者の文化人類学的理解:基本的アプローチ

よし だ みつひろ

吉田光宏

文化人類学の基本的なパースペクティプ、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、どのような文化入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、 (7)
実証主義と解釈主義。

評価方法:筆記試験。授業への参加。

テキス卜名:テキストは、以下のような入門書からの妓粋を適宜使用。

Kottak， C. Phillip. 1997. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural 

Anthropology. 

Schultz， Emily A.，and Robert H. Lavenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspective 

on the Human Condition. 

佐震観哉 1992 rフィールドワーク:.を持って街へ出ょう』 東京:新聞社。

文化人類学 n A 
よし だ みつひろ

吉田光宏

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

亘.亙
1-4年
後期

異文化/他者理解のための文化人類学的視点を紹介する。以下のようなトピックを検証する:(1) 

アイデンティティ形成と反抗;(2)消費行動の社会性、政治性;(3)感情表現の文化的意味。

文化人類学の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。授業への参加

テキスト名 :テキス卜の指定はなし。以下のようなものの篠粋を適宜読む。その他随時紹介。

Lutz， A. Catherine. 1988. Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian 

Atoll and their Challenge to Western Theory. 

Schultz， Emily A.，and Robert H. Lavenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspective 
on the Human Condition. 

浜本満と浜本まりこ編 1994 r人類学のコモンセンス』東京:学術図・出版社。
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文化人類学 1 B C 三田村成孝

文化人類学の基礎的概念としての文化について学んでいく 。文化という概念は、そのうちに実に

多様なものを含み、それらをめぐり多くの理論が展開されてきた。文化は、人聞がっくりあげたも

のであるが、またその中に生まれた人聞をつくりあげていくものでもある。文化の違いは民族に

様々な特徴を与えている。一見とらえどころのない様にも見えるこの文化というものの回りを少し

歩いてみたい。

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。

|文化人類学 n B C 
みたむら しげ たか

三田村成孝
| 2単位
|1-4年
|後期

北海道アイヌ民族の文化について学んでいく 。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きれ、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、文化、民族について学んでいく。

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。



文化人類学 1 D E 
あべi

安倍 宰 一一円
ヒトの一生

文化人類学の基本項目を、ヒトの一生という形で講義する。ヒトは自らの意思に関わらず、生ま

れ、成長し、老い、死ぬ。ここには周囲の人々が持つ価値観の一部が集約されている。と同時に、

世界中には自分たちの知らない価値観がいかに豊富に存在するかにも気がつかされるだろう。人が

持つ価値観の奥深き、面白き、怖さを認識できるようになることが本講義の到達地点といえる。

主な内容 :ヒトはなぜ f文化Jをもつのか 11死と文化 皿誕生の文化

Nr一人前Jとは何か vr老いJの文化 VIr通過儀礼J理論

評価方法 :筆記試験が原則。f一発Jに自信のないものは、各自レポートを作成の上、提出して

も良い。詳しいことは各自質問に来ること。

テキスト名:村武、佐々木(編)r文化人類学』有斐閣

文化人類学 nD E 安倍 宰
2.&  
Tτ互草
後期

「他者jとは誰のことか

本講義の目的は、前期で学んだことを踏まえつつ、文化背景の異なる者、すなわち他者を私たち

がどう捉えているかを考えることである。町の中で偶然、そうした人と出会い、行動を共にするこ

とになったとき、私たちは「彼/彼女Jにどのような感情を抱き、どのような行動体系に沿ってゆ

くのか。本講義では「他者Jとは何かからはじめ、それが文化現象にどのように繋がるのかを考える。

主な内容:1説話の中の「他者J 11都市の中の「他者Jと「文化j 皿「交換Jと文化 W婚

姻と文化 VDualismという発想法 VI ethnogenesisとは何か VIIフィールドワーク

評価方法:筆記試験が原則。「一発Jに自信のないものは、各自でレポートを作成の上提出して

もよろしい。詳しいことは各自で質問に来ること。

テキスト名:村武、佐々木(編)r文化人類学』有斐閣
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憲 法 A 森下史郎

2 !吾百
1-4年
扇一一雨

本議論は、憲法の人権論に焦点をあて、近代憲法の確立過程で主要な役割を担うことになった人

聞の基本的自由、平等の問題、とりわけ、法の下の平等、表現の自由、信教の自由、経済的自由、

プライパシーの権利等を、現実の社会において、どのように保障されているのか、されていないの

か、憲法の解釈諭ーとくに判例を通じて批判的に検討する予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキスト名: r憲法j猪俣、後藤編敏文堂

参考書:r新版憲法判例j阿部、池田編有斐閣双書

憲 法 E A 
もり した し ろう

森下史郎

2 単位

1'-4年

盃二二璽

本講識は、現代的人権とされる社会権一生存権、教育をうける権利、勤労権、労働基本権をも含

む一公権力による不当な逮捕、監禁、拷問等を受けない保障としての人身の自由、憲法改正論争の

争点になっている戦争放棄、戦力不保持と自衛隊の問題、国民主権原理、人権論の大原則である平

等主義と矛盾する象徴天皇制等を視野に入れて批判的に検討する予定。

評価方法:定期試験

テキス卜名: r憲法j猪俣/後藤編敏文堂

参考.: r新版憲法判例j池田/阿部編有斐閣双書



憲 法 B 
あお やま はる 曹

青山治城
2m亙
1-4年
前一一雨

人権論

強盗の (金を出せという)命令と税務署の(金を払えという)要求とはどこが違うのだろうか。

ぞれは後者の要求が「法律Jに基づいたものだという点で違うわけだが、それでは、人はなぜ「法

律j に従わなければならないのか。それは、憲法の規定に基づいて正式に制定された法律だからで

ある。では、憲法にどうしてそんな力があるのだろうか。私たちは憲法の制定に立ち会ったわけで

はないのに、そんな昔の憲法に現在の我々が拘束されるのはどういうわけだろうか。この問題が、

憲法における人権論の要諦である。この点を日本国憲法に即して考えてしぺ 。

人権概念は、必ずしも法的概念だけではなく道徳的な概念としても用いられる。平和に生きる権

利とか汚染されていない環境で生活する権利などがそれにあたる。また、権利は保障されるべきも

のであると同時に積極的に獲得していくべきものでもある。従って、憲法に直接規定されたもの以

外にも「新しい人権Jを考えていく必要がある。この点で、日本国憲法の人権保障は、「法治主義J

とは異なる意味での「法の支配jの理念と深く関係していることの理解を目指したい。

評 価方法:筆記試験

テキスト名:市川正人 『ケースメソッド憲法』日本評論社

醤見俊輔他編 『英文対罰 日本国憲法を読む』相書房

注 意 事 項 :小型判でよいので「六法Jを用意すること。より詳しい内容については、

http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを参照のこと。

[竺 法 E 
あおやま はる き

青山治城

一一一一国家機構論

憲法という「法律Jは他の法令と少し違ったところがある。一言でいえば、憲法が立法者を決め、

ぞれの作る法律に正統性を与えるものだからである。つまり、何が正統な「立法権者Jであるかを

決めているのが憲法なのである。もちろん、拘束力をもった判決を下す権限をだれがもつのかを決

めているのも憲法である。法学的に言えば、そうした諸権限の総体、連鎖が「国家j なのであり、

憲法は国家を構成するものなのである。しかし、国家あってこその憲法であり、国家が憲法を作る

のだという議論も根強く残っている。日本国憲法に即しながら、憲法と国家の関係を考える。

現在の憲法は、占領下アメリカの指導によって作られた経緯から日本国にはふさわしくないとい

う議論もある。その中には、「憲法J自体不要ではないかという「廃憲論Jもある。こうした点を

考えても、現憲法の基本理念である「立憲主義Jr法の支配Jの意義を十分に理解されるように配

慮したい。

評 価方法:筆記試験

テキスト名:阪本昌成『憲法u有信堂

樋見俊輔他編『英文対訳 日本国憲法を読む』柏.房

注意 事 項:小型判でよいので「六法j を用意すること。より詳しい内容については、

http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを参照のこと。
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経

人はなぜ働くのか

声 同

昌
品同
・子

か とうじよう じ

加藤譲治

芝草E
1-4年
前期

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

生身の人闘である。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還を学習し、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』津田真徴、有斐閣

注 意 事項 :出席重視

経 声~

昌

「働き方jがかわる

品尚

子 E 加藤譲治
言言王宮
Tτ互草
後期

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J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:教材はそのつど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 1Jの受講を望む。
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統 計
品尚

子 A 
しぱ はら のぷ ゆき

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、統計解析の背後にある、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であり、統計データ分析の醍醐味を味わって頂きたい。

使用ソフトとしては、 Exce1，SPSSを用いた授業であるが、特に、 SPSSの使用が必要になる人

に向いているだろう。

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。

注) SPSS:統計解析用ソフトの一つー

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。

テキスト名: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

って、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)

2!1!6i 
1-4年
福一一葡

前期の統計学 IAで学んだ回帰分析を基礎として、主成分分析、因子分析、判別分析、クラスタ

ー分析、等々の多変量解析や、分散分析などの、統計学の応用に中心を置いた講義を中心として授

統 計
品尚
子」 E A 

しぱ はら のぷ ゆき

芝原信幸

業を進めてみたい。

授業は統計解析の実践演習を主として行うことにする。

統計データ処理に興味を持つ人にとって、統計解析の醍醐味を満唄することができる授業内容で

あると思う。

統計パソコンソフトとしては、 SPSSを中心としたものであるが、随時、Excel等の表計算ソフト

も併用していくつもりである。

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 .

って、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。

(ただし、統計学 Iの内容程度の統計の基本的知識を持つ者は例外とする。)

※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)
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統 計
品a..r，
守与 B 

しぼ はら のぷ ゆ曹

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。

講義に際しでは、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限とするが、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、統計学に諜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。本講座はExcelを用いての統計データ処理を

中心に展開していくことにし、必要に応じSPSS等の統計解析ソフトも併用してになろう。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

テキスト名: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: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)

統 計
品尚

子・ E B 
しぱ はら のぷ ゆき

芝原信幸

2車
1-4年

釜一一盟

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

論のみで終わらせないように、コンピュータを用いての実践演習を併用した授業となる。また、語

学教育等へ応用として、分散分析も紹介してみたい。

使用パソコンソフトとしてはExcelを中心とした授業展開になろう。

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。

テキスト名: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

って、フロッピーは各自周章すること。

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。

(ただし、統計学 Iの内容程度の統計の基本的知識を持つ者は例外とする。)

※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)
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生 物

生物と環績とのかかわり

品尚
子L A 

だ みなこ

寺田美奈子

2 単位|

1-4年|
前 期 |

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。特に地球環焼問題の多くは、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 1回 生物と環境のかかわり①

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

7回生物と水環境

8回 様々な水環境と生物の生活

9回生物と大気環境

10回生物と土嬢環境

11囲気候と植生

12回 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。

生 物

生態系と環境問題

鼻』ι
弓ー E A 

てら だ みなこ

寺田美奈子
三三亘亙
1-4年
後期

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、さらに現在おこ

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ずけながら、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

1回環境問題と生態系

2回生態系の概念

3回 エネルギーと物質の流れ

4回 生態系における生物群一生産者

5回 植物生産と食糧問題

6回 生態系における生物群ー消費者

7回 環境汚染と生物濃縮

8回 生態系における生物群一分解者

9回 海や湖沼の富栄養化

10回 熱帯林の破嬢と地球環境

11回 環境にかかわる国際機関・条約①

12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
品尚

子 B 
てら だ

寺田
みなこ

美奈子

生物と環境のかかわり<キャンパスの自然観察とビデオテープによる>

2車在
1-4年
前一一扇

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

・高西臨海水族園見学

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:観察や実習を行うための器具や態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。



生 物
品尚

子 E B 

生態系と環筑問題<簡単な実習とビデオテープ学習による>

てら だ みなこ

寺田美奈子
2 !吾在
1-4年
後期

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。 II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)

-熱手書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: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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イじ

生活化学

'‘ ... 弓ー お ぐらひさ 』

小 倉久子
2 重E歪
1-4年
前一一扇

「化学Jと問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，その中から f化学Jを取り出して説明します。

.前期は講義(おはなし)中心に行います。

テーマ例

・ものが燃えるということ

.おI曹のはなし

・ミネラルと栄養

.石鹸と洗剤

・シルクとナイロン

ダイオキシン

・原子の構造，周期表(最小限の理論)

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，テキス卜は特に使用しない。

化

実践生活化学

品尚
子」 E 

お ぐらひさ

小倉久子
2草在
1-4年
夜一一扇

化学11では身近な化学を実感としてとらえて貰うために，簡単な実験を行いながら，化学的な視

点を養うことを目的とします。

テーマ例

・ものが溶ける。

・酸性，アルカリ性

.生活排水と水質汚濁

.洗剤の分析

・食品添加物しらべ

など

評価方法:レポートと筆記試験

テキス卜名:必要に応じてプリントを配るので，テキス卜は特に使用しない。

注意事項 :実験が主となるので， 8割以上出席して，実験レポートを提出すること。
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自然科学概論 1 A 

方程式をめぐって

高向
助、(.，

崇

みなさんは中学校で一次方程式や二次方程式を、高校ではさらに次数の高い方程式を習ったこと

と思います。しかし、ぞれらは方程式を「解く Jことに主眼をおいており、どんな方程式でも必ず

解はあるのか、三次以上の方程式には解の公式などはないのか、などの疑問には必ずしも答えてく

れなかったと思います。

この講義では方程式に関する上記のような素朴な疑問に答えてゆくと共に、方程式の研究に心血

をそそいだガウスやアーベル、ガロア達の業績について紹介して行く予定です。

予備知識としては、中学までに習った数学を覚えていれば十分です。

評価方法:筆記試験、およびレポートにより評価する。

テキス卜名:テキストは特に指定しません。

自然科学概論 nA 高向 崇

円周率、円、琢の世界

みなさんは恐らく 、円周率は3.14...から始まつで永遠に終わる事のない数だということを聞いた
事があるでしょう。また、円の面積や球の体積が円周率を用いて計算されることも習ったことでし

ょう。しかし上に書いたようなことが何故成り立つのか説明せよと言われると、その理由は習った

ことがないのに気付かれることと思います。

実はこれらのことは紀元前の時代にすでにある人物により解明されていたことです。この講義で

はその人物が如何にして上の問題に立ち向かっていったかを紹介する予定です。

予備知識としては、中学までに習った数学を覚えていれば十分です。

評価方法:筆記試験、およびレポートにより評価する。

テキスト名:テキストは特に指定しません。

- 168-



自然科学概論 nB .' c 徳元琴代

現代における科学技術の発展と人聞社会

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関われている。産業革命期以降の急

速な科学技術の発肢を分析するなかで、人類と自然との真の共存とは何かにたいする突破口を見い

出したい。科学・技術が身近な存在となるだろう。

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) 最先舗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

ンビュータ一、石炭、石油、原子力開発 一産業革命と科学・技術

(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 一現代科学・技術の特質

(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。一世界と日本の比較

評価方法:レポート提出、平常点の総合評価

テキスト名:r科学史観筒』渋谷一夫その他 ムイスリ出版

随時プリントを配布する。

豊島考文献:r図説科学技術の歴史』平田寛朝倉書盾

『病気の社会史』立川昭二 NHKブックス

注意事項 :VTR映像の際メモをとること、配布の資料をよく読むこと。



自然科学慨論 1B . C 

人類は自然をどのように理解してきたか

とく もと こと よ

徳元琴代

人類はおよそ200万年の普より、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間、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。

l.自然科学について知る意語。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、アラピア錬金術、ダ・ヴインチの解剖園、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、平常点の総合評価

テキスト名:r科学史徳論』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』平田寛朝倉書盾

『科学の歴史』大沼正則青木書后

注意事項 :VTR映像の際メモをとること、配布の資料をよく読むこと。



コンビュータ・リテラシー 1A 
しぱ はら の，耳 、ゆ曹

芝原信幸

本講座は「コンビュータソフトの有効活用とその実践Jを中心に据えた授業を行っていく事にす

る。 Excelを用いて、簡単なマクロ機能とVisual Basicの基本に触れていく事になろう。

できる限り多〈のコンビュータソフトを対象とし、適用事例を学習し、各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、以後の研究活動や仕事の中で、情報機器を使って、

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、コンピュータソフトを使用しての授業となる。

本講座はコンビュータに関しての初心者を前提としているので、受講に際し、パソコンに関して

の予備知識は一切必要とlましない。

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: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)

コンビュータ・リテラシ-llA
しぼ はら の，5¥ ゆき

芝原信幸

情報処理 IAの内容をさらに一歩進めた内容となり、各コンビュータ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、各コンピュータソフトウェアの活用事例の学習を中心としたものであるが、できれ

ばホームページ作成等にもチャレンジしてみたい。

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

って、フロッピーは各自用憲すること。

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、コンビェータリテラシ

一 IAの履修者を主体とした講座であるが、各自の経験により、後期からの参加も

可能である。

※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)

- 171一



コンピュータ・リテラシー I8・C・G'H
ひ おき吉曹 お

日置咲夫

「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
の目標とします。

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。

テキス卜名:問調時に指示します。簡易製本(ユニポストにて販売)

コンピュータ・リテラシ-llS・C・G'H
ひ お曹吉曹 お

日置咲夫

「エクセル」の貼り付け関数の使い方、表のグラフ化を例題等演習で学習します。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貼り付け関数を正確に

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が学期末の実技試験により判断し判定します。

テキスト名: rエクセル演習j、実教出版
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コンピュータ・リテラシー 1D.E.K.L 
よし なが こう すけ

吉永耕介

現代は IT社会といわれており、われわれの生活の中に情報機器を介したコミュニケーションが

一層急速化・一般化している。本講義では、コンピュータの基本的な操作や基礎的な情報活用能力

を身につけることを目的とする。講義形式で理論を説明し、それに基づいた演習問題を各自が実際

に行い、自ら学ぶカを養う。対象はパソコン初心者の学生とする。講義内容予定は、以下の通りで

ある。 1.Windowsの構造とファイル操作 2.WordとExcel 3.情報倫理と電子メール 4.インタ

ーネットと情報検索 5.ホームページ作成 6.プレゼンテーション(パワーポイント)

評価方法:出席状況とレポートによる評価。

，テキス卜名オリジナルテキスト使用

注意事項:実習もおこなうので、毎回必ず出席すること

コンピュータ・リテラシ-llD・E.K・L
よし なが こう すけ

吉永耕介

本講義では、コンビュータ・リテラシー Iで学習した事項の理解をさらに深めると共に、応用ソ

フトを活用して、問題解析能力を習得することを目的とする。パソコンに関する知識が初級程度で

ある学生を対象としており、コンビュータ・リテラシー Iを履修済みであることが望ましい。学習

ソフトは、表計算ソフトExcel、統計分析ソフトSPSS、プログラミングソフトVisual8asicを使

用する。講義内容予定は、以下の遜りである、1.データ分析・グラフ作成 2.需要予測・回帰分析

3.分散分析 4.データベース

評価方法:出席状況とレポートによる評価

テキス卜名:オリジナルテキス卜使用

注意事項:実習もあるので、毎回必ず出席すること
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コンビューター・リテラシ-1 F 
しぱ はら のぷ ゆき

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)を使用しての授業となる。また、 Excel等の、マクロ

を組むための基本となる、 Visual BasicれfB)を、基礎知識程度まで授業内容を展開してみたい。

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

って、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)

コンビューター・リテラシ-]lF しぱ はら のぷ ゆき

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、visua!basic (特に、 VBA: Visual Basic for App!icationsl と、そのプログラミング

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。

テキスト名: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: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、コンビュータリテラシー 1F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、揃選等)を行うことになろう。(定員40名程度)
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コンビューター・リテラシー 11. J 
やま

中山幹夫

情報技術を使いこなす

コンピュータ・リテラシーとは、コンピュータとネットワークをコミュニケーションの道具とし

て活用するカである。柔軟な発想で使いこなし、ト、ラプルがあっても独力で乗り切るカが必要である。

本講義では、コンビュータとネットワークを各自のコンテンツの表現手段として活用するために、

情報の収集と判断、課題解決、コンビュータ独特の文書作成のコヅや情報整理術を学ぶ。また学内

のLAN環境を活かしてイントラネット活用の実践カを習得する。内容は次の通り。

1.コンピュータの基本 2.Windowsの構造 3.ネットワークとLAN環境の活用

4.電子メール 5.インターネット 6.Wordで学ぶアプリケーションソフト

7.Excelと統計処理

評価方法:出席状況および各テーマでの課題レポートにより総合的に評価する。

テキスト名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

毒島雄二『初心者のためのコンビュータリテラシー』共立出版

島望『かんたん図解 Windows2庇旧』技術評論社

和田茂夫『メールのルール』オーエス出版

注意事項:コンピュータの使用経験を前提としていないため、受講に際して予備知識は必要ない。

実習室使用の都合で受講希望者多数の場合は制限あり(初回授業にて抽選)

コンビューター・リテラシーnI.J 

情報発信力の強化

なかやま み曹 お

中山幹夫

情報技術の活用により、広範囲な情報発信と効果的で多彩な自己表現が可能になる。本講義では

コンピェータ活用力の向上において、特に情報発信カを高めることに主眼を置く。そのために、プ

レゼンテーションソフトを単にツールとしてではなく、効果的なプレゼンテーション資料の作成の

基本や発表の仕方を通して学ぶ。情報発信手段としてのホームページ作成においては、著作権や情

報倫理を学びつつ、表現内容を重視して全員が自分のコンテンツでそれぞれ異なるホームページを

作成する。 HP作成ツールとしては基本である HTMLと応用ソフトを習得する。内容は次の通り。

1.Power Pointによるプレゼンテーション 2.HTMLによるホームページの作成と仕組みの理解

3.マルチメディア素材作成 4.ネットワークコンピューティング 5.ホームページピルダー

評価方法:出席状況および各テーマでの課題レポ}トにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

田中EiWできるPowerPoint 2000~ インプレス
川名和子『はじめて作るホームページHTML編』技術評論社

広野忠敏『できるホームページピルダー2∞uインプレス

注意事項: rコンピュータリテラシー 1Jの事前受講が望ましい (WordとFile，Folder管理を習

得済)実習室使用の都合で受講希望者多数の場合は制限あり(初回授業にて抽選)
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身体運動文化論

身体性と文化

とみ まつ曹ょう いち

冨 給 京
Z三E亙
1-4年
後期

身体は自然の一部としてヒトと文化を結ぶ座であるといわれています。ヒトの持つ身体的特性、

即ち、身体性の究極の文化の一つがスポーツではないかと考えているのです。また、現代社会で指

摘されている身体性の欠寄与の反比例がスポーツの今日的隆盛につながっているのではないかとも考

えているのです。

本講義は、身体各部位の持つ格言、諺を手がかりに身体性と文化の関係についてみます。あるい

は人の振る舞い、作法、呼吸、姿勢などの身体所作、さらに、基本的運動である歩行、走、跳、等

の身体性と文化について考えます。また、時には身体性確認のために自らの身体を動かしながらと

いう実践も交えた授業です。

評価方法:出席重視。レポート提出多数あり。両者による総合評価。

テキスト名:ハンドアウ卜したものをテキストとして使用。あるいは授業内で指示。

健康科学論 A

身体運動と生活習慣病

B 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の羅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，身体運動がもたらす効果について理解を深め，日

常生活での運動の生かし方を学ぶことを目的としている。

講義内容

1.生活習慣病(がん，動脈硬化，心臓病，繍尿病，肥満)

2.身体運動が身体機能にもたらす効果

3.身体運動の生活習慣病に対する効果

4.運動不足の害

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。

注意事 項 :受講希望者が150名を越える場合には人数制限を行う。
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体育スポーツ(バスケットボール)A・B 結晶藩柔

スポーツ(バスケットポール)を楽しむ

自らが積極的にスポーツに取り組み、体を動かすことの楽しさを体感する。授業は初心者・初級

者の基本的技術習得を中心に行うが、ゲームを通じての実践的な技術向上を目指すためにも早い段

階からゲームを行っていく 。中・上級者は初心者・初級者への援助を率先し助言能力及び技術指導

能力を高める。

・バスケットボールの特性とルールを学び、バスケットボールの楽しさを知る。

.班ごとの練習やゲームを通じてコミュニケーション能力を高める。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。運動技能の良否

は評価の対象にはならない。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:バスケットボールシューズ(室内シューズ)及ぴ運動にふさわしい服装を用意するこ

と。施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限をすることがある。また男

女別の人数設定を行う場合もある。

体育・スポーツ(卓球)A・B IALASTAIR HOLLAND 

卓E求を楽しむ

スポーツはコミュニケーション手段として最良の方法である。楽しむために自己の技術アップを

はかり、シングルス、ダプルスのゲームを通してクラスのコミュニケーションの向上を試みる。尚、

インストラクションは英語で行われる。

評価方法:授業への取り組み方、出席重視。ドリルチェック。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトあり。 VTR。

注意事項:用具は大学で用意。体育館シューズ、運動できる服装。
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体育スポーツ(フットポール)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 (Footbal1)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ポール (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ぴ、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:雨天時においての論議では、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、施設及ぴ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(フライングディスク)A.B 

フライングディスクスポーツ入門

いちのせ よし ゆき

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いう)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。

テキスト名:雨天時においての講穫では、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
よし だ

吉田
あ弐，

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。ぞれ以後、ソフトボールは、競技性の高いスポーツとして、幅広い層の人逮が楽しくプレー

できるスポーツとして、発展してきました。この授業では、ソフトポールの技術(投げる、捕球す

る、打つ)を主体的に学習し『みんながうまくなることJ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。1.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

ヅの文化的本質の認識・獲得)

テキスト名:ソフトボールの用異(パット、ボール、グローブ)は、大学で準備されています。爾

天時には揖穫を行いますが、テキストは特にありません。

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ー等を用意して下きい。

体育・スポーツ(バドミントン)A. B 

スポーツ(バドミントン)を楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

バドミントンというスポーツを通して、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、ゲームを主体にして基礎技能を高める。

①バドミントンの特性とルールを学び、バドミントンの楽しさを知る。

②生涯スポーツに関われるように余暇享受能力を高める。

③仲間とともにスポーツを行う楽しさを知る。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3. レポート

テキスト名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:バドミントンシューズ(室内シューズ)及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。
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体育・スポーツ(テニス)A. B 
弔=... _ ..... = L. I 2 て直

A凶STAIRHOL凶NolJよそ交問

テニスを楽しむ

テニスのプレイを楽しむことのできるストローク、ボレー、サーブの基本技術をマスターし、ダ

プルスのゲームを楽しめるようにする。 60分前後の運動量は健康維持の目安になる。また学生生活

の充実プログラムとしておすすめする。尚、インストラクションは英語で行われる。

評価方法:授業への取り組み方、出席重視。ドリルチェック。まとめのレポートによる評価。

テキスト名 :VTR

注意事項:用具は大学で用意。テニスシューズは各自で用意。

体育・スポーツ(テニス) C ど い ひろのぷ

土井浩信

生涯スポーツとしてのテニス

2 里j亘
1-4年
福一一雨

この授業は、初心者初級者を中心にして行う。したがってテニスの中・上級者の受講は控えて頂

きたい。

スポーツを自ら積極的に楽しむと共に、そのスポーツの楽しみに自分がどれだけ寄与出来るのか

という、スポーツ本来の目的に対する根本的な素養をテニスを通して学習していく。テニスの基礎

的な技能の習得をめぎしつつも、常に他者に対する視点を重視して学習を展開していこうと考えて

いる。

評価方法:授業への積極的な取り組み、および出席を重視して評価を行う。必要に応じてレポー

トを課す場合もある。課題に対する理解度を見ていくが、テニスの技能に関しての評

価は行わない。

テキスト名.，なし

注意事項:遼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。こうした点

は受講態度としての評価の対象になる。

学習効率の関係で、受講人数を30名以内とする。希望者が定員を超える場合は抽選を行う。
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体育・スポーツ(カヌー) 冨柏京

カヌーを楽しむ

カヌーを自由に操作する技術を習得し房総の海や河川を体感する。カヌーは、私たちをより自然

に近づけてくれる。そこで、この授業では、単にカヌーの技術習得だけでなく自然環境の現実を認

識する場とする。

評価方法:実践への取り組み、出席E重視。まとめのレポートによる評価。

テキスト名:ハンドアウトテキス卜使用

注意事項:平常授業と夏期期間の集中合宿による授業です。実習費実費。

体育・スポーツ(オリエンテーリング&登山)
とみ まつ曹ょう いち

冨柏京

秋の山野を楽しく歩く

登山の基本要素である f地図読みJr歩き方Jなどを地図とコンパスゲームであるオリエンテー

リングをすることによって学び、その技術を登山に応用する。更に、一泊を要する山を遺ぴ「登山

計画Jに基づいて山行を実施する。

評価方法:実践への取り組み、出席重視。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトあり

注意事項 :土日、祝祭日の利用あり。実習費実費。
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体育・スポーツ(スクーパダイビング)

スクーパダイビング入門 (Cカード取得講習〉

むら の きよ み

村 野清美

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行われ、そのスポーツを通じて様々

な環境について考えていこうとするものである。

.cカード取得講習

「安全潜水の基本Ji潜水知識Ji潜水マナーJi潜水技術j の実践学習0

.自然環境理解

スクーパダイビングを通じて自然の大切さ、素晴らしさを体感し、自然との関わりについて考える0

.生活環境理解

宿泊を伴う実習を通じてコミュニケーション能力を高めると ともに人々との関わりについて考える。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合評価する。

テキスト名 :Cカード取得講習用教材、実施要項及びプリントを配布する。

注意事項:前期平常授業と夏期休暇中を利用しての授業であり、宿泊形態をとるため別途費用が

必要となる。また授業内容の充実と安全性を考え受講人数を制限することがある。

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 ゆき

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。
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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 ゅ曹

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、健康の緩持・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(からだ気づき)

「体力の評価Jr身体運動がもたらす効果Jr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: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(スキー)

プリティッシユヒルズで楽しむスキー

むら の きよ み

村野清美 モ翠

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

頂から下まで降りることを目指す。(滑走距際:2000m) 

-技術に応じて班編成を行い、技術力向上を図るとともにコミュニケーション能力を高める。

.スキーというスポーツを通して自然の素晴らしさや自然との関わりについて考える。

評価方法 :出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:実施要項忍び必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:後期平常授業と春休みを利用しての授業であり宿泊形態をとるため別途費用が必要と

なる。また、授業内容を充実させるため人数制限をすることがあり希望者が多い場合

には抽選となる。
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体育・スポーツ(ゴルフ)
ど いひろの，;;

土井浩信

平一
一

生涯スポーツとしてのゴルフ

ゴルフの実技学習を通して、その特有のスポーツ文化に接し、スポーツの実践や見る視点を学ぶ

と共に、自分自身の身体との対話能力を高めてL、く 。

O体育スポーツ的プログラム

ゴルフの基礎技能の修得。 ゴルフの練習方法の学習。

ゴルフに関連したスポーツ文化の学習

ゴルフのルールとマナーに関する思想的な背景の学習。

評 価方法 7学習態度、出席点、 学習目標達成度に応じた総合的な評価を行う。

テキス卜名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項 :0この授業は、大学のグランド(雨天時は体育館)を使って特殊な練習用器材を使っ

て行うものである。ゴルフ専用の練習場(打球場)やゴルフコースに出て行う授業

ではない。あくまでも、ゴルフ入門的なレベルで開講ずる授業であるから、ゴルフ

経験者の受講は控えて頂きたい。

0ターゲットバードゴルフなど、ゴルフ的スポーツの紹介も行う。こうした競技的な

種目と講義を通して、ゴルフ競技への理解を深めていく 。

0授業の特性から、受講人数を20名以内とする。希望者が多い場合は抽選を行う。

体育・スポーツ(ウオーク払ラン)A . B よし だ

吉田
あっし

敦

f走っている時、何を考えていますか?J。私が現役時代によく他の人から質問された言葉であ

り、 一涜のランナーにもよくインタピュアーが質問する言葉です。このきいはっきりと答えておき

ましょう。調子のいい時は「どこでスパートしょうかなJであり、悪い時は f苦しい。でもゴール

まではがんばれJと考えていました。一流のランナーもあまりかわらないと思います。しかし、

「人はなぜ走るのですか?J、この言葉に対する答えはいまだに見つかっていません。受講者皆さん

と一緒に考えたいと思ってます。さて、「歩くことJと「走ることJは人聞の f自然的J行為だと

思われがちですが、この二つの行為は「文化的Jでもあるのです。この授業では、この二つの行為

を実践するだけでなく、講義の中で生理的、歴史的(競技史的)、文化的に考察することを目的と

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。 1.出席状況 (3分の2以上)、 2.授業での

実践(わかる、できる)、3.授業についてのレポート

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

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。ジョギングシューズ及ぴウォーキングシューズ等、走ることのできるシュー

ズを用意して下さい。
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体育スポーツ(筋力トレーニング基礎)A・B

自分の身体を知る

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

トレーニングやダイエットの知識は、メディア等のあらゆる情報から得ることができる。しかし、

現実は知識の認識不足や誤ったトレーニングにより、効果が得られないケースも見られる。

そこで本講義では、筋力トレーニングの基礎知識を学び、自分にあったトレーニングプログラム

を作成し、実践による身体変化や自分の身体の見直しをはかることを目的とする。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3.レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:室内シューズ及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、受講人数を20名とし、希望者が多い

場合は抽選とする。

体育・スポーツ(バレーボール)A・B

スポーツ(バレーボール)を楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

fスポーツを楽しむJをキーワードに受講者がスポーツを楽しむことを前提に授業を展開する。

そして、楽しむという過程の中で、自らが積極的に授業に取り組み、友人とのコミュニケーション

能力を高め、生涯スポーツに関われるように余暇享受能力を高める。

授業はゲームを主体とし、基礎技術を高めると同時にバレーボールの特性とルールを学び、バレー

ボールの楽しさを知る。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3.レポート

テキスト名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:バレーボールシューズ(室内シューズ)及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。
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体育・スポーツ(インデイアカ)A. B 

ニュースポーツを楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

インディアカとはバドミントンコートでネットを挟んで行い、羽根付きポールを用いたニュース

ポーツである。ゲームはバレーボールのルールに準じて、 1チーム4人で行う。 本授業はスポー

ツの楽しさを体感するとともに、友人とのコミュニケーション能力を高め、生涯にわたってスポー

ツや運動に関われるように余暇享受能力を高めることを目的とする。授業は主にゲームを中心とし、

ゲームの中で基礎技術を身につけ、ルール等を理解してもらう。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り緩み

3.レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:室内シューズ及び運動にふさわしい服装を着用すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。

体育・スポーツ(実践救急法)A. B 村野清美

本講義ではスポーツ中に起こり得る外傷及び障害の必要性について理解し、その処置法を実践で

きる能力を養うことを目指します。

内容 . RICE処置法

-包帯法

・固定法

-心配蘇生法

・テーピング法

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:未定

注意事項:運動のできる服装が望ましL、。また施設及び授業内容を充実させるため受講人数を20

-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』ツ(ダイエットエクササイズ)A・B

スポーツと栄援を考える

むら の きよ み

村野清美

健康的な生活を送るために必要な『スポーツと栄養」はダイエットを行う上でもとても重要なも

のです。これらの正しい知識を理解して行わなければ自分の体を痛めつけることにもなりかねませ

ん。本講義ではスポーツと栄養の関わりを理解し、自分自身の健康管理を考える能力を養うことを

目指します。

. 1日の活動と食事内容についての調査を行い、その結果をもとに食事改善を進めていく。

-各週ごとに様々な実技を行い、活動強度による消費カロリーなどの違いを知り、自分に合う運

動を見つけ出していく

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、課題提出、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:実技を行う際には種目ごと運動にふさわしい服装及びシューズを用意すること。また

授業の充実を考え受講人数を20-30名に制限し人数が多い場合には抽選とする。

体育・スポーツ(ティームピルドゲームズ)A.B
アラスターホランド

ALASTAIR HOLLAND 

ゲームを通してチームワークやコミュニケーションスキルを上遣させる。

ゲームの持つ様々な特性を用いて、チームワークやコミュニケーションがゲームの結果をどう左

右するのか、実践しながら考察する。尚、インストラクションで使用される言語は英語です。

評価方法:活動への参加意欲、出席重視。それぞれの課題レポート。

テキスト名:ハンドアウトあり。

注意事項:運動できる服装。指示に注意。
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4.学科研究科目

1 )英米語学科

(イ)言語研究

英 雪量
回目

島晶6，

寺・

ことばの仕組みを探る

概 論 A 
くわ ばら かず き

来 原和生

瓦玉官官
1-4年
前一一雨

一般言語学の観点から、現代英語の音声・音韻、語形成、文構造と意味について解説する。一見

すると多種多様に見える言語現象の背後には、どの言語にも共通する高度に組踊化された「ことば

の仕組みJが存在し、その仕組みが自由で創造的な言語使用を可能にしていることに対する理解を

深めることを目標とする。

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

英 宝玉
ロロ

品尚

子 概
墨.0.

言問 B F 
うち ぽり あ古

内堀朝子

一般言語学の観点から、語形成・音声 ・音韻・文構造に見られる特徴や規則性について、概説す

る。英語学の基本的な概念・用語を理解し、身につけてもらいたい。

英語を中心に考察するが、必要に応じて日本語や他の言語と比較・対照する。講義を通じて、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 :中間・期末試験の合計点に、平常点(出席点)を加味する。成績判定の詳細は、開講時

に説明する。

テキスト名: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 雪量
回目

英語学はじめの一歩

品砧
守』 慨 論 C 林

暗庇泊、

裕
亙三E亙
1-4年
前一一扇

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、さらに意味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， Cambridge University Press. 

英

英語の話相

雪量
ロロ

，t.a.I， 

手 概
墨.d除

菌岡 D 
ばやしみ き

小林美樹

英語という言語を手段としてではなく学聞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、英語は語集、文法、発音、意味に関してどのような仕組みを持っ

ているのか考えていく。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 語
品同
号」 概

~ 

宙開 E 
ひさいずみつる お

久泉鶴雄

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うなら、

その意味は立派に生きていると思う。つまり対象言語の特徴について知れば知る程、外国語習得の

道は関かれるということである。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すれば、ぞ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ばかりである。その意味で英語の音声体系や語の組成、文の組み立て方から

始めて、こ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

知識を得て英語力を付け、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、 VTRを見たり、テープを聴いたりし

て、分かりやすく興味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、期末テストに臨んで欲しい。

テキス卜名:George Yule: The Study of Language. Cambridge University Press. Revised Edition. 

注意事項:(1) 履修申込みの方法:教室の収容人数を越えれば、第 1回の授業で拙範で決める。

(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
品u.
号与 栂 ~ 

言問 G 
ブルースホ一トン

BRUCE HORTON 
生三旦1立
1 年
福一一雨

This course is an introduction to the 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紅 emade， how sounds are combined into meaningful units， how words紅 ebuilt up and 

stuck together to form sentences， and how these sentences are interpreted. The main topics we wil1 

cover are (1) phonetics， (2) phonology， (3) morpho-logy， (4) s戸ltax，and (5) meaning. By the end of the 

term， students will have developed the foundations of a scientific understanding of1anguage. The 

course is conducted in English and can help students improve their English skills if they are willing to 

workhard. 

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 p訂 tsof the final grade. 

テキスト名:Introduction to English Linguistics， available from instructor 



英 き墨
田ロ

Z包
目

宮:1:
F司

~ι 
弓ム A 

せ曹 や

関匡
やすし

康
4T百
1-4年
前一一雨

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速いに注意

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

テキス卜名:竹林 滋他著 f初級英語音声学j大修館書庖

参考文献:J.C. Wells (1990) Longman Pronunciation Dictionary. 

英語
Z包'::i::
日間

品尚

子 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議する。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・演習を平行しておこなっていくコミュ

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。

テキスト名:未定

注意事項:人数が多い場合、 4年生を優先に抽選するなどをする可能性がある。
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英 圭墨
田ロ

ヨ包
目 韻

~ 

言問
せ曹 や

関屋
やすし

康

4 車m
1-4年
量二二車

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、複合語強勢規則、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、綴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。

テキス卜名:The Pronunciation of English: A Cour詑Bookin 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。

英 語 生 成 %z:. 
目 韻 論

ブルースホ一トン

BRUCE HORTON 

This course introduces students to modern theories of generative phonology， with a concentration on 

English phonology and with many comparisons to Japanese. The course briefly reviews English 

phonetics and then moves on to a description of phonological processes， syllable structure， distinctive 

features， phonological rules and phonotactics. The major goals of出ecourse are getting students (a) to 

understand the nature of the English sound system and (b) to see how phonological problems are 

treated in linguistic theory. The course is challenging but should be especially rewarding for students 

who are willing to spend some time understanding the sound patterns of English. The course is good 

English practice and can be useful for students who want to become English or Japanese language 

teachers in the future. 

評 価方法 :The final grade is based on attendance， homework， unit examinations， and the final exam. 

テキス卜名:English Generative Phonology， available from the instructor 



英 諸
問 統 亙

ロ==ロ
吾.6.

aR9 A 
くわ ばら かず 曹

葉 原和生

文法の仕組みを探る

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、統語分析の基礎を学ぶ。

英語の構文分析を通して、奥なる構文聞に見られる共通性、規則性を発見する手順と統語分析の

論証法の理解を深めることに努める。また、必要に応じて、子ど・もの言語獲得に関するデータを検

討し、(i)子どもはどのように言語を獲得するのか、 (ii)言語獲得を可能にする「言語の仕組みJはど

のようなものでなければならないのか、などの問題についても考える。

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: r英語学概論j の単位を取得済の学生を対象とする。

英 雪量
ロロ 統 量五

ロロ
.;;.d除

菌岡 B 
いし い やす お

石居康男

人聞の嘗語能力を探る(1)

英語学概論で概説した「統語論」をさらに研究する。人間言語の文は、語が文頭からー列に並ん

だものではなく 、語を一定の仕方で組み合わせて構築されたものであり、その組み合わせ方には

種々の規則性が見られる。その規則性の特質・起源を探る。主として英語を題材にするが、必要に

応じて他の言語の資料も考察する。

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。

テキス卜名:Carnie， Andrew. Syntax: A Generative Introduction. Blackwell， 2001. (予定)

注意事項: r英語学概論Jの単位を取得済みの者に限る。「英語統語論 1jと「英語統語論 IIj

を合わせて初めて統語論の全体像が明らかになるので、後期の 「英語統語論11j (同

曜日・同時限に開講)も続けて履修する予定でいてほしい。
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英 盟
問 統 五

回==ロ
:;A 

宙開 E 
いし い やす お

石居康男
4.& 
2-4年
後期

人間の言語能力を繰る (2)

「英語統語論lJの続き。「英語統語論IJ同様、自然科学的な手法により、 (1)人間という種の個体

の脳に内在する言語知識がどのようなものか、 (2)そのような言語知識はいかにして獲得されるのか、

という問いに対してさらに考察を進めてし吋 。主として英語を題材にするが、必要に応じて他の言

語の資料も考察する。 IとHを合わせて初めて統語論の全体像が明らかになるので前期に「英語統

語論IJを終えた人は本コースも続けて履修することが望ましい。

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。

テキス卜名:Carnie， Andrew. Syntax: A Generative Introduction. Blackwell， 2001. (予定)

注意事項: r英語統語議 1Jの単位を取得済みの者に限る。今年度のこのコースは前期の f英語

統語論 1Jで用いたテキストを続けて使用する。このテキストは昨年度まで使用して

いたものと異なるため、昨年度以前に「英語統語論 1Jを履修した人で今年度「英語

統語論IIJを履修希望の人は、今年度の「英語統語論 1Jを前期に聴講することを強

く薦める。

英 雪量
ロロ 意 昧

事OAalRJ 議最話圭

一一
一

述語の意疎特徴と統語構造

このコースでは、主に動詞の補部として生じる従属節の統語的、意味的特徴について考察する。

たとえば、(1a)，(1 b)のような対比をもとに、疑問文にはどのような意味的特徴がみられるのかを

考える。また、 (2a)，(2b)は形式上は類似しているが、(3a)，(3b)の対比が示しているように異なる

特徴を持つと考えられる。

(1) a. John asked who， Tom or Harry， had goneωthe movies. 

b. *John asked who， (namely)， Tom and Harry， had gone to the movies. 

(2) a. The police wanted to arrest the culprit. 

b. The police claimed to have arrested the culprit. 

(3) a. *The police wanted to arrest the culprit， which was仕ue.

b. The police claimed to have arrested the culprit， which was位ue.

上記のような具体例を検討しながら、動詞とそれが従える従属節の意味的関係について考察する。

評 価方法:中間試験と期末試験によって評価する。

テキスト名;未定

注意事項: r英語統語論 1J、「現代英文法jのいずれかを修得済の学生を対象とする。
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現代英文法 A G 
ばやしみ 曹

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いく。 高校までに習得した文法事項が「木を見て

森を見なLけ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(動詞等)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。

テキス卜名:A Practical English Grammar， A.J. Thomson， A.V. Martinet， Oxford， 1985. 

注意事項: r英語学概論j を履修済みであることが履修条件となっている。

初回の授業から毎回辞書を持ってくること。

現 代 英 文 法 B 

英文j去を再発見する

いし い やす お

石居康男

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

大きな視野から、英語という言語の仕組みの体系的な把握を目指す。 言語現象の背後にある規則性

を捉える訓練を通して、文法は覚えるものではなく 、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 o( Modern English Grammar. Kenkyusha， 1995. 

注意 事 項: r英語学概論Jの単位を取得済みの者に限る。
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現 イ吃 英 文 法 C 
さい とう たけ お

斎藤武生

4 単位
1-4草
前期

この授業では、英語という言語において、「意味j と「形式Jがどのような形でかかわりあって

いるかを具体的かつ体系的に見ていくことにする。いわゆる fことばの論理j に関係した議論が中

心になるが、「ことばに隠された物の見方・考え方Jといった問題にも配慮した授業を展開したい。

必要に応じてプリント教材を用意する。

評価方法:原則として、中間試験と期末試験の成績および出席状況によって評価する。

テキス卜名:削トムソン/AVマーテイネット著、江川泰一郎訳注

『実例英文法(第4版)J(オックスフォード大学出版局)

注意事項: r英語学概論Jの単位を既に取得している学生に限る。

現 1t 英

英文法の再発見

文 法 D 〈わばらかず き

葉原和生

このコースでは、断片的な英文法の知識を習得するのではなく、個々の文法現象を「ことばの仕

組みj という観点から眺めることによって、その特徴を理解し、現代英語の文法を体系的に把録す

ることを目標とする。一見すると多種多様に見える文法現象の背後には、高度に組織化された規則

性が潜んでいることを発見してもらいたい。

評価方法:中間試験と期末試験によって評価する。

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: i英語学概論j の単位を取得済の学生を対象とする。



現 イ吃 英 文 j去 E 
一うち ぽり あさ

内堀朝子
毒事在
1-4年
歪二JtIJ

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。

下記テキストの中から、 Part1: Sentences， Part 11: Phrase， Part 111: Embeddingの各項目を取り上げ

る予定。

評価方法:平常点(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: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。

E見 代 英 文 法

実例中心に英文j去を考える

F 
はやし

林
暗庇晶、

裕

4 車在
1-4年
福一一扇

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。教科書に従って英文法の主要な項目を検討するが、常に著者

の説明を批判的に読むことが求められる。基本的な事項を中心に演習もおこなう。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。

高校までに学んできた英文法と比較するので、高校で使った文法の教科書 (又は副教材)があれ

ば手許に置いておくこと。

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。

テキス卜名:George Yule， Exp勉iningEnglish Grammar， Oxford University Press. 
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現 代 英 文 法 H 
ひさいずみつる お

久泉鶴雄
4 単位
1-4年
覆-----mf

現代英語の正しい意昧解釈と表現のための英文法

この科目は中学・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j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、

formal styleと informalstyle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、

こ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、本学の大学院の私の匁当科目「英

語学研究(現代英文法)Jが学部生にも開講されているので受講が可能である。

注意事項:(1) 履修申込みの方法:第 1回の授業で抽畿によって決める。

(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。

テキス卜名:Sidney Greenbaum/Randolph Quirk: ~ Student's Grammar of the English Language 

英 軍
ロ

-言ロ
霊草
ロロ 法 研

哩 匂

7L 
うち ぼり あさ

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、ぞ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:中間・期末試験の合計点に、平常点(出席点)を加味する。成績判定の詳細は、開講時

に説明する。

テキス卜名: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 諸
問 習 t尋 法 A 

ケイトアレン

KATE ALLEN 

All successful language learners use their own personal set of language learning strategies to 

facilitate their language learning. This course will introduce a range of learning strategies which will 

help learners to仕yout nerv approaches to their learning of English. 

評価方法:Assessment wil1 based on attendance， cJass participation， in-cJass and take-home 

assignments， interviews， and a porぜOlio.

テキス卜名:Handouts will be distributed in class. 

英語習得法 B ・C . D 
た なか まきこ

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Jがどのように成立す

るのかを概観していく 。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

実践を適して紹介する。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いく。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ー、発音の練習法、理

解を深める英語の読み方、リスニングカ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。

テキスト名:未定

注意事項:前学期で不可であった場合、次の学期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:提出課題、学習日誌、中間テスト、期末テスト

テキスト名:Lightbown， P. & Spada， N. How languages are learned (2nd edition). Oxford 
University Press. 1999. 

注意事項:英語学概論を履修済みであること。

英語談話分析 A . B ロパートデシルパ

ROBERT DE SILVA 

Discourse is concerned wi出 thestudy of the relationship between language and the contexts in 
which it is used. lt describes and analyzes ~poken language， such as conversations， classroom 
interaction， and fo口nalspeeches. ln addition， it studies the ways written texts (newspaper articles， 
letters， instructions， stories， etc.) are organized. The aim of this course is to come to a better 
understanding of natural spoken and written English discourse. Contrasts明白 Japanesediscourse will 
also be considered. 

評価方法:Written homework. 

One test. 

One report. 

Attendance. 

テキス卜名:Undecided 

注意事項:This course is taught entirely in English. 
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英 話
回 史 ふ官柔品

生霊m
2-4年
前期

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。 sheepは複数

形でも sheepである理由は何か、 man/men，fooνfeet， child/children等の不規則な複数形はどうして

できたのか?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一方、 back，thinkなどの語末の二重子音が前の母音が短いことを示すよ

うになったのは何故か?Never have 1 seen such a wonderful film.のような否定辞で始まる文はなぜ

倒置が義務的なのか? 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。英語史の中で現代英語に直按・間接に関わる項目を中心に学んで

いく。

評価方法 :3回の試験により評価を行う。

テキス卜名:未定

注意事項: r英語学概論j、f英語音声学J両方を履修済みであることが「英語史Jの履修条件で

ある。初回の授業から毎回辞書を持ってくること。

吉 期 中 期 英 霊墨
田回 ふ官柔晶

4 雇E
2-4年

量二二重

実際に古英語や中英語のテキストを読むことにより、 f英語史jで習得した文法、語形、意味など

の変化についての知識をより確かなものにしていく。古英語に関しては比較的容易な短いテキスト

を選ぶ予定である。中英語期の作品としては、チョーサーの「トロイラスとクリセイデJから、 2人

の出会い、恋愛，別れ，悲劇的な結末の場面を抜粋して読んでいく。また， rパストン書簡集Jから

いくつかの手紙を取り上げる。これは 15世紀の紳士階級の一族であるパストン家の人々によって

書カ通れた書簡集であり、当時のこの階級の人々の生活を知る手がかりとなるものである。

評価方法 :3回の試験により評価を行う。

テキス卜名:未定

注意事項:r英語史Jを履修済みであることが履修条件となっている。
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日 英 雪量
回目

英語から日本語を見る

対 見積 研
哩恒

7L 
いし い やす お

石居康男

このコースでは、既修科目で身につけた英文法の仕組みに関する基礎的知識や文法についての考
え方をもとに、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識して考えたことがないという人
も多いだろう。また、日本語と英語の表面的な違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い。逆に、日英語で同じだと思っていた現象の中には、よく調

べてみると、実はまったく異なる仕組みが関わっていることが明らかになるものもある。このコー
スでは、母語話者としての自分の直観を意識化する訓練、筋道を立てて考えることによって個別言
語の特質を明確にする訓練を通して、そのような特質を持った能力が私達の頭の中にいつの聞にか
育っていたという驚きを実感してもらいたい。

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.は未定。初回の授業で指示する。

注意事項: r現代英文法Jあるいは「英語統語論lJの単位を取得済みの者に限る。
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(口)コミュニケーシヨン研究

英語パブリツク・スピーキングA
スティープンレンシヤウ

STEVEN RENSHAW 

This course concentrates on developing s1011s in effectively presenting yourself and your ideas in 

public settings in English. From出iscourse， you should learn how to organize your ideas appropriately 

for various spea10ng situations and present them confidently in English to others. The course wi11 

consist primarily of delivering speeches. These will include the following: 

1. Introductions and Self Expression 

11. Speaking to Inform 

III. Persuasive Spea10ng 

IV. Speaking to Entertain 

Class activities will include lectures on how to prep紅 espeeches， discussion of appropriate topics， 

presentation of speeches， and "post speech" discussion of each speech given. While topics should be 

chosen according to individual interest， special attention will be placed on develoting the. ability to 

communicate about your own culture publicly in English. 

評価方法:Since giving presentations and participating in presentations of others in class is 

essential， your grade will be based on attendance， active participation， and completion of 

all speeches and public presentations. There wi11 be no written examinations. 

テキス卜名:Textbook to be announced. Lectures and activities will be supplemented by handouts 

and other material supplied by the instructor. 

注意事項 :Maximum Class Size: 25 

You should have at least a C-Level of English Proficiency (500 on TOEFL or similar score 

on Equivalent Exam). 

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and other material will be available online at the following 

URL: http://www2.gol.com/users/stever/pubspeak.htm 

Please check this page regularly. It is i-mode coinpatible and can be reached by ordin釘 y

browser or any internet compatible mobile device. 
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英語パブリック・スビーキングB
うす い なお と

臼井直人

The objective of this class is to develop effective public speaking skills. Students are expected to 

first conduct research on some specific social issues， discuss them with other students， organize 
opinions and finally present them to an audience employing audio-visual aids. Students will work in 

groups and conduct research in the library. 

評価方法 :attendance and participation in discussion 30% 

presentation performance 40% 

mid term and final papers 30% 

テキスト名:to be announced 

英語パブリック・スピーキングC

Public Speaking 

ベスパリー

BETH BARRY 

The goal of this course is to help you become better thinkers and communicators. To do出atyou will 

have opportunities to give speeches and receive feedback on出eperformance. Also， you will study 

communication theories. Instruction will cover topics such as choosing and narrowing topics， structure 

of a speech， organization， supporting ideas， argument and critical thinking， importance of audience 
anaJysis， and others. 

評価方法:Attendance， classroom discussion， speech outlines， speech presentations and critiques 

will be evaluated. Quizzes as needed to check for understanding and progress. No final 

exam. 

テキスト名:Payne， James and Carlin， Diana Prentice. 

Getting Started in Public Speaking. National Textbook Company， 1994. 

注意 事 項:Those who wish to register MUST meet the C-level of English Language Proficiency 

(TOEIC 600， TOEFL 500 or STEP Jun・Ikkyu).
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英語パブリツク・スピーキングD

Public Speaking 

ベスパリー

BETH BARRY 

The goal of白iscourse is to help you become better thinkers and communicators. To do that you wil1 

have oppo比四itiesto give speeches and receive feedback on出eperformance. Also， you will study 

communication出eories.Instruction will cover topics such as choosing and narrowing topics， structure 

of a speech， organization， supporting ideas， argument and critical thinking， importance of audience 

analysis， and others. 

評価方法:Attendance， classroom discussion， ，speech outlines， speech presentations and critiques 

will be evaluated. Quizzes as needed to check for understanding and progress. No final 

exam. 

，テキスト名:Payne， James and Carlin， Diana Prentice. ' 

Getting Started in Public Speaking. National Textbook Company， 1994. 

注意事項:Those who wish to register MUST meet the C-level of English Language Proficiency 

(TOEIC 600， TOEFL 500 or STEP Jun・Ikkyu).

英語デイベー卜 1A 
うす い なお と

臼井直人

The objective of this course is to develop appropriate oral proficiency and critical thinking skills for 

出epurpose of argumentation in English. Students learn basic and advanced skills of debate as well as 

how to evaluate arguments and make judgments in resolving a dispute. Students will work in groups 

and conduct research in the library. 

評価方法:attendance and participation in discussion 30% 

presentation performance 40% 

finalpaper 30% 

テキスト名:to be announced 
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英 語 デイ べ 卜 B C 
キムウィルコックス
KIM WILLCOCKS 
ショーンサザーランド
SEAN SUTHERLAND 

English Oebate 

You don't have to be a politician or a la，町erto debate. Almost every day you tell people your 

opinions and support these opinions叩thexamples， and being able to speak clearly and persuasively is 

helpful for almost all occasions in life. In this course you will be introduced to the principles and 

practice of debate. You will explore the "art of argument" and you will research and debate new topics. 

This course will be taught by both a British and a Canadian teacher and we hope this will introduce you 

to different styles of debating and di任'erentcultural perspectives. We believe in the proverb "1 hear and 

1 forget. 1 see and 1 remember. 1 do and 1 understand" and so we will begin actual debating early on in 

the course. 

評価方法:Attendance. Your performance in debates and the quality of your advice and comments 

on other people's debates. 

テキスト名:No book required. 

英語スモールグループコミュニケーションA
ます

桝 本 智 子

Some people love working in a group and other people are frustrated明白 groupwork. Working in 

groups and teams is important and unavoidable in life. 

In白iscourse we learn 

* basic group and team concepts 

* how and why group experiences may both satisfy and frustrate you and other members of your 

groups 

* how to become aware of how communication operates in groups 

* how to work in a group efiectively through exerCIses 

* how to identify conflicts and work together to solve them 

評価方法:Attendance and class participation， group projects， presentations， exams. 

* Most of your grade will be based on group projects. In principle， each person in the 

group will receive the same grade for the group projects. Thus it is important that you 

establish trust and create a cooperative climate. 

テキス卜名:To be announced at the first day of class. 

注意事項:Class size: 25 

English language proficiency (TOEIC 600， TOEFL 500， or STEP Jun-Ikkyu) 
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英語スモールグループコミュニケーションB
ス テ ィ ー ブ ン レ ン シ ャ ウ

STEVEN RENSHAW 

This course concentrates on theory and pragmatic application of communication principles in small 

groups. From出iscourse， you should develop an understanding and an ability to effectively participate 

in groups in a variety of cultural settings but most especially in those which have an English speaking 

base. Topics will include: group formation， development of goals， group maintenance， group power 

structures， leadership， goal completion， and group dissolution. By applying principles learned in class， 

you should increase your ability to understand， work in， lead， and evaluate English speaking groups. 

Class activities will include lectures and discussion of small group theory and (perhaps most 

importantly) actual participation in a group project from formation to dissolution. 

評価方法:Since participation wi出 othersin class is essential， 50% of your grade will be based on 

attendance and active participation in the group project. The other 50% of your grade will 

be based on quality and timely completion of written group assessments， exams on 

lecture material， and other assignments. 

テキスト名:Textbook to be announced. Lectures and activities will be supplemented by handouts 

and other material supplied by the instructor. 

注意事項:Maximum Class Size: 25 

、Youshould have at least a C-Level of English Proficiency (500 on TOEFL or similar score 

on Equivalent Exam). 

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and other material will be available online at the following 

URL: http://www2.gol.com/users/stever/smallgrp.htm 

Please check出ispage regularly. It is i-mode compatible and can be reached by ordinary 

browser or any internet compatible mobile device. 
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英語オーラルインタープリテーションA.B はら おかしよう こ

原 ー岡笠子

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函の理解と演習を基に、詩、ドラマや小説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J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。
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日米コミュニケーション論
ご ばやし としお

小林登志生

本講義は、先ずわが国の社会、文化、経済、政治すべてにおいて緊密な関係にある米国について

その多文化・多民族による複合国家が内包している様々な側面について、さらに90年代後の新たな

世界秩序に多大な影響を及ぼすこの超大国とわが国との歴史的な関わりについて学習し、日米の国

家間および対人レベルにおけるコミュニケーションについて理解を深めることを目標とする。授業

は、前半は基本的な知識についての講義、後半は講義内容に基づく学生のグループ発表および討論

を主体に進める。

評価方法:1.授業中 20% 

授業総数の2/3以上の出席

.クラス討論への積極的参加

.受講態度等

2.中間期 30% 

小テストの受験回数と成績

.レポート類の提出

3.期末期 30% 

試験の成績

最終レポートの成績

テキスト名: rアメリカ入門12講j 中谷健一善、三省堂

必要に応じてビデオ教材を用いる。

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
生豆亙
2-4年
議一一雨

時事問題に関する日英翻訳法を学ぶ。囲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、および毎回の小テストにより閥時評価を行う。期末

テストで総合評価を行う。出席を重視する。

テキス卜名: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

のコピーを必ず提出すること)

英日翻訳法〔時事〕
モ ね か ず

曽根和子

時事問題に関する英日翻訳法を学ぶ。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、および毎回の小テスト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・英語の新聞及び雑話記事等

注意事項:受講資格は「時事英語Jを履修済で、 TOEIC680点、 TOEFL530点、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、スコアのコピーを必ず

提出すること)
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英 諸
問 通 訳 法 A 

そ ねかず

曽根和子

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「遅次通訳

法Jの基礎を習得させる。

評価方法: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。

テキス卜名:講師作成のスタディ・ガイド(捜業の際配布)及び録音テープ等

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、 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

格証のコピーを必ず提出すること)

英語通訳法 1B ・ C . D 
しl;tた 曹よみ

柴田パネッサ清美

ウィスパリング同時過訊基礎演習

ウィスパリング(ささやき方式)同時通訳訓練法を語学教授法としてとらえ、その基礎技能訓練

を通して語学運用能力の強化を図る。各種トレーニングの方法や目的を学び、更に特殊技能訓練の

一環として訓練法の全体像をとらえる。学習形態はタスク・ベースト.eラーニングで 1週間に 1テ

ーマを原則に実技演習する。タスクでは教材以外の素材を発展練習する。訳出法は頭ごなし訳を基

本とするが、通訳者は異文化コミュニケーターであるとの観点に比重を置いた正確な訳出を追求す

る。主なトレーニングはシャドウィング、メモ取り、クイック・レスポンス、要約通訳、背景知識・

情報収集など。語集は約500語を学習する。

評価方法:出席、タスク・パフォーマンス、コンピテンシー・プロファイル、単語テスト

テキスト名:柴田パネッサ『はじめてのウィスパリング同時過訊』商量堂

高山英士 rWord Up!J南雲堂

注意事項 :B.C レベルの制限はないが、やる気のある学習者のみが対象

D(後期) C基準

パソコン所有者は有利
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英語通訳法 n A 
モ ねかず』

曽根和子

4 車「面
否=互至手
盃二二重

「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 f逐次通訳法Jの能力の向上を目指す ，

とともに、英語及ぴ日本語ニュースを中心として、簡単な「同時通訳法J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: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。

テキスト名:講師作成のスタディ・ガイド(授業の際配布)及び録音テープ等

注意事項:定員は30名、受講資格は「英語通訳法 1Jを履修済の学生

英 霊童
ロロ 通 訳

実践ゼミ ウィスパリング同時過訊

法 E B 

ウィスパリング同時通訳訓練法の主用トレーニングであるプロソディ一分析、シャドウィング、

サイトラ、リテンション、同時通訳、ウィスパリング商談通訳に焦点をあてながら総合的なトレー

ニングを行う。メモ取り練習は短いパラグラフ逐次通訳においての概念ごとにメモを取る練習が中

心となる。各自のタスクはパラグラフのウィスパリング練習、デリパリー練習、短文のワン・セン

テンス遅れ訳など。後半には模擬国際会議や模擬商談プレゼンテーション等でスピーチ発表または

遜訳パフォーマンスを磨く 。詩集は約500語を学習する。

評価方法:出席 タスク・パフォーマンス、コンビテンシー-プロファイル、単語テスト

テキス卜名:柴田パネッサ 『実践ゼミウィスパリング同時通訳』南雲堂

高山英士 rWord Up !J南雲堂

注意事項英語通訳法 Iの修了者C基準
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(ハ)比較文化研究

人類学入門(英米)
ソニアイーグル

SONIA EAGLE 

This course aims to cover 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 culture. Some emphasis will be 

placed on cultural anthropology. Students桶IIbecome familiar with the major terms and concepts of 

anthropology and the study of people and their cultures. Lectures明日 be based on the major textbook， 

supplemented by relevant films. Ethnographic case studies will be discussed in groups. 

評価方法:1. Midterm and Final Exams: 5096 

2. Case Study Reports and Discussions: 4096 

3. Classroom aUendance and participation: 1096 

テキス卜名:1. Salzman， Zdenek Anthropology Harcourt Brace Javanovich Inc. NY (Copy Center) 
2. Peters・Golden，H. Case Studies In Anthropology McGraw HiII NY. 1997. 

3. Course Content， Outline and Workbook (Copy Center) 

日英比較文化論
たか くわ ょう 』

高 義陽子

シェイクスピアと敵舞使

瓦"'Ji""'m"
Tτ互葦

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。最初に、シェイクスピア

の劇場および歌舞伎がそれぞれの文化の中でどのような位置を占めていたかを、当時の時代宵景、

劇場の社会的受容、権力や観客との関係などの点から考える。その後、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、ジェンダーとは何かを考える。講義の後

半では、異性装をテーマにしたシェイクスピアの翻訳や歌舞伎のテクストを読んで、変身の二重、

三重構造や、少年俳優と女形が演じる女性像の表象を分析比較する。

評価方法:期末試験により評価する。

テキスト名:フランソワ・ラロック『シェイクスピアの世界』創元社

吉井戸秀夫『叡舞伎』新潮社

- 213-



日米比較文化論
たか の

高野
やすし

泰

4 車在
1-4年
後期

東京ディズニーランドのような様々なアメリカ文化の要素は、今日のわれわれ日本人にとって、

外来のものであることがもはや意識されることすらないほど、 当然の存在になっている。しかしな

がら、アメリカ文化が日本文化と互換可能なものではないことは、もちろん論を侠たない。本講義

では特に政治文化・大衆文化・生活文化の三つに関して、国際・国歌や映画・遊園地・音楽など日

米に共通する文化現象を、特にアメリカにおける状況を見ながら考察していく。同時に、カルチュ

ラル・スタディーズの方法論や文化的ヘゲモニーといった問題も紹介して、文化研究の可能性を探

っていく 。

評価方法:受講態度および学期末の試験あるいはレポート

/
¥
 

e
b
 

てし介紹で中義講+
4
 

日ンペムホ

し

献

な

文
に

考

特

参

名k
r
 

スキ一ア

英 文
品尚

子 史 A 
企.~ ~.....日 - I4単位

語義扇子 1 1-4年
| 前期

英文掌の多様性

現代、英語は世界共通話のように思、われている。だが、かつてはヨーロッパの辺境のー島国の言

葉にすぎなかった。イングランドが「新興国家Jとして政治的・経済的なカを獲得していくにつれ

て、英語で書くことが評価されるようになったのは、 16、7世紀頃からである。この時代はまた、

絶対王政から共和制を経て、王政復古へと揺れ動き、宗教改革や宗教革命の吹きすさぶ、政治的、

宗教的、経済的激変の時代でもあった。

16世紀から講義を始めて、先ず、ルネサンス演劇と詩を重点的に学び、さらに小説の誕生と発展

に至るまで講義を進める予定である。できるだけ様々な作品に接することによって、英文学の多様

性への理解を深めたい。

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&晶

子 史 B 
せい みや みち 』

清 宮倫子
主三豆亙
1-4年
量二二重

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

れています。彼らの実利性の背後には文学に対する愛があるのです。そういうわけでまずイギリス

文学を時代にそって概説します。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味

わいます。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す。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

とになるでしょう。ビデオなども活用しながら、みなさんの心のオアシスとなるような授業をめざ

したいとおもいます。

評価方法:レポートと出席日数により総合的に評価します。

テキス卜名:A New Anthology of English Literature (北星堂)1969. 

参考・推麗図・:John Mulgan & D.M.Davin，An Introduction to English Literature (金星堂) 1963. 

川崎寿彦善、イギリス文学史(成美堂) 1988. 

注意事項:定員120人。授業初日に、みなさんの学習意欲と読みたい作家、作品などを勘案して

円満に受講生を決めたいと思います。

米 文
品同
号L 史 A 

まつ い けい 』

松 井佳子
生旦盆
1-4年
前一一扇

This is a lecture course surveying American literature仕omColonial times to the present. The work 

of leading novelists， poets， dramatists， and essayists will be examined， with an emphasis on their ideas， 

values， and world views. There will be some attention to major movements of thought such as 

Puritanism and other kinds of Christianity， Rationalism， Romanticism， Transcendentalism， Pragmatism， 

Naturalism， Realism， etc.， but our primary concem will be twentieth century literature and thought. 

Modemism， Feminism， Post-Modemism， Multiculturalism， the Counterculture， and Post-Colonialism 

will be critically exp10red. Ethnic and women's 1iterature will be given specia1 attention. 

Some photocopies and videos based on literary works will be used and discussed. Students will write 

a report on one book chosen from a reading list. 

評価方法:Mid-semester Exam: 30% 

Book Report: 30% 

Final Exam: 40% 

テキス卜名:B. D.Tucker & Philip Williams Invitation to American Literature. Yumi Press. 

Jean M. Tucker， et. al. Invitation to American Women Writers. Yumi Press. 
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米 文 ~ 
子 史 B モーガンギプソン

MORGAN GIBSON 

This is a course of lectures in English on the literature of the United States from the 17出 Centuryto 

the present. Leading writers of poe甘y，stories， novels， plays， autobiographies， and essays will be 

introduced， and photocopied selections of some of their work will be analyzed. Some psychological， 
sociological， political， scientific， religious， moral， and philosophical issues will be examined in the 
literature. Students will learn about Puritanism and other forms of Christianity， Rationalism， 
Democracy， Romanticism and Transcendentalism， Realism and Naturalism， Individualism and 
Pragmatism， Feminism and Ethnic Pluralism， the Counter-culture， etc. Modem and Post-Modem ideas 

in literature will be emphasized to help students understand how 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:Students will be expected to read the textbook wi出 careand insight; habitually use a 

dictionary; write notes on their reading， thinking， and the class discussions; speak 
regularly in class， individually and in groups; and write a midsemester exam and a final 
exam. 

テキスト名:Intellectual History of American Literature， Eihosha (in the Bookstore). 

注意事項:A collection of photocopied selections of poe町 andprose， edited by Professor Gibson 
(at the Unipost). 

国 文 ー.a.t，弓」 講

鳥と虫を眠った英米跨を鑑賞する

義 A 
山一一- I4 単位|清言語争 | 1-4年|

| 前期|

英米言寺は現在でも世界文学のなかで高水準を誇っています。なかでも自然を唄った詩に名品が多
いのです。ヴィデオで烏の姿を確認しテープで詩の音の世界に遊びながら、声に出して読み、じっ
くり味わってみることにしましょう。しだいに各詩人がさまざまな烏や虫に託した意味が多様であ

ることがわかってきます。とりあげる詩人は 17世紀から現代までです。

評価方法:レポートと出席日数により総合的に評価します。

テキスト名 :コピーを配布します。

注意事項:定員120人 授業初日に、みなさんの学習意欲と読みたい詩などを勘案してできるだ

け円満に受講生を決めたいと思います。

- 216-



英 文
品同

手 講 義 B
たか くわ ょう

高桑陽子

何一一
一

『ハリー・ポツター』の魅力

『ハリー・ポッター』シリーズが、子供や大人の区別なく、幅広い読者を引きつける魅力はどこ

にあるのだろうか。孤児でいじめられつ子のハリーが、自分のカを発揮できる世界に行き、自らの

新しい可能性を発見して成長していく。 『ハリー・ポッター』には、児童文学や冒険ファンタジー、

SF、ミステリーというジャンルを超えて、様々なレベルで読者の夢や欲望を満足させ、前向きに生

きる元気を与えてくれる「癒しJ効果もある。現代社会のパロディーや風刺、ことば遊びにも注意

を払いながら、友情、家族、ユーモア、勇気、愛と憎しみ、悪、死、魔法と欲望について考える。

スティーヴン・フライの臨場感溢れる朗読を聞いて、読書の楽しきも味わいたい。

評価方法:期末試験により評価する。

テキスト名:J. K. Rowling， Harry Potter and the Goblet of丹're，London: Bloom&bu叩， 2000.

注意事項:第3巻まで翻訳が出ているので、ぜひ読んでおいてほしい。特に第3巻は必読である。

米 文 鼻晶'"

弓ー 講 義 松井佳子
生豊丘
1-4年
福一一扇

Afro-American Literature: Alice Walker's Meridian 

In出isBildungsroman (a novel of a person seeking identity while growing up)， the A企。American

protagonist Meridian challenges traditional American norms that involve racism and sexism. She 

struggles against her mother's conventional acceptance of racism， and later her husband's conventional 

views of出efamily-eventua11y leaving her family in order to live independently. She then rebels against 

academic restrictions and the Anglo-Saxon value system of European civilization. Going through a 

deeply ascetic spiritual crisis in reaction to American materialism， she passes through a kind of "death" 

to "rebirth" in the Mro community of the American South， where she is active in沿lecivil rights 

movement of白elate 1960・s.In studying出ispowerful novel of self-discovery， students willlearn about 

the historical situation， and also will question the liberal， individualistic， personal solution to the 

problems of racism and sexism. Students are strongly recommended to see the video of The Color 

Purple by Alice Walker before the class begins. 

評価方法:Midsemester Exam 4096 

Final Paper 6096 

テキスト名:Alice Walker. Meridian. Pocket Books. 
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英 文

1相Eテクスト的な愛

声晶晶

子 研
哩句

7u 
たか くわ ょう

高桑陽子
生三星丘
2-4年
福一一葡

ポストモダーンの映画 『恋におちたシェイクスピア』は、劇が愛について本当の真実を諮ること

ができるかという賭を中心に展開する。『ロミオとジュリエット』は賭に勝つが、映画の中におい

てである。この映画自体が、 『ロミオとジュリエット』、『ヴエローナの二紳士』、『ソネット集』、

『ハムレツト』、『十二夜』などの引用からなる、相互テクスト的なフィクションである。ここで愛

は、各テクストからの巧みな引用によって、まさに「フィクション」として表象されている。

だが、たとえば、普から繰り返し使われてきたことば「アイ・ラヴ・ユーJを引用せずに、愛を

語ることはできるだろうか。愛の表象の可能性について相互テクスト性の問題から考える。

評価方法 :平常点とレポートにより評価する。

テキスト名:Marc Norman and Tom Stoppard， Shakespeare加 Love，Shohakusha. 

米 文 品尚

子 研
"!tD 
7u 

モ .ーガンギプソン

MORGAN GIBSON 会主筆

WALT WHITMAN: POET OF DEMOCRACY， LOVE， AND SELF-REALlZATION 
This course focuses on America's greatest poet. who mystically celebrated himself as everyone: "1 

am白epoet of the body and 1 am the poet of the soul" &"1 am the poet of the woman as well as the 

man." 

Mter an introduction to the appreciation and understanding of the sound and sense of poe仕yin 

English. wi出 specialattention to techniques of free verse. students will concentrate on some of Walt 

Whitman's most famous poems仕omhis lifework. Leaves of Grass. 

We will see how his ideas of Freedom. Individualism. Self-Realization. and a Democracy of Love 

develop in the poetry. and how his idea of the universal Self grows out of the religious philosophy of 

India. The study of his poetry should expand students' American English vocabulary and their 

understanding of the denotation. connotation. and musicality of language. It should deepen their 
comprehension of American thought and perhaps an understanding of themse1ves. 

評価方法:Students will be expected to read Whitman's poe仕yand some prose with care and 

insight; habitually use a dictionary; write notes on their reading. thinking. and the class 

discussions; speak regular1y in class. individually and in groups; and write a midsemester 

exam and a fina1 exam. 

テキスト名:Selected Poems of Walt Whitman， Kenkyusha. 
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(ニ)地域・国際研究

英 国 研
'.:lU 
:1L 

現代イギリスの政治・社会・文化

入 門 秋本富雄
4 雇在
1-4年
通年

この講義の目的は、 21世紀イギリスの「今Jを多面的に理解するための、基本的知識を身につけ

ることにある。多様な変化をみせているイギリス社会の現状を横糸に、 EU一中央一地方の3つの

次元からなる政治構造の変容状況を縦糸にして、 20世紀後半から21世紀にかけてのイギリスの過

去・現在・未来を術眼的に捉えていく予定である。

前半は、制度的側面を中心に、イギリスの政治・社会・文化の特徴を理解することにつとめ、後

半は、南北地域分裂と地方政治改革、ナショナリズムと分権、エスニシティ、ジェンダ一、メディ

ア、グローパリゼーションと EU統合、福祉国家、環境などの今日的課題について考察していきたい。

評価方法:原則として課題レポートおよび定期試験による評価。また、授業への貢献度も積極的

に評価したい。

テキスト名:参考書として、ポール・スノードン/大竹正次『イギリスの社会J(早稲田大学出版

部、 1997年)、 JohnOakland著 BritishCivilization (Routledge， forthcoming May 

2002)をあげておく。詳しくは、開講時に追って指示する。

注意事項:折に触れ、イギリスに関するアップ・トゥー・デートな話題も取り上げていく予定な

ので、授業の項目・進度に若干変更の出る可能性もある。

米国研究入門 A
たか すぎ ただ あ曹

高杉忠閉

この授業では、アメリカ社会に関する総合的な理解を深めるため、「地域研究的アプローチJと

「日米の比較の視座Jを取り入れて、以下のトピックについて講義を行います。アメリカへの移民

の歴史、政治・経済制度、外交、人種問題、アメリカ的生活様式、家庭、教育、地域の文化などです。

扱うテーマが多岐にわたるので、それぞれのトピックについて基礎的な情報と考え方にしぼって

講義を進めてゆきますが、受講者は授業で紹介した参考文献を読み、自分で足りない部分を補いな

がら問題意識を深めていって欲しい。授業では適宜、ビデオ・テープなどの教材も使用する予定です。l

評価方法:学期末の試験、上記の最終レポートならびに授業のノートを考慮して総合的に評価し

ます。

テキス卜名:授業の際に紹介します。

注意事項:履修者数の上限は100名とします。最初の授業で履修希望者が100名を越えた場合、 4

年生、 3年生、 2年生の順で優先し、その他は抽選により履修を許可します。
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米国研究入門 B D じま

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

琉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・外交の諸相を解説する。

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。

テキス卜名:阿部爾他『国際情努ベーシックシリーズ 北アメリカ』自由国民社、1鈎9年。

米

その他授業中に随時紹介する。

国 研
'!7'D 

:1u 入 門 C リチヤードハンフリーズ

RICHARD HUMPHRIES 

Introduction to American Studies 

This course is designed to acquaint students wi出 thecustoms， cu1ture， history， geography， and 

institutions of the United States. We will a1so 100k at the rea1ities， 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 can be applied to other area studies 

programs and to other discip1ines. Lectures and discussions will predominate while videos imd 

handouts willlikely complement the text. 

評価方法 :The final grade will be based on attendance (20%)， class participation (30%)， tests (30%) 

and on individualjgroup assignments (20%). 

テキスト名:Douglas Stevenson (1999). AII About America. Macmillan Languagehouse. 
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オ ーストラリア研究入門
フ ラ ン シ ス ジ ョ ン ソ ン

FRANCIS JOHNSON 

This is a course which introduces students to the study of some aspects of the history culture of 

Australia， a country with a past identified with the British Empire and a future in the Asia Pacific 

region. It is出istransfomation which is at the heart of the study. 

The course syJlabus is divided into a number of topics which examine physical， historical， social， 

political and economic themes. In the course of the study of these topics frequent comparison and 

， contrast with ]apan wil1 be made. 

The course contains both lecrture and video sources of infomation. Students will be given lecture 

outlines and other relevant materia1 for each topic. Videos used in the course are avai1able for study in 

the university library. 

評価方法:1. A Mid-term examinadon : 40% 

2. A Final examination : 60% 

テキスト名:Handouts will be distributed 

カナダ研究入門 A

カナダの歴史、政治、民族、社会

や ず の リ え

矢頭典枝
4*& 
Tτ互草
爾一一雨

本講義は、日本人には馴染みの薄いカナダという国を総合的に理解することを目的とする。まず、

カナダの歴史を概観したうえで、 VTRや現地の資料を用いながら、現代カナダが抱える政治・社

会問題について論じる。

主に取り上げるテーマは、『赤毛のアン』にみる19世紀末の社会史、多文化社会の諸穂(多文化

主義政策導入の背景と現状、主流派(英語系カナダ人)の生活紹介、先住民、日系カナダ人など)、

カナダの言語政策(公用パイリンガル政策、フランス語イマーション教育)、ケベック問題、ケベ

ック州の言語政策などである。

評価方法:期末試験とミニ・レポート。

テキスト名:テーマ毎にプリントを配布する。主な参考文献は以下の通り。その他は随時紹介する。

大原祐子著『カナダ現代史』山川出版社、 1981
日本カナダ学会編『史料が語るカナダ』有斐問、 1997
ラムゼイ・クック著、小波充・矢頭典綬訊『カナダのナショナリズム』三交社、 1鈎4
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カナダ研究入門 B 示謡縫未蔀

カナダは隣国のアメリカと極めて密接な関係をもっとはいえ、アメリカとは異なる独自の文化を

維持してきた。例えば、カナダにおいて、英語とフランス語が公用語として定められていることは、

代表的な特徴の一つである。また、近年、注目を集めてきている「多文化主義Jを実践する数少な

い国の一つでもある。

なぜ、このような独特な社会が北米大陸において形成されてきたのだろうか。本講義では、現代

カナダを理解するために必要な項目を広くとりあげる。社会や文化だけではなく、政治や経済とい

った点にも言及しながら、現代カナダの特徴を理解することが主要な目的である。

評価方法:筆記試験。出欠席も考慮する。授業の進行状況も考慮に入れて、レポート提出を課す

ことを検討している。

テキス卜名:テキストの指定はないが、参考文献などは授業中に適宜提示する。

注意事項:この科目では、授業内容の補完と、受講者との情報交換のために、ウェプ・サイトを

設置する予定である。授業に関する質問等は、メールでも受け付ける (kogure@mua.

biglobe. ne. jp)。

この科目に関連する情報を、日常の生活においても新聞やインターネットなどを利

用して収集し、理解の増進に役立てることが望ましい。

英 国 史

近現代イギリス社会の形成と変容

概
事:.d.

自問
あ べ え つ お

安部悦生

4 車m
1-4年
福一一扇

現代世界をほぼ全面的に覆いこんでいる資本主義経済の母国は、 言うまでもなくイギリスである。

イギリスはかつて「巌初の工業国家Jとして世界に君臨したが、 19世紀の末より厳しい国際競争

にさらされて、衰退の道を歩み始める。

イギリスはそのような現実をどのように認識し、どのように対応しようとしたのか。これについ

ては、さまざまな角度から検討されており、最近では「ジェントルマン資本主義Jの概念が体系的

な説明を行っている。

本講義においては「近現代イギリス社会の形成・変容Jを主にその経済力の盛衰に重点をおいて

考察する。とくに戦後のサッチャー改革の意義、さらに日本の高度成長とバブルの崩綾などとの関

連を射程に置きながら考える。

ただし、講義ではまず英国について概説し、また中世以来の英国史を素描した後、産業革命以後

の経済史を主に講義する。

評価方法:期末試験とレポート。出欠席を考慮する。

テキス卜名:原・工藤編『現代ヨーロッパ経済史』有斐間
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米 国 史 概
~ 
面閥、

たか すぎ ただ あき

高杉忠閉

この授業では、アメリカ合衆国独立の少し前から現在に至る約220年の歴史を概説する。 18世紀

後半、ヨーロツパ国際システムの中の辺境にすぎなかった植民地・アメリカが、イギリスとの独立

戦争に勝利してアメリカ合衆国を成立させ、その後、農業国家、大陸国家、海洋国家、世界国家、

超大国へと発展し、現在に至る。 20世紀は「アメリカの時代j であったと言われるが、何故アメリ

カはわずか200余年の聞に世界の超大国になり得たのか?こうした疑問を前提位、講義では移民国

家・アメリカの歴史を、いくつかの時代に区分し、その時代を特徴づけるさまざまな事件や出来事

を紹介しながら、アメリカ合衆国の発展について考察を加えて行く 。

評価方法:出席 (20%)、レポート (40%)、筆記試験 (40%)の結果を加味し、評価します。筆

記試験を受けなかった場合は、この科目を放棄したものとみなします。

テキス卜名:未定。.初の授業の時に紹介します。

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1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』 福田 守利、ジャパンタイムズ社。

その他は鰻初の授業でいう。

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

アメリカ政治過程の分析

政 主u.
Jロ 論

わ だ しゅういち

和田修
4 車!llf
1-4年
遍一~

アメリカの政治システムの最も重要な特徴は、大統領制に基づく「三権分立」と、連邦政府と地

方政府の二重構造からなる「連邦制Jである。この2つが相まって、アメリカ政治をひじようにユ

ニークなものにしている。

そのアメリカ政治の実際のプロセスや政策の決定過程について、さまざまな具体的事例を検討し

ながら考察しようとするのが、本講座のねらいである。昨年度は、米中軍用繊事故や同時多発テロ

後のアメリカ政治の動きなども取り上げたが、できるだけ最新の情報を加味しながら、講義を進め

ていく予定である。

その中で特に強調したい点は、「抑制と均衡 (checksand balances) Jといわれる大統領と連邦議

会の競合関係である。さらに、譜院内閣制や日本の政治過程との比較も、折にふれて説明していき

たい。

評価方法:筆記試験にレポートも加味する。

テキス卜名:特になし。参考書を随時紹介する。

米 国 経 済

現代のアメリカ経済司E情

;;.A. 

面開
た力、らだ やす ひろ

賓多康弘
4..m 
1-4年
福一一司

第2次大戦後から現在までの時代を中心に、アメリカ経済とその経済政策の解説・分析を行なう。

特に日米・欧米の関係を考察する上で必要なアメリカ経済の諸問題に焦点を当てる。まずアメリカ

経済の推移を概観し、産業構造、輸出・輸入、企業行動、経済政策などについて考察する。その際、

日米の代表的な遜商問題をとりあげる。今後のアメリカ経済の動向を自分で考え、統一的な視点か

ら論じられるようになることを目標としている。教科書や各種資料などを用いた講義形式とする。

評価方法:学期末試験もしくはレポート

テキスト名:原田和問 (1鈎8)r日経文庫ベーシックアメリカ経済入門新版』日本経済新聞社。多

考書は鰻重量中に適宜紹介する。

注意事項:特に履修条件は設けない。現代のアメリカ、それも経済に関心のある学生の受講が望

ましい。すでに経済学の講義(f経済学 1. 11 Jあるいは「国際経済論 1• 11 J )を履

修している方が、より理解が深まるだろう。
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米 国 ネ土 .0. 
Z玄 論

たか の

高野
やすし.

泰

4 葺!{豆
1-4年

重二二璽

独立革命という形で既存の社会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いく。中

でも奴隷解放から公民権運動を経て今日に至るアフリカ系アメリカ人の運動、 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Jの形成から性と生殖の権利の主張に至る女

性の運動の三つを、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いく。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あるいはレポート

テキス卜名:基本的な参考文献として以下を読むことを薦める

米

岡本勝『アメリカ禁酒運動の軌跡一植民地時代から全園祭酒法まで』

ミネルヴァ.房1994年

べンジャミン・クオールズ、閉石他訳『アメリカ黒人の匡史』聞石・盾1994年

有賀重紀『アメリカ・フェミニズムの歴史』動車書房1988年

その他の文献・ホームページは講義を通して紹介していく

国 外 交
~ 

面岡 A 
たか すぎ ただ あき

高杉忠岡

20世紀はしばしば「アメリカ時代Jであるといわれる。軍事、政治・経済、文化面におけるアメ

リカの影響力は世界中に及んでいる。なぜアメリカはこのような超大国になったのか?今後のアメ

リカはどのようになってゆくのか?この授業では、このような疑問を外交政策という観点にたって

考察する。

講義では、最初に建国期から現在に至るまでに香取されるアメリカ外交の特徴を説明し、第二に、

第二次大戦集結前後の米ソ冷戦の始まりと、その後の展開・終結のプロセスをフランクリン・デラ

ノ・ルーズベルト (FranklinDelano Roosevelt)からクリン，トン (WilJiamClinton)に至るまでの各

政権の外交政策を、大統領の生い立ち、パーソナリティー、政策決定スタイル、政権を取り巻く国

際環境などを中心に検討する。そして第三に、冷戦終結後「残された唯一の超大国Jとしてアメリ

カは、安全保障や経済問題など分野でどのような外交政策を行おうとしているのかを解明してゆき

たい。

評価方法:(1) rアメリカの時代』の書評と (2)自分で選択したテーマに関するレポートで成績を

評価します。

テキスト名:長谷川雄一、高杉忠岡、『現代の国際政治』、ミネルヴァ書房、 1998年

小此木政夫、赤木完爾編、『冷戦期の国際政治』、鹿臓破艶大学出版会、 1987年

『アメリカの時代』、 W・ラフィーパー著、芦.房、 1叩6年

その他、適宜参考文献を紹介します。
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米 国 外

規代アメリカ外交

交論 B さか た やす よ

阪田恭代

ヰ て直
ττ互草

重二二璽

20世紀は「アメリカの時代Jあるいは「パックス・アメリカーナJといわれ、ポスト冷戦の世界

においてもアメリカは「唯一の超大国Jとして残り、世界における膨響力は依然として大きい。し

かし、昨年の9.11テロ事件で、新たな世界を迎えた。そのなかで、アメリカはどのように行動して

いくのか?どのような役割を模索していくのか?

本講義では、アメリカ外交の歴史と現在の諮問題をとりあげながら、その行動の特徴と論理につ

いて考える。講義では、先ず、アメリカ外交の伝統や仕組みについて紹介し、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ぴに事件について検討

する。第三に、冷戦終結後、 21世紀のアメリカ外交の展開ならびに諮問題について考えてLぺ 。

評価方法:1)学期中の課題、 2) 期末試験。

テキス卜名:参考文献として以下を勧める。 w.ラフイーパー著『アメリカの時代』芦書房;有賀

貞・宮里政玄編『偲説アメリカ外交史[新版u有斐閣;花井等・浅川公紀『戦後ア

メリカ外交の軌跡』動車書房;玉蹄俊樹・滝田堅治編『現代アメリカ外交の転換過程』

商怒社。その他、随時紹介する。

注 意 事 項 :0詳細は初回の授業にて発表するので、必ず出席することを勧める。

日

or米国研究入門Jを履修していることが望ましい。

米 関 係
~ 

面開 A 
しん や

伊藤信哉

太平洋を聞にはさんだ日米両国の関係は、 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j の関係にあった。しかし、それからさらに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世紀を迎えた今日、日米の関係はますます重要なものになっているといえ

るだろう。

講義では、このような日米関係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観てゆくことにしたい。

評 価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキスト名:長谷川雄一編『大正期日本のアメリカ認識』塵慮義豊大学出版会、 2∞1年。
なお、講義は授業で配布するプリントを中心に進める。

注意事項:授業では時事的な話題にも言及し、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。また、授業用のウェプ・ページ

(http://s-ito.cool. ne.j p/ alphonse/index. html)を、定期的にチェックしておくこと。
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日 米 関 係
::;A 

言問 B たか すぎ ただ あ曹

高杉忠明

4 車「直
1-4年
優一一扇

140有余年にわたる日米関係の歴史は、友好と対立の歴史に彩られている。19世紀中葉の「黒船
ショックJによる日本開国以降日露戦争までの日米関係は友好の歴史であったのに対し、日露戦争

以降太平洋戦争までの日米関係は、競争と対立に歴史であった。

戦後、米ソ冷戦が深刻化してゆく情勢の中で日本はアメリカの単独占領下におかれ、日米関係は

「勝者と敗者の関係Jへと変化した。しかし1960年代以降、政治的、経済的分野のみならず文化
的・人的交流の分野で日米関係の緊密な関係が深まってゆくにつれ、日米関係は「協調と摩擦」の
はざまの中で、「より対等な関係Jへと発展してきた。

この講義ではこうした歴史的な両国の関係の変遷を踏まえ、第 1に、 140年にわたる日米関係の

全体像を概説し、第二に、戦後の日本のアメリカに対する基本的視座を「対米協調J、「対米自主j、

f対米独立j という概念に分類・整理し、説明する。そして第3に1980年代以降、経済大国に成長
した日本の「ポスト冷戦期Jにおける役割と今後の日米関係のあり方について考えてゆきたい。

評価方法:レポートと筆記試験で評価する。出席を重視する。

テキス卜名..本間長世、細谷千博他、『日米関係史ー摩損と協調の140年j(新版)、有斐問、 1991年。

日

その他、授業で紹介する。

米 経
戸晶!I

昌
::;A 

面開 謡曲等箱

日米聞の企業経営の違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 1回のみ。平常点。

テキス卜名: rアメリカ商事法辞典』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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4 単位

1~4是正

遍芥扇語

イギリスの一般家庭に滞在しながら、イギリスの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期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 を修得溌みであることが望ましい。

米国文化実地研究
4 車亙
1~4年

薄奔布蔭

アメリカの大学で、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。

テキスト名:開請時に指示します。

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
4 車亙
1-4年
逼奔扇藩

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。

シドニー市その他への旅行も研修に含まれています。

この研修は夏期休業中に実施きれます。

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Jを修得済みであることが望ましい。

カナダ文化実地研究
4.t.ii 
1-互草
準盆亜隻

カナダの一般家庭に滞在し、カナダの大学でカナダの歴史、文化、社会、政治、経済、言語事情

などについて学びます。

授業での講議、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。キャンパス外での活動や日帰り旅行もこの研修に含まれています。

この研修は夏期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。

テキス卜名:開田時に指示します。

注意事項: rカナダ研究入門Jを修得清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 圭玉
ロロ

~ 
子 概

;:.0. 

言問 鍾
ジン ホァ

敬華

一一
一

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

の知識と学カ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。

(1) 中国語の音声

(2) 中国語の語葉

(3) 中国語の文字とその歴史

(4) 中国語の方言

(5) 中国語文法の基礎

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:参考書『中国語のすすめ』講談社

申 国 塁
ロ==ロ 文 法

;:.0. 

面岡 鍾
ホァ

敬華

4 雇在
2-4年
通年

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簡問中国語語法』馬真 著
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中 国 話
回

き玉
ロロ 集

~ 

宙開
ジオン

鍾
ジン ホァ

敬華
生亙豆
2-4年
iS年

由子訳語的防史悠久和使用人口余多.訳語的調正非常事富.双活河正学是

双活盲学中厨史最悠~.内容量E牟富井且創造了自己的独特理治的一小節円.本

課程的目的是学司、了解双語調百二学的理捻和知淑.以而遊-tIT獲高学):j和這用

訳語調l[的能力.井通主主学):j双語調羽二.深人理解其中的中国文化内泊.上裸使

用語字授和演):j爾神方式.

( 1 )双語調正的拘造特点

( 2 )字){和河){的美系

( 3 )潟百二的基本意文和附加色彩

(~ )調的本文和引伸文

( 5 )同文調

(6 )反火河

( 7 )成語、慣用港、濠活等

(8)現代潟正和古代潟紅的美系

(9 )双活調羽二和「日本自白漢語」

根据平常的学):j志度、綴告及其~表w定

中 国 謹一四 音 韻 論
や さわ ひであ曹

矢漂秀昭

チF始上裸的対候指示

漢語音韻諭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古代反切等を学習する。ついで 《切韻》音系、 《中原音績》脅系につ

いて学習する。

評価方法:出欠状況、受講態度、レポート等を総合して判断する。

テキス卜名:プリントを使用。
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中

古代中国語研究

国 ま五
回目 史 鍾 敬華

4 1雇位
2-4年
逼一一葦

古文献を読みながら、古代中国語の音韻・語業・文法などの基礎知識を習得する。講義は、輪読

の形式で行う。

評価方法:出席と発表、学習態度などを総合して評価する

テキスト名:随時指示する。

日 中 上じ 較 11:1 語
はな ぎわ せい

花漂聖子
4 車在
百亡互草
通年

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ぺ。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:開講時に指示します。

注意事項:プリントを配布する。
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広 東 雪量
回目

む淫
イ ウン

以文
41If"盃
3-4年

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、標章語

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

いく。

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.!郵棄置『初めての広東語』朗日雷出版社

4 事宣
言工互主主

筆一一盟

広東語 Iを履修した学生を対象とするクラスで、香港などの広東語圏の最新状況を紹介しながら、

聞く、話すなど広東語の総合的なレベルの向上を目指す。

広 東 雪量
ロ同 E わ

淫
イ ウン

以文

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

注怠事項:広東語 Iを履修していない学生はHを履修できない
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ビジネス中国語 I
っか もと けい いち

塚本慶一
4 単位
互=互主主
通年

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
後ビ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 Iイ 1J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:嫁本塵ー 『実戦ビジネス中国語会話』白水社

塚本慶一『実戦ビジネス中国語単語集』白水社

藤本恒 他 『ビジネス中国語マニュアル』東方書屈

その他

ビジネス中国語 E 塚本慶

「ビジネス中国語 1Jの継続。

評価方法:平常の学習態度 ・成果及ぴ試験 ・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

爆本慶一『実戦ビジネス中国語単語集』白水社

醸本恒 他『ビジネス中国語マニュアル』東方・屈
その他
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(口) 比較文化研究

中国文化思想概論 久長白蓄支

欧米も、そして日本も、中国をそれぞれの価値観に基づく f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Jは、例えば19世紀
西洋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。欧米〈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の fまなざしJのあり
方を捉えることがもうひとつの課題である。受講者の希望によっては論文作成のためのトレーニン

グも想定している。

評価方法:授業内の小レポート。学期末のレポート。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 ~ 
号』 慨

~ 

面開 笑金拘柔
4 事官
可二五互主
通年

主要な作品を講読するとともに、中国文学の流れについて概説する。更に深〈学びたい学生のた
めに、授業中に参考文献を提示する。

評価方法:学期末にレポートを諜す。

テキス卜名:随時、プリントを配布する。
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中 国 文
島尚

子 史
おおや リ み

大宅利美

4 草子在
互亡互主主
通年

中国文学に関する基礎的な知識を身につけることを目的とする。主要な作品を鑑賞するとともに

小テストを行い、詩などの暗請を課すこともある。

評価方法:平常点(小テスト・暗諦・出席)。

テキスト名:随時コピーを配布

中 l 国 古 典 講 ==ー=詰Z
や さわ ひであき

矢漂秀昭

ヰTni
2-4年
通年

中国の古典の故事(論語、荘子、孟子、列子等のなかから)を中心に購読する。つまり、 《論

語》を年開通して蛾読するのではなく、 《論語》のある一編の次は 《荘子》のある編を購読すると

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、レポート等を総合して判断する。

テキス卜名:プリントを使用。

- 236一



I _+. _ " ー |4単位
中国近世文学研究l突是拘桑 |3-4年

| |通年

明代の短編白話小説集『警世通言』より「杜十娘怒沈百宝箱J(杜十娘、怒りて百宝の箱を沈む

ること)を講読する。その梗概は :

李甲は科挙を受けるために都へやってきたのだが、そこで社十娘という名妓と出会い、勉強も忘
れて彼女のところに入り浸るようになる。やがて親が持たせてくれた金も尽き、妓楼の女主人は李
甲を追い出そうとする。相思相愛の2人は何とか身請けの金を工面し、杜十娘は晴れて自由の身と

なった"2人は李甲の故郷へ帰ることにしたが、その道中、ある男に出会ったことで…。

あらかじめ担当者は決めるが、担当者以外も予習してくることが望ましい。

評価方法 :出席と平常点で評価する。

テキスト名:授業初回にプリントを配布する。

中国近代文学研究

老舎の戯曲「茶館j を講読する。

おおや り み

大宅利美

あらかじめ担当者を決めるが、それ以外の学生も予習してくることが望ましい。

評価方法:平常点。

テキスト名:初回にコピーを配布。
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(ハ) 地域・国際研究

中 国 史 概
;:.A 

言問
くぼた ょし たけ

久保田善丈
土璽ゴ豆
1-4年
通年

中国が世界と分かち難く結びっくことになる時期、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 。欧米、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。事象の理解にあたっては、歴史学以外の方法論にも目を配っ

ていく 。

評価方法:授業内の小レポート。学期末のレポート。出欠席も考慮。

テキス卜名:開講時に指示します。

注意事項:プリント配布。必要に応じて書籍等を指示する。

中 国 現 1t 史

中華人民共和国の半世紀~現代中国の深層をさぐる

こう るぎ いち ろう

興 栢一郎
4 葺ti査
すτ互草

重二二歪

本講義では、飛騒的な発展を遂げる中国の過去半世紀を検証し、変動する現代中国を正しく理解

するための基礎力を養います。

日中戦争、内戦、毛沢東時代、鄭小平時代、江沢民時代を、ビデオを通してビジュアルにと 6え、

同時に基本資料を読みながら、中国現代史を楽しく学ぶだけでなく、磯かな基礎知識も身につける

ことを目的とします。

また、「文化大革命J、「天安門事件Jなどの歴史的イベントの背景にあった内政と国際関係の相

互関係などを把握し、単にクロノロジカルに歴史を追いかけるだけでなく、国際関係史的な手法を

意識しながら、「世界の中の中国Jという視点を忘れずに学んでいこうと思います。

講義を聴き終えたとき、中国に関する報道などがスムーズに理解できるだけでなく、その背震に

ついての理解もそなわり、 一層の知的好奇心が芽生え、中国、日本、アジア、世界へと視野が広が

る。そんな講義にしてみたいと思っています。

評価方法:講義論評、テキスト書評、レポート

テキス卜名:プリント、 VTR、テキスト(別途指示します)
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中 国 社 ..0. 
Z玄 概 論

はな ぎわ せい

花蓮聖子

この講義では、まず第一に、伝統的な中国社会が、新中国の成立とその後の政策の変遷によって、

どのように変容してきたのかを把握する。

次に、今日の改革・開放下の中国社会の現状を、一人つi子政策、教育、就職、医療制度、社会の

不安定要素など、具体的に分析していく 。

最後に今日にも残る中国社会の伝統的風習や、新中国の祝祭日など、現在の中国社会の風俗習慣

に触れたいと考えている。

評、価方法:出席と、授業での発表、試験で総合的に評価する。

参考文献:中野謙二『中国の社会構造』大修館書盾

中国社会特殊研究
はな ぎわ せい

花津聖子

改革・開放下の中国は、経済的に目覚しく発展している。しかし、一方では、幹部の腐敗、広が

る格差など、多くの問題を抱えている。これから中国社会はいったいどこに向かつて進んでいくの

だろうか。

この講義では、幹部、格差、人口、教育、環境等をキーワードに、できるだけ歴史的状況にも触

れながら、中国社会の現状を明らかにしていきたい。また、今日中国政府がとっている政策につい

ても検討していく 。

授業は講義と受講者の発表を交えた形で進めていく。また、必要に応じて、中国の新聞や雑誌の

記事を教材として取り上げていく。

評価方法:出席、授業態度、レーポートなどを総合的に評価する。

テキスト名:講義時に必要に応じてプリントを配布する。
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中国政治外交概論

現代中国の政治と国際関係

員話三面
41If在
T二互草
逼一一葦

本講義では、現代中国の政治と国際関係を、最新トピックを通して学んでいきます。たとえば、

昨年度はセーフガード、嫡国神社参拝問題、 WTO加盟の意義、中国への工場移転に伴う産業空洞

化の問題、中国と台湾の関係、アフガン問題と中国の対応、第16回党大会などホットなテーマを選

ぴ、そこから中国の内政、外交、社会、経済などの相互作用を具体的に学ぴました。

今年度も同様に、あらゆる同時代的なテーマの検討を通して、具体的に生きた中国の現状をライ

ブ感覚で学んでみたいと思います。ビジュアルに現状をとらえるため、 VTRなども多用します。

なお、現代中国の歴史的背景、たとえば毛沢東時代、 郵小平時代などについては、別の講義で

ある「中国現代史Jで扱います。興味があれば、是非受講してみてください。

それでは、教室でお会いしましょう。

評価方法:講義論評、テキスト書評、レポート

テキスト名:プリント、 VTR、テキス卜、(別途指示します)

中国政治外交特殊研究
こう ろぎ いち ろう

興 椙一郎

メディア・チャイニーズの世界~憲新の中国情報を読みこなそう

インターネットなど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こなす

ためのトレーニングです。

メディア情報に早くから親しむことは、 言語を修得する上で避けて通れない課題です。中国語に

おいても、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目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。

メディアを読みこなすことは、高度な日常会話を行なうための最低条件です。

生きた中国語に親しみ、どんどん読んで、しゃべれるようになりましょう。

評価方法:出席、書評、レポートを総合的に評価。

テキスト名:教材、 VTR、テキスト(別途指示します)
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海 外 華 人 論
ろぎ いち ろう

輿 抱一郎

香港、台湾、そして中国-r一国二制度jと華人ネットワーク

生重亙
2-4年
通年

本講義は、華人ネットワーク都市・香港および中国と特殊な関係を有する台湾の歩みを通して、

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、社会主義中国に資本主義香港を内包するシステム「一国二制度j

の笑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-IJ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、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、台湾やマカオなど中国とは異なる歴史を経験した華人地域をも視野に入れ、南中国と海外

ネットワークの関係から中国をみることも不可欠です。こうした視野は、中国を中心とする中華世

界を複合的に把握する上で欠かせないものです。

香港と台湾、そして両者の中国との関係を理解することで、グローバルとローカル、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、中園、アジア、世界への認識を深めることを最終目

標とします。

評価方法:発表(テキストとプリントに基づくリサーチ)、講義論評、書評、レポート

テキスト名:プリン卜、 VTR、テキス卜(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

調音音声学

え とう いち ろう

江藤一郎

授業の巌初の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 (JeraldR. Green， Spanish phonolology for teachers， The Center for Curriculum 

Development， Inc. 1970)を使って学ぶ。もちろん日本語、スペイン語の調音器官，調音点、及ぴ調

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聞き取りの練習である。即ち L.L.

の教室で dictation(dictado)の授業を行い、スペイン語独特の音の繋がりを聞き取るだけでなく 、ス

ペイン語の単語カアップも目的にしている。

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:カセットテープにその日の教材を録音して各自が自分のカでそれを潤き取るので、毎

回テープと辞書は必ず持ってくること、また他の人に迷惑をかけるので遅刻しないこと。

スペイン語音声学 E

スペイン語音声・音韻論

え とう いち ろう

江藤一郎

最初の30分は前期で使った音声学の教科書を続けて使って、音素諭まで学ぶ。スペイン語の単音

は、いろいろ組み合わさって発音される時に，発音しやすいように、逆行同化により、少しずつそ

の調音点を変える。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。これを耳で聞いて、頭で文法的に理

解するこ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、即ち dictado(dictation)の授業になる。会話の

内容はスペインの観光地めぐりとクリスマス 02月)を題材にしたテープを聞いて、スペイン文化

の教養を身につけさせるようにする。

評価方法:授業参加が評価の重要な点と考えている。

テキス卜名: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

形態論と中南米のスペイン語

え とう いち ろう

江藤一郎

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J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， relaciotl， impropia (in+propio)， con， una， chicaのそれぞれの「語Jを
研究するとも言える。 複合語 (coche白ma)，合成語 (abrelatas) のような造語法とか、接頭辞と

か接尾辞、形容詞、名詞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，語集と主にアルゼンチンの voseo(凶の代用形)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。出席も重視する。

テキスト名:プリント

スペイン語学概論 E

音声・音繍論と統語論

え とう いち ろう

江藤一郎
豆一車一面
互=互至E
福一一雨

音声学とは、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Jの研究と

言える。即ち eljefe 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lという「音J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Jを学問として扱うと、音声学にとどまらず、音韻諭または音素論と
いう考えも学ばなければならない。初心者のためにクイズ形式の日本語音声学の教科書の一部を使
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 (subjuntivo) 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。出席も重視する。

テキスト名:プリント(音声と音声教育一文化庁)
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日西語対照研究 I

日西両語の文機造の比較

あお やま ふみ ひろ

青山文啓

2 車一面
2-4年

直一一塑

スペイン語と日本語の文法構造の類似と相違について考えます。話題は，日本語とスペイン語の

表記システム，辞書と事典，動詞の定形と不定形そして活用，形容詞の用法，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，前置詞と格助詞などです。

評価方法: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います。

テキス卜名:Antonio Alfonso Pardavilla (2001) EI JAPONES， PASO A PASO. (Nivel 2) 

注意事項:日西対照研究 Iを受講する学生は必ずIIも続けて受講してください。後期でIIだけを

受講することはでききません。スペイン語専攻以外の学生はスペイン諮を4単位以上

履修のこと。

日西語対照研究 E

日西両語の文構造の比較

あお やま ふみ ひろ

青山文普

スペイン語と日本語の文法構造の類似と相違について考えます。後期では並行して，データの収

集法についても触れますo

評価方法: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います。

テキスト名:Antonio Alfonso Pardavilla (2001) EI JAPONES， PASO A PASO. (Nivel 2) 

注意事項:日西対照研究 Iを受講する学生は必ずHも続けて受講してください。後期で11だけを

受講することはでききません。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 位
一
序

t だい すけ

大介

アメリカスペイン語とは何かを学ぶ

アメリカスペイン諮の音声 ・文法(統語形態) ・語象的特徴を、スペインの標準スペイン諮と比
較しながら概説する。

1. Posible origen del espa負01arriericano 

2. Zonas dialectales de Hispanoamerica 
3. Fonetica 

4. Morfosintaxis 

5. Lexico 

評価方法:定期試験 (50%) +小リポート (25%) +授業参加 (25%)=100% 

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:Lipski， John M. 

Moreno de Alba， Jose G. 

Vaquero de Ramirez， M. 

Zamora Munne & Guitart. 

日espa両01de An泌rica.Madrid， Catedra， 1996. 
EI espanol en America. Mexico， Fondo de Cultura Econo-
mica， 1988. 
日espa白01de An治rica1& 1/. Madrid， Arco Libros， 1996. 
Dialectologia hispanoamericana. Salamanca， Ediciones 

Almar， 1982. 

アメリカスペイン語特殊研究 E 札岸
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(アメリカスペイン語に関連するもの)を遺ぴ、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』世界思想社

プリント

参考図書:Lipski， John M. EI espa白01de-America. Madrid， Catedra， 1996. 
Moreno de Alba， Jose G. EI espa日01en America. Mexico， Fondo de Cultura Econo・

mica， 1988. 
Vaquero de Ramirez， M. EI espanol de America 1&11. Madrid， Arco Libr.os， 1996. 
Zamora Munne & Guitart. Dialectologia hispanoamericana. Salamanca， Ediciones 

Almar， 1982. 

注意事項: rアメリカスペイン語特殊研究 IJ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。

- 245-



ス ペ イ ン き五
ロロ 史 I 

え とう いち ろう

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、ぞれから8世紀に亘り支配され

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:授業で講義を聴くことが重要である。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 ノ、《 イ ン 五
回=-=H 

史 E 
え とう いち ろう

江藤一郎

2 車盈
2-4年
福一一雨

古典講読

語史を適時的に変化の歴史と捉えて形態だけ学ぶのは無味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世紀の教養派文芸の代表的作家であるイタの首席司祭のファン・ルイスの

『よき恋の書』 の中の「ブルターニュの画家、ドン・ピータス・パーヤスに起ったことJを読む予定。

評価方法:授業で講義を聴くことが重要である。学期末に試験を行う。

テキス卜名: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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商業スペイン語 I
みや ち たつろう

宮地達郎

2 車在
2-4年
前 。期

西暦2030年には米国人口の25%がスパニックスになる可能性があるという記事が、さる新聞に

掲載されていたことがありました。

スペイン、中南米のみならず、米国でもこれからはスペイン語の必要性が今まで以上に糟大する

ことは確実です。

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、英語/日本語/西語に変換します。さらに輸出入及

び信用状の流れをチャートで説明し必要貿易用語を三カ国語で学習します。

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。

テキス卜名:ビジネスレターを書くための表現辞典 (Essentialexpressions for business 

writing)および相当量のプリントを適宜配布します。

注意事項:1は11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、通年での受講が望ましいのですが、必須条件ではありません。また例年英米

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。

商業スペイン語 E
みや ち たつろう

宮地達郎
2.m 
2-互主事
福一一扇

Iで学習した概要を基礎にして、 Hでは焦点を商業信用状に絞り、 1998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、日本語に変換します。西語の信用

状は英語、日本語に、英語の信用状は商語、日本語に変換します。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、網包明

細書、保険証書の実物を使って、信用状を参照しながら船積書類を作成し、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を目標にします。

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:適宜相当置の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

で折角覚えた2年時の学習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 主多廷誠

語学教室の直訳的西文和訳を隠れ、一般社会に適用する日本語に訳すにはどうしたらよいかを研

究し、修練する。従ってスペイン語の読解力と共に日本語の文章力の養成をはかる。出席者全員で

各自課題を訳出L、互いの訳を検討し合いながら、より良い訳へと仕上げていく。このため積極的
な議論に参加することを期待する。教員は議論の舵取り役を勤め、その都度助言する。翻訳は手取
り足取りで教わるものではなく、自らの努力で磨き上げていくものである。本講座はそのための道
場である。主としてスペイン文学の日本語訳を手掛ける。

評価方法:授業への参加態度と筆記試験により総合的に評価する。

テキス卜名:始業時に指示する。

注意事項:スペイン語科2年生以上のスペイン語読解力が必要です。

スペイン語翻訳法 E
曹 た のぷたか

喜多延鵬
2 単位
3-4年
量二二重

スペイン語翻訳法Iに同じ、ただし、ビジネス翻訳を扱う。日本語からスペイン語への訳も試みる。

評価方法:授業への参加態度と筆記試験により総合的に評価する。

テキス卜名:始業時に指示する。

注意事項:スペイン語科2年生以上のスペイン語読解力が必要です。
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スペイン語圏マス・コミュニケーシヨン論I

Analysis of Media: 

1. As a reflection of society 

2. As a political element 

3. The organization of public opinion; stereotypes 

4. Art and entertainment 

5. Techniques to overcome speech anxiety 

6. Free topics 

オルビードロドリーゲス

OLVIDO RODRIGUEZ 

評価方法:The main objective of the co町田 isto get students involved in critical issues regarding 

Mass Communication， by way of figuring out， presenting， and supporting their own 

opinions in the classroom. 

テキスト名:No textbook is required. Hand-outs and other materials to be provided by the 

teacher. 

注意事項:Based on presentations and assignments. 

Instructions to the Students: 

Students are expected to attend classes regularly， to do assignments， and to participate 

in class. 

スペイン語圏マス・コミュニケーション論E

Analysis of Media: 

1. Internationalism: What is it? 

2. Cultural relativism and universalism 

3. Irony， black humor， metaphor， and symbolism 

4. Power and the media 

5. Techniques for overcoming speech anxiety 

6. Free topics 

オルビードロドリーゲス

OLVIDO RODRIGUEZ 

評価方法:The main objective of the course is to get people involved in critical issues reg紅ding

Mass Communication， by way of figuring out， presenting， and supporting their own 

opinions in the classroom. 

テキスト名:No textbook is required. Hand-outs and other materials to be provided by the 

teacher. 

注意事項:Based on presentations. assignments. 

Instructions to出estudents: 

Students紅 eexpected to attend classes regularly， to do assignments， and to participate 

in class. 
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スペイン語スピーチ・コミュニケーションI
パロマトレナド

PALOMA TRENADO 量一
Los objetivos del curso son: 

1.-Mejorar la capacidad de comunicaci6n oral. 

2.-Estudiar diferentes situaciones comunicativas y sus caracterisiticas. 

En la clase se estudiaran distintos tipos de situaciones comunicativas y sus peculiaridades. Se 
realizaran ejercicios practicos: exposiciones publicas， discusiones， conversaciones y dialogos en 

grupos pequenos. 

Se usaran materiales muy variados: artlculos de peri6dicos， programas de televisi6n， peliculas y otros 

instrumentos que ofrezcan temas de actualidad y de interes general con el fin de promover la partici-
pacion entusiasta de los estudiantes. 

評価方法 :Participaci6n en clase: 25% 

Diversos ejercicios : 25% 

Exposiciones personales y presentaci6n de trabajos: 50 % 

テキスト名:Se entregara material fotocopiado cuando se considere necesario. 

スペイン語スピーチ・コミュニケーシヨンE
マトレナド

PALOMA TRENADO 

Los objetivos del curso son: 

1.-Mejorar la capacidad de comunicaci6n oral. 
2.-Estudiar diferentes situaciones comunicativas y sus caracterlsiticas. 

En la clase se estudiaran distintos tipos de situaciones comunicativas y sus peculiaridades. Se 

realizaran ejercicios practicos: exposiciones publicas， discusiones， conversaciones y dialogos en 

grupos pequenos. 

Se usaran materiales muy variados: artlculos de periodicos， programas de television， peliculas y 0仕os
instrumentos que ofrezcan temas de actualidad y de interes general con el fin de promover la partici-

paci6n entusiasta de los estudiantes. 

評価方法:Participacion en clase: 25% 

Diversos ejercicios : 25% 

Exposiciones personales y presentacion de trabajos: 50 % 

テキス卜名:Se entregara material fotocopiado cuando se .considere necesario. 
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(ハ) 比較文化研究

スペイン文化研究 I

全世界の文化に対するスペインの貢献

アンヘル プラーポ

ANGEL J.BRAVO 

この授業はスペイン語の学習とともに、スペインが世界の文化にもたらした貢献について一般的

な知識を得ることを目的とし、スペインの文化や歴史についての理解を深めていく。これらは一般

にはあまり知られていないが、スペインを理解する上で基本的かつ重要な点である。芸術、文学、

歴史などが研究のテーマとなる。

評価方法:発表:各自割り当てられたテーマについて発表を行う。

出席:重視。成績評価には80%以上の出席率が必要である。

期末試験を行い、学習の成果、理解度を評価する。

発表 30% 

出席 20% 

期末試験 50% 

テキス卜名:特定のテキス卜はないが、講積内容に沿ったレジュメを随時配布する。

スペイン文化研究 E

全世界の文化に対するスペインの貢献

アンヘル プラーポ

ANGEL J.BRAVO 

この授業はスペイン語の学習とともに、スペインが世界の文化にもたらした貢献について一般的

な知識を得ることを目的とし、スペインの文化や歴史についての理解を深めていく 。これらは一般

にはあまり知られていないが、スペインを理解する上で基本的かつ重要な点である。芸術、 文学、

歴史などが研究のテーマとなる。

評価方法:発表:各自割り当てられたテーマについて発表を行う。

出席:重視。成績評価には80%以上の出席率が必要である。

期末試験を行い、学習の成果、理解度を評価する。

発表 30% 
出席 20% 

期末試験 50% 

テキス卜名:特定のテキス卜はないが、講義内容に沿ったレジュメを随時配布する。
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スペイン文学史 I
ほん だ せい じ

本田誠
三三亘亙
2-4年

直一一旦

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、アメリコ・カストロに従って、13世紀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 、ハプスプルク家によるスペイン黄

金時代の隆盛期 06、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

精神史を採るべく 、13世紀初頭の「わがシッドの歌j から15世紀の新大陸発見に至る時代のスペイ

ン文学の精撃を味わい、時代と精神を理解することを目的とする。

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。

テキス卜名:私版「スペイン文学史J(一九九六年) (本田誠二著)

注意 事 項:授業は教科書に沿った解説と講読からなっている。扱う作品はほとんど和訳のあるも

のに限定しているので難しい知識は要求しない。

ス ペイ ン文学史 E 
ほん だ せい

本田誠
じ 、| 2 単位

|2-4年
| 後期

この授業はスペイン文学史 Iの継続であり 、講義形式等、詳しくはそこを参照されたい。内容は

スペイン・ピカレスク小説、スペイン牧人小説、スペイン神秘主義、 スペイン国民演劇(ロペ・

デ・ベーガ、テイルソ、カルデロン)およびセルパンテスである。

評価方法:出席をふくむ平常授業、および筆記試験の結果を総合した評価。
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現代スペイン文学 I
曹 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た後、 19世紀末から激動の20世紀、スペイン市民戦争、検閲

時代、ポストフランコの自由な活動、七固まぐるしく変わる社会情勢に文学者たちが、どう対応し

たか、スペイン文学はどう変貌したかを考察する。その後で、現代スペイン文学を購読する。

評価方法:授業への参加態度と筆記試験により総合的に評価する。

テキス卜名:始業時に指示する。

注意事項:スペイン文学を講読するのが主たる目的である。スペイン語専科2年以上のスペイン
語読解カを必要とする。

現代スペイン文学 E
き たの，51 たか

喜多延鷹

現代スペイン文学 Iに同じ。引き続き、スペイン文学を講読する。

評価方法:授業への参加態度と筆記試験により総合的に評価する。

テキス卜名:始業時に指示する。

注意事項:スペイン文学を講読するのが主たる目的であるので、スペイン語専科2年以上のスペ

イン語読解カを必要とする。
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現代ラテンアメリ力文学 I
ロベルトオエスト

ROBERTO OEST 

現代ラテンアメリカ文学の代表的な作品を原書で読む。作家とその社会的背景を紹介した上、作

品を読む。

この時期ではラテンアメリカ文学の概要とJ.し Borges、ノーベル文学賞受賞作家、 M.A. 

Asturias等といった作家をとりあげる予定。

評価方法:レポートで評価するが、参加する意欲と出席も重視する。

テキス卜名:予め、プリントを配布する。参考文献等も、指示する。

現代ラテンアメリカ文学 E
ロベルトオエスト

ROBERTO OEST 

60年代のいわゆる「ラテンアメリカ文学ブームJの作家を中心に講議を進める。ここではM.

Vargas LLosa、ノーベル文学賞受賞作家、 Garc1aMarquez等の作品を読む。

評価方法:レポートで評価するが、参加する意欲と出席も重視する。

テキス卜名:予め、プリントを配布する。参考文献等も、指示する。
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ラテンアメリカ文学特殊研究 I

ラテンアメリカの文学と文化

〈講義概要と目的〉

アンヘル プラーポ

ANGEL J.BRAVO 

この授業では主に次の3点を目標にイベロアメリカ文学の中から比較的簡潔な作品や物語を取り

上げていく。

A)イスパノアメリカ文学において最も代表的な作家 (Cortazar，Borges， Neruda， Asturias， Paz， 

Rulfo， Gabriela Mistral， Garc1a Mistral， Garcia Marquez， Vargas Llosa， Carpentierなど)についての

知識を深める。

B)原文を読むことで文章読解力、単語力をつける。

C) 幅広い文法事項の学習。

評価方法:発表:提示された作家の中から1人選ぴ，その作家についての発表を行う。

出席:重視。成績評価には80%以上の出席率が必要である。

期末試験を行い、学習の成果、理解度を評価する。

発表 30% 

出席 20% 

期末試験 50% 

テキスト名:取り上げる作家の作品の原文コピーを配布する。日本語訳がある場合はそれも付け加

える。

ラテンアメリカ文学特殊研究E

ラテンアメリカの文学と文化

〈講義概要と目的〉

アンヘル プラーボ

ANGEL J.BRAVO 

この授業では主に次の3点を目標にイベロアメリカ文学の中から比較的簡漂な作品や物語を取り

上げていく 。

A)イスパノアメリカ文学において最も代表的な作家 (Cortazar，Borges， Neruda， Asturias， Paz， 

Rulfo， Gabriela Mistral， Garcla Mistral， Garcla Marquez， Vargas Llosa， Carpentierなど)についての

知識を深める。

B)原文を読むことで文章読解力、単語力をつける。

Cl幅広い文法事項の学習。

評価方法:発表:提示された作家の中から1人選ぴ，その作家についての発表を行う。

出席:重視。成績評価には80%以上の出席率が必要である。

期末試験を行い、学習の成果、理解度を評価する。

発表 30% 

出席 20% 

期末試験 50%. 

テキス卜名:取り上げる作家の作品の際文コピーを配布する。日本語訳がある渇含はそれも付け加

える。
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スペイン美術史 I
セルヒオナパーロ

SERGIO NAVARRO 

En esta asignatura se pretende estudiar el desarrollo historico del arte espanol y latino americano 

desde su origen hasta el siglo :XX. Se considera el紅白 comoparte del concepto cultural mas amplio de 

la cultura mediterranea; por ello， el estudio del紅 teespanol se hace en relacion al arte de los pueblos 
del Mar Mediterraneo (Francia， ltalia， Grecia y norte de A企ica)，sin olvidar tampoco la relacion del紅 te
espanol con el arte del norte de Europa. 

Durante el primer semestre se estudia el紅 teespanol desde la prehistoria hasta la Edad Media y el 

arte precolombino en America. 

En cada clase se utilizan diapositivas como complemento a la explicacion. 

評価方法:Una redacci6n sobre un tema de la materia explicada durante el semes位e.

テキスト名:Se repa同iranfotocopias para cada leccion. 

スペイン美術史 E
セルヒオナパーロ

SERGIO NAVARRO 

En esta asignatura se pretende estudiar el desarrollo historico del arte espanol y latino americano 
desde su origen hasta el siglo :XX. Se considera el訂 tecomo p紅 tedel concepto cultural mas amplio de 
la cultura mediterranea; por ello， el estudio del arte espan.ol se hace en relacion al arte de los pueblos 
del Mar Mediterraneo (Francia， ltalia， Grecia y norte de Mrica)， sin olvidar tampoco la relacion del arte 

espanol con el紅 tedel norte de Europa. 

Durante el segundo semestre se estudia el arte espanol desde el Renacimiento al siglo :XX y el arte 

colonial en America. 

評価方法:Una redacci6n sobre un tema de la materia explicada durante el semes位e.

テキスト名:Se repartiran fotocopias para cada leccion. 
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(ニ) 地域・国際研究

スペイン史概論 I

スペイン帝国の成立・変容とその特徴

まえ だ のぷひと

前田伸人

この講義では、ローマ時代のイベリア半島史から説き起こし、 17世紀中頃(ハプスプルク靭)

までを網羅します。スペインー固に加え、その所領であったイタリア南部、フランドル、アメリカ

大陸などをも視野に入れた概説史を行ないます。同時にヨーロッパ世界や世界史の枠組みの中でも

考察を進めたいと思います。また、今世紀はとりわけ多民族の時代と言えますので、その視座を養

うためにも、中世イスラームスペインや近世のハプスプルク朝のありように関し、よりカを入れて

講議を致します?。

1 :古代イベリア半島(カルタゴ、ローマ期) ; 2 :西ゴート王国の時代;3 :イスラーム・ス

ペイン， 4 キリスト教国の展開(カスティーリャ、アラゴン王国) ; 5 :カトリック両王の時代

からハプスプルク朝成立へ， 6 スペインアメリカ領の成立， 7 東洋世界への進出;8:ハプス

プルク朝スペインの構造と変容

評価方法:論述試験で成績を判断しますが、一部レポートの加味などをも考えています。

テキス卜名:参考書として、立石・中川・中塚編『スペインの歴史J(昭和堂、 1998年)を挙げる

が、各諭については適宜紹介するつもりです。

スペイン史概論 E

スペイン帝国の衰退と近代国民国家への転換

まえ だ の，51 ひと

前田仲人

この講義では、「スペイン史概論 1Jを受けて、 17世紀半ばから20世紀中葉までのスペイン史を

扱います。 Iと同じような視点から講義を行ないますが、特に、帝国の内実を変化させた18世紀の

プルボン靭スペインの時代、アメリカ領を喪失し、国民国家へと変容した19世紀の時代に焦点を当

てるつもりです。その中で、いわゆるスペインのイメージがどのように形成されたかをも併せて見

ていきます。

1 :衰退期の17世紀スペイン;2 : 18世紀ハプスプルク朝スペイン ;3 科学的探検隊の時代;

4:ナポレオン戦争とウィーン体制 ，5 自由主義体制， 6 王政復古体制， 7 第二共和制とス

ペイン内戦

評価方法:論述試験で成績を判断しますが、一部レポートの加味などをも考えています。

テキス卜名:参考書として、立石・中川・中塚編『スペインの歴史J1 (昭和堂、 1998年)を挙げる

が、各論については適宜紹介するつもりです。
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スペイン現代史 I

20世紀スペイン社会の近代化プロセス:政治の変還を中心に

と かど かず 、 えい

戸門一衛

20世紀スペインの歴史を概観する。 19世紀末スペイン社会の特徴を理解した上で、第二共和政

0931-36年)、内戦 0936-39年)、フランコ独裁体制 0939-75年)時代の主要問題を分析する。

主題は、貧富の差、非識字率の高さなどから見て欧州極貧困のひとつであったスペインが、内戦と

いう悲劇や独裁体制の成立などを経て民主化を達成するまでの近代化の歩みについて解明すること

である。

この講義の目的は、必ずしもスペインの個別事情に詳しくなることではなく、相対的に発展水準

が遅れた国や社会が近代改革を進める上で、直面せざる得ない問題は何か、さらには克服しなけれ

ばならない課題は何かという普遍的な問題意識を持つことにある。

講義スケジュール概要(計13回)

①スペイン地域研究の意義、②歴史的に見たスペイン社会の特徴、

③近代化のプロセス:前進と後退 改革と挫折 ④第二共和政の近代改革

⑤スペイン内戦 ⑥フランコ独裁体制の構築 ⑦独裁体制を取り巻く国際環境

⑧圏内政治の課題と経済自立政策 ⑨経済安定化計画と開放経済体制

⑩バスク分際問題とテロリズム ⑪反体制運動の高揚 ⑫経済自由化と政治的閉鎖性の構造的矛盾

⑬フランコ独裁体制の崩様

評価方法:出席点約30点、筆記試験、レポート等約70点の計100点で評価する。

テキスト名:基本参考文献を授業中に指示する。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、社会発展がいかに進められるべきかを普遍的

に論じるので(他の欧州諸国のみならず、日本やアジア、ラテンアメリカの社会発展

とも対比して考察するので)、スペイン語学科以外の学生にも受講を勧める。
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スペイン現代史 iil声商竺詰

現代スペイン社会の諸問題

三主E亙
2-4年
福一一扇

民主化のプロセス (1976年以降)、新憲法の成立 0978年)，中央集権体制から地方分権体制への

移行、社会労働党政権の政治 0982-96年)、 EC加盟 0986年)、国民党政権の政治 (1996年一現

在)、バスク・テロリズム、女性の意識変化と社会進出、多文化主義、ヨー口、yパ市民の意識形成

など、現代スペインの新しい潮涜について分析する。この講義の目的は、スペインの個別事情に詳

しくなることではなく、大きな体制変革が行われる時や急速な国際化の波を受けた時に、社会構成

員聞の利害衝突を回避しつつ、効率的で公正な新システムをいかに構築するか、古い価値観と新し

い価値観とをいかに両立させるかJという根源的命題について考察することにある。

具体的な講義スケジュール概要(計13回)

①民主化プロセスの展開 ②民主中道連合政権とモンクロア協約 ③新憲法の成立

④地方自治共同体の設置と地方分権化 ⑤社会労働党政権の成立

⑥経済自由主義と社会福祉の拡充 ⑦EC加盟のインパクト ⑧国民党政権の成立

⑨経済通貨統合への対応 ⑩女性の意識変化と社会参加 ⑪地方言語の復権と多文化主義

⑫地方・国 ・ヨーロッパ三空間併存のアイデンティティー ⑬21世紀スペインの課題

評価方法:出席点約30点、筆記試験、レポート等約70点の計100点で評価する。

テキスト名:基本参考文献を授業中に指示する。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、社会発展がいかに進められるべきかを普遍的

に論じるので(他の欧州諸国のみならず、日本やアジア、ラテンアメリカの社会発展

とも対比して考察するので)、スペイン語学科以外の学生にも受講を勧める。
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スペイン経済論 I

スペイン経済史:産業箪命はスペインでなぜ鐙折したのか?

と かど かずえい

戸門一衛

19世紀以降のスペイン経済の史的展開を分析し、欧州の「周辺国」であったスペインがいかに欧

州先進国にキャッチアップしてきたのか、そのプロセスで達成された、あるいは達成きれなかった

課題は何かを検討する。

具体的にはスペインにおけるアンシャン・レジーム(旧体制)の崩壊09世紀校半)、外国資本の浸

透、資本主義の確立(20世紀初期)、農地改革をはじめとする近代化の試みと挫折(1930年代)、封鎖

経済から開放経済体制への移行(1950年代末)、高度経済成長と産業構造の変化(1960年代)、石油危

機への対応、 EC加盟0986年)などを分析する。

講義スケジュール概要 (計13回)

①スペインにおけるアンシャン・レジームの実態、②アンシャン・レジームの崩媛

③カタルーニャとバスク両地方における工業化、④鉄道建設と外国資本

⑤米商戦争(1898年)とスペイン経済、⑥第 1次世界大戦期の好況と資本主義の確立

⑦労働者階級の形成と労働運動、③第二共和政の農地改革、⑨独裁体制の国際的孤立と経済自立政

策、⑩経済安定化計画と高度成長、⑪産業構造の変化、⑫経済政策の展開、⑬ECとスペイン経清

評価方法:出席点約30点、筆記試験またはレポート 約70点の計100点で評価する。

テキスト名:基本文献を紹介し、適宜プリントを配布する。
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スペイン経済論 E

現代スペイン経清論

L. ...~ u ...._ ..:0.・、 | 2単位|
声門 ...衝 |3-4年|

|後期|

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。しかも、 2002年上半期にスペインは、 EU議長国として EUの
拡大と深化をさらに推進してL、く役割を果たさなければならない。

これらの課題を具体的に検証するために、 EUとスペインの経済関係、ラテンアメリカとスペイ

ンの経済関係、外国投資と貿易との連閥、経清政策、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(時には西文)資料

を使用して講義を進める。

講義スケジュール概要(計13回)

①EUとスペインの経済関係、②ラテンアメリカとスペインの経済関係

③スペイン経清の内なる国際化と外への国際化(外国直接投資の動向)、

④ユーロ導入のための経済収鰍計画、⑤金融政策の展開、⑥財政政策の展開、

⑦自由化と規制緩和、③労働市場改革、⑨産業政策と技術革新、

⑩EU構造改革基金とスペインの地方開発、⑪スペインと日本の経済関係、

，⑫日本・アジアとスペイン・ラテンアメリカとの戦略的補完関係、

⑬スペイン経済の実態から「真の豊かさJを問う!

評価方法:出席点約30点、筆記試験あるいはレポート 約70点の計100点で評価する。

テキス卜名:適宜プリントを配布する。最近のテーマについては英文(時には西文)資料も使用する。
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ラテンアメリ力史概論 I

ラテンアメリカの古代文閉

ゃぎ ぬま 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、独立国家時代に時代区分され

るが、前期は、コロンプスが新大陸に到達する以前のアメリカ大陸古代文明を中心に、ビデオを多

用して解説を加えながら授業を進める。ラテンアメリカ地域の古代文明の特徴および文化要素につ

いて理解を深めることを目標とする。

(1) ラテンアメリカの諸相一地勢と自然環境、共通性と多様性、人種構成、社会と文化。

(2) ラテンアメリカの歴史発展一先スペイン時代、植民地時代、独立国家時代、現代ラテンアメリカ。

(3) アメリカ古代文明一①メソアメリカ文明(オルメカ文化、テオティワカン文化、アステカ文

化、マヤ文明)。

②アンデス文明(プレ・インカ、インカ文明)。

評価方法:課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況などの平常点 (30%) を総合して成績評価する。

テキスト名:毎授業時にプリントを配付する。参考図書文献は随時、紹介する。

ラテンアメリカ史概論 E

ラテンアメリカの植民地時代、独立から現代

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

メソアメリカおよびアンデス古代文明社会は大航海時代がもたらした新旧両世界の衝突によって

崩嬢した。後期では「スペイン植民地時代Jおよび「独立国家時代Jを中心に、以下の内容でビデ

オを鑑賞しながら学ぶ。スペイン領アメリカの形成過程および独立から近代国家の建設など、近現

代のラテンアメリカの歴史変遷について理解を深めることを到達目標とする。

(1) 征服の時代一大航海時代と新旧世界の衝突、征服過程。

(2) 植民地時代一植民地統治機構、植民地経済、植民地社会。

(3) 独立国家時代ースペイン絶対王政からの解放、独立運動の背景と過程(イダルゴ、ボリーパ

ル、サン・マルティン)。

(4) 近代国家形成の時代一輸出経済の発展、近代化と従属化。

(5) 20世紀のラテンアメリカ一社会変革運動(メキシコ革命)、国民国家とナショナリズム、軍事

政権、米国とラテンアメリカ。

評価方法:課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況などの平常点 (30%) を総合して成績評価する。

毎授業時にプリントを配付する。適宜、参考図書文献を紹介する。

注意事項: r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し将来への展望を持てるよう歴史観を養いつつ現代史を勉強する。

(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

仏) 輸出入経済の時代

(5) キューパの独立

(6) パナマの独立と運河

(7) メキシコ革命と PRI体制

(8) 輸入代替工業化の時代

(9) 米国とラテンアメリカの国際関係

(10) 国家主導の経清開発と軍事政権の誕生。1) ラテンアメリカの寧事政権

(ロ) 対外債務問題

(13) 民政移行と民主主義の定着

(14) ラテンアメリカと日本

評価方法:期末試験、出席状況

テキス卜名: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、出席状況

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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』 ばやし しんいちろう

小林晋一郎
2単位
2-4年
福一一一雨



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・資本市場のグローバ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。ラテンアメリカ経済の経験が東アジアに適用できないか考えながら国際経済・国際

金融を見る視点やグローバルな思考を養いたい。

(1 ) 地域の基礎知識

(2) ラテンアメリカの資源

(3) ラテンアメリカの経済発展過程

仏) 1970年代の国際資本移動の変貌とラテンアメリカ

(5) 累積債務問題の発生

(6) 対外債務問題の解決のプロセス

(7) 新債務戦略による対外債務問題の解決

(8) 90年代のラテンアメリカの改革

(9) ラテンアメリカの雇用、貧困、教育

。。 ラテンアメリカの経済開発と人間開発。1) ラテンアメリカにおける国家と市場

(12) メキシコ通貨危機

(13) アルゼンチンとブラジルの経済安定化策

(14) ブラジル通貨危機

(15) 国際金融危機のラテンアメリカ経済への波及

。。 民営化と地域経済統合。η ラテンアメリカ経済と日本

評価方法:期末試験、出席状況

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、出席状況

テキス卜名:開随時、プリン卜を配布する。

注意事項:ラテンアメリカ経済論は段階履修である。

ラテンアメリ力研究入門 I

ラテンアメリカ総合研究

』 ぼやし しんいちろう

小林晋一郎

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎
2単位
芝=互草
前期

ラテンアメリカは33の独立国と 11の非独立領土からなる地域で、先住民インディへナとヨーロッ

パ系白人、アフリカ系黒人などの混血からなる融合文化社会である。より専門的なラテンアメリカ

研究に発展させるため以下の内容でラテンアメリカ地域に多面的にアプローチをかけ、ビデオを多

用し、解説を加えながら授業を進める。

(1) ラテンアメリカ地域の多様性と共通性

(2) 歴史発展一独立の思想背景、国民国家の形成、近代化の過程。

(3) 社会構造ーインドアメリカ(先住民社会)、メスティソアメリカ(混血社会)、アフロアメリ

カ、ユーロアメリカ、都市化と都市問題、農村部と都市部、インディヘニスモ運動。

(4) 政治文化ーカウディリスモ、ポプリスモ、軍政。

(5) 経済発展一一次産品輸出経済の発展と近代化、中心国・周辺国の経済構造(従属諭)、経済

統合。

(6) 亜地域研究ーメキシコ、カリプ海域、中央アメリカ地域、アンデス地域、ラプラタ地域。

評価方法:課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況など平常点 (30%) を総合して成績評価する。

テキス卜名:毎授業時にプリントを配付する。適宜、参考図書文献を紹介する。
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ラテンアメリカ研究入門 E

日本とラテンアメリカの関係

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

戦前における日本とラテンアメリカの関係はメキシコ、ペルー、ブラジルへの「中南米移住Jの

歴史であった。戦後はボリビア、パラグアイ、アルゼンチン、ブラジルとの「移住協定Jを通じて

多くの日本人が移住したが、日本のいかなる海外移住政策の下に、中南米諸国のいかなる産業促進

政策の下に中南米移住が実施され、ラテンアメリカ諸国の経済発展に日本人移住者がどのように関

わり、いかにして日系社会が形成され、またODAなど今日的な国際協力関係など、日本と中南米諸

国の総合的関係について学ぶ。授業はビデオを多用し、解説を加えながら以下の内容にそって進める。
(1) 16・17世紀の日本=メキシコ=スペインの関係(南蛮時代)

(2) 近代日本とメキシコーメキシコ金星観測隊の来日、 f日墨修好通商条約Jと「条約改正J、榎

本武揚メキシコ殖民団。

(3) 近代日本とラテンアメリカー中南米移住、日系社会の形成。

(4) 日系企業とラテンアメリカーグローバル化と日系進出企業。

(5) 現代の日本とラテンアメリカ一協力関係 (ODA)、文化交涜。

評価方法:課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況などの平常点 (30%)を総合して成績評価する。

テキス卜名:毎授業時にプリントを配付する。適宜、参考図・文献を紹介する。

メキシコ特殊研究 1-1 SOCOFmO MIふvtA

この科目の主な目的は、メキシコの文化、康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、そしての歴史の大きな涜れを学び、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。

評価方法:レポート(メソアメリカの 1つの文化について調査する。)

テキスト名:青山和夫、猪俣鍵 fメソアメリカの考古学j、同成社
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メキシコ特殊研究 E
ソコーロミサワ

SOCORRO MISAWA 

この科目では、前期に引き続きメキシコの植民地時代、及ぴ独立後の時代を対象として文化、歴

史を概観します。

また、上記講義の終了の後、学生には、それぞれのテーマを遺ぴ、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 雪量
回目

品M

子・ 概論 雀動揺笛

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. 朝鮮語の詩集

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

宮古官官
芝-4車
両一一扇

テキスト名:r墨礎ハングル』箆所収 f中級簡座J(菅野裕臣執筆)プリントを配布する。

『コスモス朝和辞典』申の「文法栂説j(菅野裕臣執筆)

注意事項: r線国語学概論IIJとあわせて履修することが望ましい。
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韓 国 墨
田==ロ

~ 
弓ー 概論 E 

かん の ひろおみ

菅野裕臣

芝王宮古
互工互草
後期

「務国語学概論 1Jにひきつづき，次の内容を講義する。

到達目標

6. u.朝鮮語の体言一格助詞，並立助詞，とりたて助詞

溢.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

テキス卜名:r基礎ハングル』誌所収 f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』中の I文法徳観J(菅野裕臣執筆)

注意事項:r緯国語学概論 1Jとあわせて履修することが望ましい。

韓国語文法論 南
ユン ジン

潤珍

現代緯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.勝国語文法論の基礎概念

2.勝国語文章の形態素分析

3.韓国語単語の構造

4.鴇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:最初の捜業において指示する。

注意事項 :講義はすべて勝国語で行う。
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韓 国 話
回 文 法論 E 南

ユン ジン

潤珍

「緯国語文法論 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。

1.韓国語の文法範鴫

2.勝国語先語末語尾の分布と機能

3.務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。

テキス卜名:置初の授業において指示する。

注意事項:講義はすべて稼国語で行う。

日韓対照言語研究 I 約菱 龍照

コーパス言語学の観点から日本語と緯国語の相違点を究明する。

日本語と勝国語の動詞、形容詞、名詞、副詞の用法をコーパスの例を用いながら用法の相違点を明

らかにすることを目的とする。学生には、パソコンの知識を求めないが、基本的にデータを学生に

渡すので電子テキストが自由に使えるような環境で授業を進めたい。必要に応じてビデオによる作

品鑑賞(樽国の映画)もある。前期の講義は、主に用言中心に講義をする。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:教科書は使用しないが、.参考文献として「現代韓国語動詞構文辞典j及び I日本語

基本動詞用法辞典jを使用する。他の参考文献は、開講時に紹介する。

注意事項:受講生には、ある程度の稼国語の能力を前提とする。
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日韓対照言語研究 E ル蓑 龍照

前期の授業の引き続いて、コーパス言語学の観点から日本語と稼国語の相違点を究明する。日本

語と稼国語の動詞、形容詞、名詞、副詞の用法をコーパスの例を用いながら用法の相違点を明らか

にすることを目的とする。学生には、パソコンの知識を求めないが、基本的にデータを学生に渡す

ので電子テキストが自由に使えるような環境で授業を進めたい。必要に応じてビデオによる作品鑑 ，

賞(勝国の映画)もある。後期の授業は、名詞や副詞を中心に講義をする。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:教科書は使用しないが、書参考文献として f現代鶴国語動間構文辞典j及び I日本語

基本動調用法辞典jを使用する。他の参考文献は、開講時に紹介する。

注意事項:受講生には、ある程度の稼国語の能力を前提とする。

韓 国 語
~ι 
手 特講 韓

ヨン ギユン

柴均
2 事E
2-互草
轟扇面轟

韓国語の音声体系について学ぶ

現代務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し、く。

1.音声学と音韻論の釜本概念

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:講義はすべて縛国語で行う。
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韓国語社会言語学 I
はまのうえ

浜之上
みゆき

幸

言語使用に投影された社会性とは?

本講義は、社会的文脈に置カ通れた言語使用の実態を明らかにしようとする立場、つまり社会言語

学的な観点に立って、現代勝国語を分析しようとするものであり、以下のように展開していく予定

である。

1.社会言語学の領域と基本概念

2.社会階層と言語

3.性別と言語

4.親族関係・社会階層と代名詞・呼称

5.親族関係・社会階層と待遇法・尊敬法

評価方法:出席状況と試験等を総合して評価する。

テキス卜名:.初の授業において指示する。，

注意事項:学期末に務国語社会言語学Hにつながるフィールドワーク(実地調査)の割り当てを行

うので、 Hとあわせて履修することが望ましい。

韓国語社会言語学 E
はまのうえ

浜之上 峨幸

フィールドワークを通じて知る韓国語の使用実態とは?

社会言語学的の方法論的な特徴の一つに、椅子に座つての思索を行うという、いわば armchair

linguisticsの立場をとるのではなく、実地調査を行うことがあげられる。

よって、練国語社会言語学 Iにおいて学んだことを基礎として、受講生各自が問題を設定し、夏

期休業期間中に勝国で実際に行った調査の結果を発表していくことにする(実地調査が不可能な者

に対しては、別途課題を与える)。

テーマとしては、韓国語社会言語学 Iで取り扱ったもの以外に、専門語・隠語・外来語・琉行

語・命名法・広告の言語・方言・在日線国人の言語などが考えられる。

評価方法:出席状況と調査結果の発表等を総合して評価する。

テキス卜名:量初の授業において指示する。

注意事項:稼国語社会言語学 Iとあわせて履修することが望ましい。
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韓 国 文 字
~ 

自問
ナム

商
ユン ジン

潤珍

一一
一

ハングルの文字論的な特徴について以下のような額序で論じていく。

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. 噌"民正音J概説

ハングルの制字原理を記した書である「訪11民正音J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。

テキス卜名:プリント

注意事項:講義はすべて韓国語で行う。

韓 国 き墨
田回

=屋国Z

思 昧
~ 

面開 南
ユン ジン

潤珍

講義の全半部では、多義語・類義語・同意語という語集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、一般的な意味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互い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しぺ。

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いく。

後半部では、文章のレベルでの同意性・重義性・前提・含蓄などの問題について述べる。

評価方法:試験、宿題、出席状況などを総合して評価する。

テキスト名:最初の捜業において指示する。

注意事項:講義はすべて稼国語で行う。
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(口) 比較文化研究

韓国文化概論
と さ ま さ き

土佐昌樹
2車E
1-4年
前期

韓国文化を特徴づける基本的なテーマ(親族、ジェンダー、儒教など)について、文化人類学的な

観点から講識をおこなう。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、勝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。

テキス卜名:随時関連資料のコピーを配布する。

注意事項: r 1 Jを履修してから r11 Jを受講するのが望ましい。

韓国文化概論 E
と 吉 ま さ 曹

土佐昌樹
2 !吾亙
1-4年
重二二璽

全体の流れは「緯国文化概論 1Jの総統となる。大衆文化、宗教、ナショナリズムといった高度

なテーマを扱い、同時代の稼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:随時間違資料のコピーを配布する。

注意事項:1 を履修してから 11を受講するのが望ましい。
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韓国言語文化概論 I
ゃま だ よし

山田佳子
2:雇在
2-4年
扇一一扇

文学作品を中心に務国語で書かれた様々の文章を味わいながら、その内容理解とともに、個々の

語集や表現にも目を向けることにより文化的背景の理解につなげた1，'0なお、テキスト以外の資料

も適宜、 取り入れてテーマを掘り下げ、勝国文化に幅広く、かつ奥深く触れられるようにする。

評 価方法:出席状況とレポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:開講時に指示する。

注意事 項:原文を読むため予習を必要とする。

韓国言語文化概論 E
ゃま だ よし

山田佳子

文学作品を中心に務国語で書かれた様々の文章を昧わいながら、その内容理解とともに、個々の

詩集や表現にも 目を向けることにより文化的背景の理解につなげたい。なお、テキスト以外の資料

も適宜、 取り入れてテーマを掘り下げ、韓国文化に幅広く 、かつ奥深く触れられるようにする。

評 価方法 :出席状況とレポートにより総合的に評価する。

テキスト名:開講時に指示する。

注意事 項:原文を読むため予習を必要とする。
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韓 国 文 品同

子 史
やま ，だ よし

山田佳子
2 1事1立
2-4年
前期

現在の事事国ではどのような文学作品が読まれているのか、また、そうした作品を生み出す土爆と

はどのようなものなのかという疑問から出発し、事奪回文学の辿ってきた道のりを遡る。特に昨今、

変化の著しい朝鮮半島において、南北分断の状況を文学はどう捉えてきたのかを丹念に見ていきた

い。原文、翻訳を関わず関連作品をできるだけ多く読み、既成の文学史にとらわれることなく、幅

広い視点から隷国の文学について考えることを目的とする。

評価方法:出席状況とレポートにより総合的に評価する。

テキスト名:開講時に指示する。

注意事項:指定された作品を読んだうえで出席することが望まれる。

韓 国 文 ~ 
号一 史 E 

ゃま だ よし

山田佳子
2 !吾E
2-4年
福一一扇

「緯国文学史 1J Iこ引き続き、植民地からの解放以前の作品まで通りながら、主要な作品とその

背景を見ていく。単に、文学史的事項をなぞるのではなく、文学作品に何が書かれ、何が書かれな

かったのか、作品は何を映し出しているのかについて実際の作品に触れながら考えていきたい。さ

らに「勝国文学史 1Jで行った内容とも併せていくつかのテーマを取り上げ、文学史全体の流れの

中でそれらがどのように扱われてきたのかということについても見ていきたL、
評価方法:出席状況とレポートにより総合的に評価する。

テキスト名:開講時に指示する。

注意事項:指定された作品を読んだうえで出席することが望まれる。
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韓国語原書講読 I 鄭

高度で多織な文章を読もう

思禎
三重斗亘
3-4年
前一一雨

韓国語の高度な文体のテクストを厳密に読むことを通じて、論説文や日常会話においては援する

ことの少ない様々な語集や表現に触れることを目標とする。テクストに用いるものとしては、現代

小説、随筆が主に考えられるが、さらに、特殊な表現が用いられているインターネットやシナリオ

などにも注目していきたい。

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

韓国語原書講読 E

さらに高度で多憾な文章を読もう

韓国語原書講読 Iの方針をさらに高度化して行う。

チョン

鄭

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

朝鮮解放と南北朝鮮の分立

経済 I
さか た やす よ

阪田恭代

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、園内政治と国際政治の双方の観点から講義する。背景としての日緯併合

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爆含もある。

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

朝鮮戦争後の政治経済の発展と国際関係

さか た やす よ

阪田 '恭代

2 
2-4年
福一一扇

朝鮮戦争後を中心に、篠田の政治・経済・対外関係、そして朝鮮統一問題について、圏内政治と国

際政治の双方の観点から講義する。李承晩政治と4.19学生革命、朴正照のクーデターと軍部の政治

介入、務国の経済発展と工業化、日韓国交正常化、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。

[務国の政治・経済 1J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。

注意事項:詳細は初回の授業で説明するので，必ず出席してください。
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韓 国 史 概

鑓園前近代史

塁A

面開
はま なか

潰申
u.uる
昇

2 !雇在
1-4年
前 、期

隣国史(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 高麗支配体制の動錨

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:綬業において参考図・を指示する。

韓 国

韓国近現代史

史 概 ~ 

面岡 E 
はま なか

潰申
側まる

昇
2 !吾亙
1-4年
福一一扇

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。

1 大院君政権

2 閏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 r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:授業において参考図書を指示する。
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韓 国 近

1863年から1905年まで

代 史 潰申
似事る

昇

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。

l竺 国 近 {吃

1割高年から1945年まで

史 E 演中 昇
2.亙
2-4年
後期

1905年の第2次目線協約によって韓国保護固化を実現した日本は、 1910年に務国を併合した。そ

の後の35年聞にわたる日本の梅田支配は、今日の勝国・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。

テキス卜名:プリントを配布する。
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韓 国 史 特 講
みつい

三ツ井

f言語問題jからみた朝鮮近代史①〈開化期~植民地期 (1910年代))

たかし
話量
:>7'1; 

2 単位
互=互主主
前期

本講義は、歴史学の観点から「言語問題Jをとらえてみようとするものである。近代における日

朝聞の政治的緊張関係のなか、[言語」をめぐってどのような動態が展開されたのか。一口に「言

諮問題Jと言つでも、その内実はきわめて多様だが、本講義では、朝鮮語(および日本語)をめぐ

って繰り広げられた「言語問題Jの諸相について、 19世紀後半から植民地下の三 ・一独立運動

(1919年)前後までの時期における、政治、教育、文化、思想などの諸側面との関係性において確

認していくことにしたい。

評価方法:筆記試験。

テキスト名:とくになし。ただし、講義時にその都度、参考文献を紹介する。

注意事項:朝鮮近代史の流れに関して概説的な知識を有することが望ましいが、とくに受講制限

設けない。

韓 国 史 特 講 E 
みつい

三ツ井

「言語問題jからみた朝鮮近代史②〈植民地期 (1920年代~解放))

崇
2雇E
2-互草
福一一扇

本講義は、歴史学の観点から「言語問題J'をとらえてみようとするものである。近代における日

朝聞の政治的緊張関係のなか、 f言語j をめぐってどのような動態が展開されたのか。一口に「言

語問題j と言っても、その内実はきわめて多様だが、本講義では、朝鮮語(および日本語)をめぐ

って繰り広げられた「言語問題Jの諸相について、植民地下の三 ・ー独立運動 0919年)後からア

ジア・太平洋戦争下、そして解放 0945年)までの時期における、政治、教育、文化、思想などの

諸側面との関係性において確認していくことにしたい。

評価方法:筆記試験。

テキスト名:とくになし。ただし、講義時にその都度、参考文献を紹介する。

注意事項:とくに受講制限は設けないが、前期開講「隷国史特講 1Jを受講済みであることが望

ましい。
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古代日韓関係史

史料の読解を中心にして

潰申
似事る

昇

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。

1 七支刀銘文

2 広開土玉砕文

3 r宋書』倭国伝

4 日本古代国家の形成と日緯関係

評価方法:期末試験を行なう。

テキス卜名:プリントを使用する。

中世日韓関係史

中世の対馬を中心にして

潰中 昇
2.m 
2-4年
後 期

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世紀の日緯関係

4 壬辰・丁酉倭乱

5 柳川始末

なお、中世日本の統治制度は分権的であり、務国のそれは集権的であった。その違いが日韓関係

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。

テキス卜名: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

ネ土 .0. 
z3i; E司

雲五
回目

島崎

子・ A 

Sociolinguistics 

ソニアイーグル

SONIA EAGLE 

In this course stress is placed on discovering and understanding the social or cultural component of 

language and the rule govemed nature of language behavior. The course presents an overview of the 

field of sociolinguistics， including language evolution， children's language， the Sapir-Whorf hypothesis， 

speech acts， pragmatics， phatic communication， kenesics， pidgins， Creoles and lingua仕anca.Dialect 

studies including those related to social class， gender， age and region are reviewed. 

剖sooutlined are discourse rules， written and spoken， including intercultural variations. Field 

methods and studies in sociolinguistics will be examined. A consideration of bilingualism， multiling-

ualism and nationallanguage planning will be included. 

評価方法:1. Midterm and / or Final Exams 

2. Written book report on Japanese sociolinguistics studies from article or book written 

in Japanese. The report will be in English based on prescribed format. Oral presenta-

tion if class size permits. 

3. Class attendance and participation. 

テキスト名:Chaika， Elaine Language: The Social Mirror Heinle and 

Heinle Boston 1994 

- 284-



社 .0. 
Z玄 巨司

呈翠
ロロ

品同

子 B ひぴや じゅん

日比谷潤子

私たちは、普段特に意識せずに言語を用いて意思を伝達している。コミュニケーションを円滑に

行うためには、言語はできるだけ均質であった方がよい。しかし現実には、地域によることばの途

い、年齢・性別・職業などの社会的要因によることばの違い等、さまざまな言語変異(バリエーシ

ョン)が存在する。この授業では、過去40年間に主とじて日本語と英語を対象として行われた研究

成果を概観しながら、言語変異の諸相について検討していく。

評価方法:筆記試験・レポート・出席

テキスト名:中尾俊夫・日比谷潤子・服部範子 f社会言語掌栂論jくろしお出版1997

IL¥ 理 E司
雪量
ロロ

~ 
守』 A 寺尾

やすし

康

4 葺n宣
言=互主主
轟市福轟

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) 行動主義から認知革命を経て「心の理論Jまで、 20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) 語集という単位に注目して、幼児はどのように単語とそれに関連する文法事項を習得するの

か、成人は発話時にこころの中の辞書をどのように使うのか、についての研究を紹介して理解

を深める。

(3) 日常の言語活動でなぜ我々は言い間違うのかという疑問を出発点にして発話のモデルを組み

立てる。

但) 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。

(5) 日常場面(たとえば歌詞、広告、見出し等)で言語単位を発見する楽しさを経験する。

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:各国の内容をまとめたプリントを配布する。
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IL' 理 広司
三五
回ロ

品尚

子 B FRANCIS JOHNSON 

Psycholinguistics is a course which begins wi白 asurvey 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 special cases including sudies of language 

deprivation and the acquistion of sign language by deaf children. 

The second p訂 tof the course examines a number of di丘'erentaspects of the relationship between 

language and the mind. It focusses on the nature of the language that is acquired. Topics studied 

include the concept of a mental grammar， the origins of language， and the links between language， 

thought and cu1ture. 

The third p紅 tof出ecourse deals wi出 someaspects 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司
圭五
ロロ

品同
守」 A 

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聞とする学問ですが、この授業では特に外国語学習、外国

語教育に関するいくつかの分野を取り上げ、その概要を見ていきます。取り上げる主な分野として

は、外国語における四技能 Oistening，speaking， reading， writing)の習得、教授法、および評価法を

考えています。授業ではこれらを理論的および実践的な面から見ていきます。学習の対象となる外

国語は主に英語を想定していますが、外国語としての日本語など他の言語の習得、教授にも利用で

きる知識・理解が得られるはずです。

評価方法:学習日誌、中間テスト、期末テスト

テキスト名 :コースパック(ユニポストにて踊入)
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応 用 ~ 
き墨
田ロ

品尚

子・ B 
ケイトアレン

KATE ALLEN 

The aim of applied linguistics is to relate linguistic theory to language learning， literacy， and 

communication. This raises issues such as how do people learn a language， be it their first or second. 

How do people learn to read and write? How do people adjust their language to different social 

settings? Finally， how do people judge actuallanguage use? 

評価方法:Assessment wi1l be based on attendance， class participation， in-class and take-home 

assignments， and a portfolio. 

テキス卜名:Handouts will be distributed in class. 

意 昧 豆
ロ==ロ 用

~除

言問
とく なが み さと

徳永美暁

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集の意味、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。このクラ

スでは、まず言語の f意味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 f意味論J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、クラスデイスカッションへの参加、プロジェ

クトペーパーなどを総合的に判断して判定する。

テキスト名:①'Yule，George. 1996. Pragmatics. Oxford University Press 

②その他、プリントにて配布
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Eヨ
軍
ロ==ロ

品尚

子 特 目。 研
'!7b 

九
かん の ひろおみ

菅野裕臣
生霊m
1-4年
逼一一葦

トルコ語入門

アルタイ系諸民族のうちチュルク民族は中国北方の突蕨に始まり，どんどん西漸を重ね，現在は

ロシア連邦内部のうちアジア部分のサハ(ヤクート)，トゥパ，ハカス，アルタイの4共和国，ヨ

ーロッパ部分のタタルスタン，パシュコルトスタンの2共和国，外カフカズのカラチャイ・チェル

ケス，カパyレダ・パルカルの2共和国のうちカラチャイとパルカル部分，旧ソ速から分厳独立した

カザクスタン，ウズベキスタン (カラカルパクスタンを含む)，クルグスタン，トゥルクメニスタ

ン，アゼルパイジャンの5共和国，中国の新種維吾爾(ワイグル)自治区，そして最西端のトルコ

共和国という広大な土地に分布している大民族であり，それらの言語はみなよく似ている。今回こ

れらのうち代表的な言語トルコ語を取り上げる。トルコ語は日本語とは語順も文法の細部まで類似

点が多く，日本人にはとても親しみやすい言語である。

評 価方法:筆記試験， 出欠席を考慮する

テキス卜名:大島直政著 『エクスプレス・トルコ語J， 白水社， 東京， 1988.ほかにプリントを

配布する。

-=::1 語 哲
品a..r，
号L 樋笠勝士

2 !官官
1-4草
前一一雨

言語哲掌標論

「言語とは何かJ。これが言語哲学の問いである。しかも、その聞いは、言語の存在や使用を前

提とする言語学と途つで、極めて根本的で原理的な問いである。

前期では、この言語哲学の聞いのありかたをめぐって、以下の目次で講義する。

(1)哲学と言語哲学、言語学と言語哲学、(2)r言語を哲学するJことの淵源一プラトン、(3)言語哲学

的な探究の歴史的な展開一中世哲学、似)言語と現代哲学の志向性、(5)記号論と意味論、 (6)文献講読

評価方法 :試験で判断する。

テキスト名:適当なテキストを教室にて指定する。
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自
雪量
回目

現代の言語哲学

哲
品尚
子」 E 樋笠勝士

言言nii
1-4年
後期

前期の内容を基礎にして、現代の言語質学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 ) 現代の問題とは何か、その全体的な流れ。

(2) 現代の始点。ハイデガー、ベルクソン、ニーチェなど。

(3) 分析哲学とウィトゲンシュタイン

(4) 言語行為論

(5) 解釈学

(6) コミュニケーションと記号論

(7) プラトニズムとチョムスキー

(8) 今後の課題

評価方法:講義の場合は試験で評価する。

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。

西洋古典語概論 I

古典期ギリシア語入門

わ だ よしひろ

和田義浩

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，と岡崎

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 繋太郎『古典ギリシア語入門』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。
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西洋古典語概論 E

古典期ラテン語入門

わ だ よしひろ

和田義浩

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

近代百こいたるまで、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。講義の性絡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 I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。

テキス卜名:有国 潤『初級ラテン語入門』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。

日本語学概論 A
いの うえ

井上 優

4 車E
Tτ互葦
前一一扇

「日本語学Jとは I日本語Jという個別言語を対象とした言語学研究である。本論義では、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j 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。

テキスト名:伊振淳一『ここからはじまる日本語学A(ひつじ書房， 1996年)

注意事項:出席者が100人をこえた場合は、第 1回の授業で抽選をおこなう。



日 本 圭玉
ロロ

，t.a.t， 
子 概論 B いおり

庵
いさ お

功雄

4 車E
1-4年
後期

日本語のしくみを考える

日本語の全体像を、音声・音韻、形態、統語、運用、方言など様々な角度から概観し、普段何気

なく使っている日本語を客観的にとらえるカ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:庵 功雄『新しい日本語学入門一ことばのしくみを考えるー』スリーエーネットワーク

注意事項:ぞ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 雪量
ロロ

~ 
寺・ A 

いわもと え のく

岩本通億

何一一
一

日本語の音声と音韻の体系について講義する。内容は調音音声学、国際音声字母、弁別素性、自

然音類、音韻過程(口蓋化、母音の無性化・中舌化、同一調音点同化など)、 a 日本語の音韻史(ハ

行音の歴史、四つ仮名)、形態構造と音声の関係など。外国人学習者が発音に困難を感じる日本語

の音の調音方法を他の言語の類似の音の調音方法と比較することによって、発音矯正の方法などを

考えたりもする。授業は知識の積み上げ方式で進むので、前段階を理解していないと授業について

くることができなぐなることに注意してもらいたい。

評価方法:ほぽ毎週の小テストと期末テスト

テキス卜名:猪嫁元・猪嫁恵美子著『日本語の音声入門ー解説と演習』パペルプレス
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日 本 圭五
ロロ

島尚

子 B 
曹 がわゆ曹 お

木川行央

4 車一面
1-4年
後期

音声はどのようにして発せられるのか、どのような音を私達は用いているのか、そしてその音が

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、日本語における音の変遷等。

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:テキストは用いない。

注意事項 ;教科書は用いないが、適宜プリントを配布する。

日 本 五
回--=ロ

~ 
子・ E A 

はせがわ のぷ

長谷川信子

現代日本語の文法システム

まず、日本語母語話者(皆さんのことです)が日本語の文の怠昧・構造や使用について無意識的

に f知っているJ規則性を意識化することから始め、次にその意識化された日本語の規則性を記

述・分析するために不可欠な文法概念や枠組みを導入し、日本語を体系的に捉えることを目指す日

本講義では、日本語の綴々な現象を扱うが、それらを常に、言語一般に共通する点、日本語に特有

な点の両面から考察する。本講義の内容は、言語学や各言語の概論クラス(英語学概論、韓国語学

概論、中国語学概論、スペイン語学概論、など)の知識をある程度持っていることを前提としたい

ので、そうしたクラスを既に履修していること(または、このクラスと同時に履修すること)が望

ましい。扱うトピックには、文構築の要素(述語のタイプ)、助詞、自動詞と他動詞、受け身文と

使役文、時制、単文と複文の構造、語用的現象(人称、やりもらい表現、尊敬語)などが含まれる。

評価方法:ほぽ毎週出す宿題および期末テスト。出欠席も考慮する。

テキスト名:野田尚史 『はじめての人の日本語文法』くろしお出版

長谷川信子 『生成日本語学入門』大修館書庖
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日 本 雪量
ロロ

品同

守」 E B 
いの うえ ー まさる

井上 値

4 車て直
す二互草

重二二璽

本講義では、現代日本語の文法的特徴について考える。とりあげる主なトピックは、 f文の基本

構造Jr活用JrグォイスJrテンス・アスペクトJrモダリティ Jr指示詞Jなどである。方言や古

典語、外国語との比較対照も随時おこないながら、現代日本語の特徴を稲対的な観点から考えたい。

受講者には、「定説Jにとらわれることなく、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、現代日本語の特徴について考えることを求める。

評価方法:出席ならびに試験

テキス卜名:益岡隆志、田窪行則『墨礎日本語文法(改訂版)J(くろしお出版 1992年)。

日 本 語 品尚

子 特 論 A
き がわゆき お

木川行央

千葉県・東京都を中心とした地域の方言について考察する。方言の研究にはさまざまな方法があ

り、この地域の方言もいろいろな角度から研究されている。例えば、記述的な研究(音声 ・アクセ

ント、文法、語集)、 言語地理学的研究、社会言語学的研究などである。この授業では、まず日本

語の中でこの地域の言葉がどのような位置にあるのか、方言の研究にはどのような分野があるのか

を見た上で、いくつかのトピックをとりあげ、自分の言葉がどのようなものであるのかを確認しな

がら、実際にどのようであるかを確かめていく。

評価方法:自分で調査等を行なった結果等をレポートとじて提出してもらう。また出席など平常

点も考慮する。

テキス卜名:テキストは用いない。参考書は適宜指示する。

注意 事 項 :日本語学 Iを履修していることが望ましい。
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日 本 圭遺
ロロ

品尚

子 特論 B いわもと え のく

岩本遺億

私たちは、「主語Jや「目的語j という言葉をよく使いますが、それが何を怠昧しているのか埋

解している人は少ないと思います。これらは構文上の概念ですが、それが「動作主Jや「対象Jと

いった意味的な概念とどのような関係にあるのかということを、このクラスでは一緒に考えたいと

思います。特に、文の統語的な構造と意味的な構造の違いを理解した上で、両者の対応関係などに

ついて考えてもらいます。日本語に加え、これまでに一度も触れたことのないタイプの言語におけ

る「主語Jや「目的語Jについて考えることを通して言語の多様性とその根底に流れる共通性に目

を向けてもらうことができれば良いと思っています。

評価方法:数回の小テストと期末テスト

テキス卜名:プリント

日本語教授法 1 A あお 曹

青木ひろみ
4 車~
2-否歪事
前一一扇

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

方を意味、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(初回の捜業で提示)

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。
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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 まさ のり

吉川正則

初級段階の主な学習項目(文法)を取り上げ、分析し撃理する。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。

テキスト名:未定

参考文献:r新文化初級日本語 1. nJ文化外国語専門学校凡人社

『新日本語の基礎 1. nJスリーエーネットワーク

『みんなの日本語 1. nJ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 C 
す があきお

須賀章夫

4 車「直
2-3年

重二二重

日本語教育における「初級文法j

日本語を第二言語として教える際に必要な知識を学ぶ。

f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、ぞ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いく 。

授業形態は、半講義形式(一方的に聞くだけでなく、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したものとなる。

評価方法:講義内試験、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 IガイダンスJで説明する。

テキスト名:教科・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。

富田隆行着『文j去の墨砲知識とその教え方』凡人社

富田隆行著『基本表現50とその教え方』凡人社

各種日本語教科書

注意事項:1. 日本語学概論、日本語学 I、日本語学Hを履修済みであることが望ましい。

特に、上記3科目の内、 1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j 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 雪量
ロロ 教 授 法 n A 

あお 曹

青木ひろみ
4 車在
2-4年
後期

日本語教育実習を履修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4 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 

教育計画の作成とその実践

よし かわ ま吉 のり

吉川正則

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jの多い受講生は評価の対象としない。

テキスト名:未定

参考文献:r新文化初級日本語 1. n J文化外国語専門掌枝凡人社

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 I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 I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 話一回 教 授 法 E C 
す があ曹お

須賀章夫
4 単位
2-4年
後期

コースデザインと外国語教授法

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。

「日本語教授法IlJ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

ぴ、受講者数によってはグループ・ワークを織りまぜてL、く 。

また、本科目は必ずしも日本語教育実習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したものとなる。

評価方法: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。詳細

は講義初日のガイダンスで説明する。

テキス卜名:教科書は特に指定しないが、参考文献は以下の遇リ。

{f(Q)Jは特に講義内容全般に関係する)

。田中望著『日本語教育の法一コース・デザインの実際ー』大修館書庖

O名柄通他著『外国語教授法の史的展開と日本語教育』アルク

0高見漂猛著『新しい外国語教授法と日本語教青』

また、教材分析を行う11合、適当な日本語教科書を授業中に指示する。

注意事項;日本語学概論、日本語学 I、日本語学H、日本語教授法 Iを履修済みであることが望

ましい。特に、上記4科目の肉、 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 A
よし かわ まさ のり

吉川正則

日本語の授業運営について実践的に学ぶ。授業は週 l'コマであるが、毎週教案を作成し、マイク

ロティーチング (microteaching) を行うので、課題の準備に十分な時聞を必要とする。前期、後期

を通して教育実習を行う予定。実習形態は、履修人数および外国人学習者の参加状況によって異な

る。希望者が多い場合は、履修条件を満たしている 4年生を優先する。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

テキス卜名: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に記載した履修条件を満たしていること。

|日本語教育実習 B
あお 曹

青木ひろみ

1 軍百
豆=互草
逼一一主主

日本語の授業運営について実践的に学ぶ。授業は遡 1コマであるが、毎週教案を作成し、マイク

ロティーチング (microteaching) を行うので、課題の準備に十分な時聞を必要とする。前期、後期

を通して教育実習を行う予定。実習形態は、履修人数および外国人学習者の参加状況によって異な

る。希望者が多い場合は、履修条件を満たしている 4年生を優先する。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に記載した履修条件を満たしていること。
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日 本 話
回 表 現 法

いで の けん じ

出野憲司

誰が読んでもわかり、誤解を生じることのない文章を「よい文章Jとし、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。

テキス卜名:教科.は特に使用しない。

参考図.は授業時にその都度指示する。

注意事項:原則として、隔週の開講となる。詳細については、第 1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。

日 本 圭呈
ロロ 表 現 j去 E 

いで の けん じ

出野憲司

1 .論文・レポートを作成する際の基本的知識を学ぶ。

-基本構成

・参考文献の収集方法

-注記の方法

-その他

2.実用的文書の作成方法を学ぶ

-ビジネス文書の形式

-手紙文の書き方と作法

.その他

3. 自由作文

4.修辞法

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 :i教科.は特に使用しない。

参考図・は授業時にその都度指示する。

注意事項:原則として、隔週の開講となる。詳細については、第 1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。

- 300-



(口)コミュニケーション研究

コミュニケーション論 1A 

コミュニケーションとは

サウクエンファン

SAU KUEN FAN 

本講義ではまずコミュニケーションという研究分野を位置づけ、概説する。次に、社会言語学の

、観点からコミュニケーションに関する基本概念を紹介し、例をもとに日常生活における日本λの言

語行動、言語外行動を分析する。授業では、出席者のグループ発表やディスカッションを取り入れ、

さまざまなコミュニケーション問題について考察する。

評価方法:出席、授業への積極的な参加、課題により評価する。

テキス卜名:プリント教材

注意事項:受講希望者が25名を越える場合は、 4年生、 3年生、 2年生の願で選考する。

コミュニケーション論 llA

ポライトネスから男た日本人同士のコミュニケーシヨン

サウクェンファン

SAU KUEN FAN 

本講義ではポライトネスの概念を導入し、日本人同士のコミェニケーションにおける特徴を考察

し、分析する。取り上げるトピックは、自己組介、依頼、陳謝、感謝、マイナス待遇表現を予定し

ているが、学生からの希望も取り入れてLぺ。授業では、出席者のグループ発表やディスカッショ

ンを取り入れ、特に第二言語としての英語習得との関係について考える。

評価方法:出席、授業への積極的な参加、課題により評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が25名を越える場合は、 4年生、 3年生、 2年生の願で選考する。
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コミュニケーション論 1B 
こ ばやし としお

小林登志生

本講義では、コミュニケーション学の基本的な概念とモデルについてテキストに従って講義する。

学期を通して人聞のコミュニケーション行動の様々なレベルと場およびチャンネル、現代の社会や

国際関係とコミェニケーション、情報化社会におけるコミュニケーション形態の変容等について学

ぶ。テキストの他に各自の日常生活の中に豊富に在る様々な人との関係、 事象も教材として活用し、

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、機能について

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.授業中 20%
授業総数の2/3以上の出席

.クラス討論への積極的参加

受講態度等

2.中間期 30% 

-小テストの受験回数と成績

.レポート類の提出

3.期末期 30% 
試験の成績

・最終レポートの成績

テキス卜名:申西磁之著 f人間関係を学ぶ11章一コミュニケーションへの招待jくろしお出版

コミュニケーション論 llS ふ l帯金急金

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各グループが関心を有するコミ

ュニケーションの課題、問題を選択し、学生主体のグループ・プレゼンテーションを中心に前期学

習内容をさらに考察し理解を深めることを目標とする。

評価方法:1.授業中 20%

授業総数の2/3以上の出席

.クラス討論への積極的参加

受講態度等

2.中間期 30% 
-小テストの受験回数と成績

レポート類の提出

3.期末期 30% 
試験の成績

儀終レポートの成績

テキスト名:宮原哲著 Iコミュニケーション最前線j松相祉

参考図書:クラスで指示する。

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 1を受講していることを条

件とする。
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コミュニケーション論 1C ユデイツトヒダシ

JUDIT HIDASI 

Interaction by communication 

This is an introductory course to cover the main principles and concepts of communication， in 

particular those of human communication. This is a one-year course. In the first term we will cover 

*出edefinition and models of communication， 

*出eprocess of communication as a means of human interaction， 

* perception and communication， 

* verbal and non-verbal communication， 

* codes and channels in communication， 

* listening， 

合 relationshipsin process. 

The course aims at presenting di丘erentcommunication theories based on linguistic and psychological 

approaches. During the course study sheets， exercises and .discussion will be used to enhance the 

awareness of communication processes. 

評価方法:Attendance and class participation， homeworks and reports wi出 specialemphasis on 

presentations. 

テキスト名:骨 S.LTubbs & S. Moss: Human Communication. McGraw-HiII， Inc.， New York， 1994 

or any later edition (Chapter 1・6)ISBN 0・07・065487・5

後 Handouts

注意事項:The course is run in English， but interaction， presentation by students is also possible in 

Japanese. Written works are to be submitted in English. 
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コミュニケーション論 nC
ユデイツトヒダシ

JUDIT HIDASI 

Types of Communication 

The course aims at exploring different types of communication depending on context. Moving from 
interpersonal to intergroup communication contexts communica-tion strategies wi11 be presented 
through cas令studies.

* Two-person communication 

* Interviewing 

* Sma11-group communication 
合 Publiccommunication 

* Organizational communication 

* Mass communication 

* Intercultural communicaton 

合 Speechand the communal fuction 

* Ethics and communication 

By fusing current and traditionaJ communication theory， fundamental concepts and important skills 
students will develop a broader understanding and higher awarenessof communication processes. 

評価方法:Attendance and cJass participation， homeworks and presentations. 

テキス卜名:後 S.LTubbs & S. Moss: Human Communication. McGraw-HiII， lric.， New York， 1994 

or any later edition (Chapter 7・14)ISBN 0・07・065487・5

各 Handouts

注意事項:The course is run in English， but interaction， presentation by students is also possible in 
Japanese. Written works are to be submitted in English. 
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コミュニケーション論 1D. E 
まえ だ なお

前田尚子

コミュニケーションを見る眼を獲う

ふだん人は、とくに意識することなくコミュニケーションを行なっている。このコースでは、日

常の身近なコミュニケーションを、学問や研究の対象として見つめ直すための素地を養うことを目

的としている。具体的には、身近なコミュニケーションを学聞を通して考察することの意義とは何

か、学問とじてのさまざまな「コミュニケーション論Jが、日常のコミュニケーションのどのよう

な事柄を、どのような方法によって、また何を問題視してきたのか、といったことについて考えて

いきたい。

授業では、各自の具体的な体験をもとに、コミュニケーションについて考えることを目指してい

る。そのため、出席者には、ディスカッションや発表などを通して、積極的に授業に参加すること

が求められる。

評価方法:出席状況、授業への積極的な参加、発表・レポートなどを総合的に評価する。

テキス卜名:授業の中で参考文献を紹介する。

コミュニケーション論nD. E 
まえ だ なお

前田尚子

コミュニケーションを見る限を餐う

「コミュニケーション論 1Jで身近な事例を通して学んだことに基づき、各自が、それぞれのコ

ミュニケージョンにまつわる問題意識をもち、実際にそれらを見つめ直すことを目指している。具

体的には、「コミュニケーション論jで扱う種々のトピックの中から、各々関心のあるテーマを選

ぴ、既存のコミュニケーション理論を参照しながら、自ら問題を調べ発表し、レポートにまとめる

という作業を行なっていく。「コミュニケーション諭 1Jと同様、出席者には積極的にディスカッ

ショシに参加することが求められる。

評価方法:出席状況、授業への積極的な参加、発表・レポートなどを総合的に評価する。

テキス卜名:授業の中で参考文献を紹介する。

注意事項:前期の fコミュニケーション論 1Jを履修していること。
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コミュニケーション論1IF 

メディア社会における日常コミュニケーション

あお ぬま

青沼 智

コミュニケーション論の中級コース。前年度の「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Jとしてのコミュニケーション「学J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:第一回目の綬畿の際に指示する。
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異文化コミュニケーション論 IA
ユデイツトヒダシ

JUDIT HIDASI 

Understanding Crosscultural Communication 

The course aims at exploring the bui1ding blocks of intercu1tural communication by introducing its 

basic concepts touching upon aspects like: 

* intemational， domestic and personal awareness， 

* culture and communication， 

会 formsof intercultural communication， 

合 perceptionand culture， 

* verbal and non-verbal processes， 

* perception of our own culture， 

* diversity of cultural pattems， 

* activity orientation， 

* differing images， 

* stereo勿pesand prejudices. 

It points out the critical issues one might face and experience at crosscultural interactions. At出e

same time the course also strives at giving guidance to avoiding miscommunication in intercultural 

settings by raising awareness of intercultural competence. 

評価方法:Attendance and c1ass participation， interactive contribution， presentations. 

テキス卜名:L.A.Samovar， R.E.Porter & Nemi C.Jain: Understanding Intercultural Communication. 
Wadsworth Publishing Company， Belmont， 1981 or any later edition (Chapter 1. and 

n .) ISBN 0-534・00862・3

注意事項:The course is run in English， but interaction inc1uding presentations is also welcome in 

Japanese. Written contributions are however to be submitted in English. 
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異文化コミュニケーション論llA
ユデイツトヒダシ

JUDIT HIDASI 

Interaction in intercultural settings 

This is the second semester of introduction to intercultural communication. The course offers an 

insight study of verbal and non-verbal messages in intercultural setting and ways to improve 

intercultural communication competence. The maih topics to be discussed are as follows: 

* Language and meaning 

* Language and culture 

* Subculturallanguage codes 

* Symbol systems 

* Functions and limitations of non-verbal communication 

* Messages of silence， space and time 

* Potential problems in intercultural communication 

* Improving intercultural communication 

This course helps to understand and analyze the process one undergoes in encountering another 

culture. The course aims to raise awareness of出isprocess by demonstrating methods of leaming how 

to anticipate differences and master altemative reactions rather than withdrawing. Examples of 

crosscultural experience and intercultural communication are taken from a wide variety of cultures. 

評価 方 法 :Attendance and class participation， pres~ntations. 

テキスト名:骨L.A.Samovar，R.E.Porter & Nemi C.Jain: Understanding Intercultural Communica-

tion. Wadsworth Publishing Company， Belmont， 1981 or any later edition (Chapterm. 

and 'N.) ISBN 0・534心0862・3

餐 Handouts

注意 事 項 :The course is run in English， but interactions including presentations are also welcome 

in Japanese. Written contributions are however to be submitted in English. 
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異文化コミュニケーション論 lB 白

メディア映像における異文化のイメージ

盛誘
三亙重
2-4年
前一一扇

映画、テレビなどの映像メディアに映り出される異文化へのイメージ、ステレオタイプ、またそ

の使い方の意味を読み取り、分析、理解する。この授業ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア、日本

などのフィリムや、テレビ番組、 CMを観ながら，みんなで議論を進めることにする。ここで扱う異

文化の問題とは、異なるエスニシティにかかわるだけだはなく、少数集団やジェンダーの問題など

を含めた広い意味でとらえられる。私たちが意識的・無意識的に持っている異文化に対するイメー

ジがどのように作られてきたか、またどのように人々に共有されているのかを見つめ直すことによ

って、異文化への新たな理解の第一歩を目指す。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科書は用いない。

注意事項:この授業は「異文化コミュニケーションIIJに連続的につながるものである。

異文化コミュニケーション論nB 自 盛誘

メディア映像における異文化のイメージ

「異文化コミュニケーション 1Jの授業に続くものとして、映画、テレビなどの映像メディアに

映り出される異文化代のイメージ、ステレオタイプ、またその使い方の意味を読み取り、分析、理

解する。この授業の目標としては、まず、重なる実践によって、 映像メディアに対するリテラシー

能力を高めること。第2'こ、個人の課題を中心に問題意識の分析、意見をまとめる能力を高めるこ

ととする。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科・は用いない。

注意事項:原則として f異文化コミュニケーショシ諭 1Jの受講者に限る。
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異文化コミュニケーシヨン論 IC
わだ

和田 純

2 単位
互=互主事
前期

本講義のテーマは、「多文化の共生Jである。文化的な多様性を尊重し、様々な文化の共生を実

現していくためには、相互の認識や理解を深めるだけでなく、協力して共に汗を流し、共通の課題

に取り組んでいく協働が欠かせない時代になってきている。そして、相互理解を深め、協働を進め

るためには、自分自身を深く認識し、自分の立っている位置を明確に認識していることがますます

重要になってきている。

そこで、本講義では、グローパルな視点とローカルな視点の両方から、日本および日本人の立つ

位置を改めて振り返り、自分自身を歴史的かつ同時代的に再認識する回路を自分の中に築き上げる

ことを目指す。

その回路の構築に向けでは、「多文化の共生Jを念頭におきながら、

(1) 世界を見る視点を変える(目から鱗を落とす)、

(2) 文化・歴史・社会・政治・経済などの広い文脈から日本・日本人を考え直す、

(3) グローパリゼーションの中での日本の位置と課題を考え直す、

という三つの切り口からのアプローチを試みる。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキス卜名:講義に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項: 1 を履修しなければHは履修できない。

異文化コミュニケーション論nc わだ

和田
じゅん

純

2 単位
2-4年
後 期

異文化コミュニケーション論 Iにおいて、日本および日本人に関わる「自己認識j を深め、 f多

文化の共生Jの意味を考えた上で、本鶏義では、文化は接触を通じて相互に影響しあい、絶えず変

容していくものであることを、歴史を麟まえながら、グローバルな視点から考える。

「統合Jと「分散Jが世界的規模で同時進行するグローパリゼーション、メディアの個人化を急

速に推し進める 1T (情報技術)革命一一こうした、かつて人類の経験したことのない大規模な変

化の中で、文化の接触もその様態を大きく変えてきている。

本講義では、文化の接触や文化の変容の諸相を、侵略・植民地支配といった強制を伴う形から、

意識的に展開される今日的な国際交流、経済活動を伴うポピュラー文化の拡散などまで、様々な具

体的事例を取り上げて、そのダイナミズムを考える。

履修者の人数にもよるが、プリゼンテーションや討論なども取り入れる予定である。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキスト名:講義に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項: 1 を履修しなければHは履修できない。
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異文化コミュニケーシヨン論 1D 

接触蝿面での日本人と外国人

サウクェンファン

SAU KUEN FAN 

本講義は社会言語学の視点から日本人と外国人とのコミュニケーションについて概説する。はじ

めに、母語場面と接触場面の概念を導入し、例をもとにさまざまな言語現象を分析する。次に、接

触場面研究で重要な社会文化問題、社会言諮問題、言語問題を取り上げ、日本人と外国人とのコミ

ュニケーションの特徴を考察する。

評価方法:グループ・プロジェクト、小テスト、出席・授業参加で評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が20名を越える場合は、試験による人数調整を行う。講義は主に日本語で

行うが、プリント教材は英語のものが中心になる。

異文化コミュニケーション論HD

接触湖面での言語管理

サウクエンファン

SAU KUEN FAN 

本講義では、日本人と外国人とのコミュニケーションにおいて、表面化した問題だけではなく、

表面化していない問題を含め、「言語管理Jという言語計画の理論を用いて考察することを目的と

する。具体的には、日本人が外国人とコミュニケーションをする際、どのような接触の規範を持ち、

自らの規範からどのように逸脱に気づき、気づかれた逸脱をどのように評価し、調整するかのプロ

セスを分析していく。

評価方法:グループ・プロジェクト、レポート、出席・授業参加で評価する。

テキス卜名:プリント教材

注意事項:受講希望者が20名を越える場合は、試験による人数調整を行う。講義は主に日本語で

行うが、プリント教材は英語のものが中心になる。
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組織コミュニケーシヨン論 IA
わだ

和田 純

人の活動に組織は不可欠である。そして、組織は、そこに参加する人々のコミュニケーションの

あり方によって、有用で生産的な仕組みにもなれば、束縛するだけの非生産的な仕組みともなる。

人が組織を使いこなすのか、組織に人が従属するのか、結局は、組織内で組織を構成する人々の関

係のあり方と、組織内と組織外の人々の関係のあり方が全てを決していくこととなる。個人の自己
実現も、組織の存在意義も、ぞうした関係性に左右されていると言ってよい。

本講義では、国家や自治体といった「政府J、営利目的の民間組織である「企業J、民間非営利で

公益の実現をめざす「民間非営利セクターJ(NGO・NPO・財団・ボランティア組織など)の

三つのセクターにおける使命、意志決定、マネジメント、実行、評価などのプロセスを比較検討す

るなかから、それぞれのセクターの機能と果たすべき役割を考え直す。
基本テーマは、何が「公益Jで、どういうプロセスを経て誰がそれを決め、誰カ旬、かにそれを実

現し、成果を他人といかに共有していくのかという点におき、実社会の実例を通じて考える。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキス卜名:山本正・和田純ほか rr官jから「民jへのパワーシフトー訟のための I公益jかJTBS 
ブリタニカ

注意事項:1 を履修しなければ、 Hは履修できない。

組織コミュニケーシヨン論 llA
わだ

和田 純

組織コミュニケーション論Iで比較検討した三つのセクターの中から、 IIでは、これから益々重要

性を摘し、社会の活性化に最も必要性が高いと考えられる「民間非営利セクターJ(NGO・NPO・
財団・ボランティア組織など)に重点を置き、そのセクターの全体像と課庖を学んだ上で、民間非
営利組織の使命、社会的存在意義、マネジメントのあり方を考える。

日本社会では、民間非営利組織はまだ発展途上にあり、海外のモデルをそのまま移様するだけで

は乗り越えられない問題も多い。ここでも、何が「公益Jで、誰がそれを決め、他人とそれをいか

に共有するかが一貫したテーマとなるが、内外のNGO・NPOなどの実例や実際の担い手の体験等
を材料に、履修者が具体的な事業企画を案出し、プリゼンテーションと討論を通じて企画を実社会
に通じるものに煮詰めていく中から、発想の鉱充と転換をはかつていきたい。

評価方法:授業への積極的な参加・貢献と事業企画の密度で総合的に評価

テキス卜名:講緩に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項:1を履修しなければ、 11は履修できない。

履修者が多い場合は、人数制限をすることがある。
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組織コミュニケーシヨン論 1B 
うす い じゅん

臼井純子

企業・自治体における組織コミュニケーシヨンの変化

近年、情報化の進展は、企業、地方自治体など様々な組織で、既存の組織コミュニケーションの

あり方を大きく変えようとしている。例えば、新たなコミュニケーションのツールの代表とされる

インターネットの発達は、家庭、地域だけでなく、企業、地方自治体などの組織内、組臓聞のコミ

ュニケーションを飛躍的に変容させる。

本講では、既存組織(企業、自治体など)におけるコミュニケーションの実態、問題点を踏まえ、

情報化の進展による新たな組織コミュニケーションについて理解を深めることを目的とする。ケー

ススタディを中心に今後の展望について講義をすすめる。

評価方法:講義の最終回に筆記試験を行なう。

テキス卜名:講獲開始時に指示する。

組織コミュニケーション論 HS
うす い じゅん 』

臼 井純子

NPOの組績コミュニケーションとグ口ーパリゼーション

NPOにおける組織コミュニケーションは企業・自治体とは遣い、固有の組織目的を持つがゆえ

のメリット、デメリットがある。また、最近のグローパリゼーションの進展は、企業・自治体 .N

POなどの組織コミュニケーションを著しく変化させるとともに、これまでの社会における人聞の

コミュニケーションのあり方そのものを根底から揺さぶりつつある。

本講は、 NPOにおけるコミュニケーションの実態を踏まえ、グローパリゼーションの進展によ

る新たな組織コミェニケーションについて理解を深めることを目的とする。ケーススタディを中心

に今後の展望について講義をすすめる。

評価 方法 :講義の最終回に筆記試験を行なう。

テキス卜名:講義開始時に指示する。

注意 事 項:前期(組織コミュニケーション論 1B)と後期(組織コミュニケーション論11B) と

継続して受講することが望ましい
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メディア・コミュニケーション論IA.B 白 盛窮

「マスコミュニケーションj と「大衆社会j という二つの現象を輸に、その社会的な関係や概念

を歴史的に検討し、現在、私たちが日常的に緩したり、利用したりしているメディア、 たとえばテ

レビ、新聞、雑誌、ラジオ、広告などにおけるポピュラ一文化の歴史的、社会的機能と意味を考え

てみる。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキス卜名:特定の教科.は用いない。

メディア・コミュニケーション論IlA.B 自 盛誘

2 単位
1-4年
後 期

「マスコミュニケーションJと「大衆社会Jというこつの現象を軸に、その社会的な関係や概念

を歴史的に検討し，現在、私たちが日常的に接したり、利用したりしているメディア、 たとえばテ

レビ、新聞、雑誌、ラジオ、広告などにおけるポピュラ一文化の歴史、社会的機能と意味を考えて

みる。「メディアコミュニケーション論 1Jの継続になるが、理論的な視点より、実際の素材を使

ってみんなで討論する。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科書は用いない。

注意事項:rメディア・コミュニケーション論 1Jの受講者であることが望ましい。
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メディア・コミュニケーシヨン論 IC
』 ばやし としお

小林登志生

高度情報化時代を迎え、情報および通信技術(lT)の果たす役割や機能について議論が高まって

いる。本講義では人聞のコミュニケーションにおけるメディアについての基本概念を学び、テキス

トに基づきヒェーマンおよびテレ・コミュニケーションの様々なメディア、ネットワークについて

焦点をあて授業を進める。 21世紀のポ?ダレス時代においてグローバ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・ファクターがどのように係わるかについて理解を

深め、広く世界を見る目を養うことを目標とする。

評価方法:1.'授業中 20%

授業総数の2/3以_bの出席

クラス討論への積極的参加

.受講態度等

2.中間期 30% 

小テストの受験回数と成績

レポート類の提出

3.期末期 30% 

試験の成績

・最終レポートの成績

テキス卜名: r教育メディア科学・メディア教育を科学するj

板元昂監修、文部科学省メディア教育開発センター編、オーム社

参 考 図書: rグローバル・コミュニケーション一新世界秩序を迎えてのメディアの挑戦j ポー

ル-フレデリック著、川嶋末人・武市英雄・小林登志生訳、松柏社

注意事項本講義は授業を効果的に進めるために受講生の数を30名に制限する。受講する学生に

はこれまでに何等かのコミュニケーションの講義を受講した学生を求める。
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メディア・コミュニケーション論nC
ばやし としお

小林登志生

本講義では、前期の授業を踏まえ、高度情報化社会、ボーダレス時代におけるマルチメディア・

テクノロジーという現代のキーワードに焦点をあて、先端情報・通信技術が従来のヒューマン・コ

ミュニケーションにどのような影響を及ぼすかについてさらに掘り下げた授業を進める。特に新た

な世界秩序構築に向けての様々な国際社会におけるメディアの果たす役割・機能とコミュニケーシ

ヨンとの関わりについて考察することを目標とする。この目標に向けて学生の関心トピックを選定

しクラス内で模擬遠隔授業・ミニ国際会議をクラスで設定し、受講学生自身の積極的な貢献を基に

学生主体の討論を中心に進めて行く。

評価方法:1.授業中 20%
授業総数の2/3以上の出席

.クラス討論への積極的参加

受講態度等

2.中間期 30% 

-小テストの受験回数と成績

-レポート類の提出

3.期末期 30% 
試験の成緩

・最終レポートの成績

テキスト名: r教育メディア科学・メディア教育を科学するj

版元昂監修、文部科学省メディア教育開発センター編、オーム社

他に必要に応じてビデオ教材を用いる。

参考図書: rグローバル・コミュニケーション一新世界殺序を迎えてのメディアの挑戦j ポー

ル・フレデリック善、川繍末人・武市英雄・小林登志生訳、松柏社

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。
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メディア・コミュニケーション論lD
みどおか 曹よし

御堂岡 潔

国家・国民間の相E認議とメディア

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、滑らかな相互関係を限害している。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じ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。
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国際ビジネス・コミュニケーション論IA
アンソニー オグデン

ANTHONY C. OGDEN 

一一
一

This course focuses on the importance of intercultural communication competence for e妊ective

international business relationships. The course will sensitize students to important intercultural issues 

that can facilitate or frustrate international business transactions and will examine various 

communication strategies and protocols essential for effective international business. As well， the 

course will enable students to ask the right questions in a multicultural environment and provide a 

forum in which to address how ]apanese culture plays out in international business communication. 

Themes explored will include international negotiation and decision making， intercultural conflict 

resolution， communication styles， and cultural value differences. Students will interview international 

business managers and/or other employees of internationally oriented businesses. As well， students 

will work in teams to research one aspect of international business communication and prepare an in-

class presentation. Students will interview intemational business managers and/or other employees of 

internationally oriented businesses. As well， students will work in teams to research and deliver a 

professional， in-class presentation coverring one aspect of international business communication. Each 

student will also research and read at least five current events articles over the semester and prepare a 

1・2page reaction summary for each. (2単位)

評価方法:The final grade is based upon class participation and attendance (20%)， individual 

interview report (25%)， IBC research & reaction summaries (25%)， in-class group 

presentation & reflection paper (30%). 

テキスト名:Handouts and individual student research. 

注意 事項:]apanese and/or English. Unless otherwise spec出ed，written work must be in English. 

This is a communication course， not a language course. Previous courses on intercultural 

communication would be helpful， but not required. 
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国際ビジネス・コミュニケーション論llA
アンソニー オグデン

ANTHONY C. OGDEN 

This course focuses on the importance of intercultural communication competence for effective 

intemational business. The course will sensitize students to important intercultural and intemational 

management issues that can facilitate or frustrate intemational business transactions and will examine 

various communication strategies and protocols essential for effective international business. The 

course will enable students to ask the right questions in a multicultural environment and provide a 

forum in which to address the global challenges of intercultural cooperation. Themes explored will 

inc1ude multicultural team development， the dimensions of organizational and national culture， 
managing cultural diversity， and cross-cultural transitions. Students will interview international 

business managers andjor other e血ployeesof internationally oriented businesses. As well， students 

will work in teams to research and deliver a professional， in-class presentation covering one aspect of 

international business communication. Each student will also research and read at least five cuηent 

events articles over the semester and prepare a 1・2page reaction summary for each. 

評価方法 :The final grade is based upon c1ass participation and attendance (20%)， individual 

interview report (25%)， IBC research & reaction summaries (25%)， in-class group 

presentation & reflection paper (30%). 

テキスト名:Handouts and individual student research. 

注意事項:Japanese andjor English. Unless otherwise spec凶ed，written work must be in Eng-lish. 

This is a communication course， not a language course. International Business 

Communication 1 is a perquisite for this course. Third and fourth year students who have 

not taken IBC 1 may enroll in this course wi白 instructorapproval. 
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国際ビジネス・コミュニケーション論 18

インターネットとビジネス・コミュニケーシヨン

[講義の目的]

か のう ふみ

狩野史子

本識は、インターネットの出現をメルクマールとして、インターネットが社会やビジネスにどの

ような影響を与え、どのような変化をもたらしたかを歴史的、体系的に捉えた上で、新しいビジネ

スモデルの中でのコミュニケーションのあり方を学び、これから国際ビジネス社会にはばたこうと

する学生の基礎知識の育成を目的とする。

[講義の概要]

Iでは、下記の内容を中心に講義を進める。

1.インターネットの出現による変化(社会、ビジネス)

2.インターネットビジネス市場の実態

3.インターネットビジネス基本知識の整理

4.インターネットビジネスの特徴

評価方法:筆記試験。出欠席を重視する。

テキスト名:インターネットビジネス研究会『インターネットビジネス白書2∞2~ ソフトパンクパ

ブリツシング託旧1年12月

厳原洋『ケイタイ+マンガ 日本発ブロードバンド革命』講談社+α新書 2001年12月

注意事項:本講は、 IとHとで「インターネットとビジネス・コミュニケーションJの全体像を

学習する構成になっているので、 1年を通じて履修することが望ましい。
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国際ビジネス・コミュニケーション論nB

インターネットとビジネス・コミュニケーション

[講義の目的]

か のう ふみ

狩野史子

本講は、インターネットの出現をメルクマールとして、インターネットが社会やビジネスにどの

ような影響を与え、どのような変化をもたらしたかを歴史的、体系的に捉えた上で、新しいビジネ

スモデルの中でのコミュニケーションのあり方を学び、これから国際ビジネス社会にはばたこうと

する学生の基礎知識の育成を目的とする。

[講義の概要]

11では、イシターネットビジネスをケーススタディを中心に紹介し、実ビジネスでの生きた情報

を伝達することを目的とする。下記の内容を中心に講義を進める。

1.インターネットビジネスのビジネスモデル

(1) B2B [Business To Business] (企業問ネット商取引)

(2) B2C [Business To Consumer] (消費者向けネット商取引)

(3) クリックアンドモルタル(既存のリアルビジネスとネットビジネスの融合)

2.インターネットビジネスの展望とビジネス・コミュニケーションのあり方

評価方法:筆記試験。出欠席を重視する。

テキスト名:インターネットビジネス研究会『インターネットビジネス白・2∞2Jソフトパンクパ

ブリツシング 2∞1年12月
醸原洋『ケイタイ+マンガ 日本発ブロードバンド革命』講鎖社+α新書 2∞1年12月

注意事項.本講は、 Iと11とで「インターネットとビジネス・コミュニケーションj の全体像を

学習する構成になっているので、 1年を通じて履修することが望ましい。
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非言語コミュニケーション論 IA
ます もと とも

桝本智子

「コミュニケーションJというと、 言葉で伝えるメッセージという印象を受けがちである。しか

し、私達の日常生活では半分以上のメッセージを言語以外の「非言語J的な方法で受け取っている。

非言語とは、顔の表情、手振り、服装、姿勢、時間、空間の概念等、言語以外の様々な伝達手段を

意味する。このコースでは、非言語コミュニケーションが私達の行動にどのように影響しているの

かを学び、コミュニケーションへの調察力を深めてL、く 。

評価方法:授業への参加度(出席は不可欠)、レポート、発表、試験

テキス卜名:第一回目の授業で指示する。

注意事項:このコースでは、授業中の実験や課題を通じて、自分で実際に観察、経験することを

重視し、各々の授業への貢献度を期待する。定員を40名とし、第一回目の授業で選考

する。

非言語コミュニケーシヨン論llA
ます もと とも

桝本智子

非言語コミュニケーション Iで学んだ基礎概念を研究によってさらに深めてし、く。学期の初めに

研究方法を学ぴ、研究プロジェクトに取り組む。これはグループプロジェクトで、各グループで興

味のあるトピックを選び、創造的な研究を行う。

評価方法:中間報告、最終発表・レポートを課題とする。

テキスト名:第一回目の捜業で指示する。

注意事項:非言語コミュニケーションIの単位を取得した学生に限る。
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非言語コミュニケーション論 IB
ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Communication without words 

This is an introductory course to cover the main types and issues of nonverbal communication， in 

pa凶cul釘 thoseof human communication. In this term we will cover 

. the basic concepts and types of nonverbal communication， 

. the process of nonverbal communication， 

. perception in nonverbal communication， 

. territory and space， 

. physical appearance， 

. body movements and posture， 

. touching behavior， 

. facial expressions， 

. eye beha討or，

. paralingusitics， 

.司氏ualte町itory.

The course aims at developing a basic understanding of nonverbal behavior. It puts special emphasis 

on the different meanings and importance of nonverbal behavior in different cultural settings. During 

the course video， study sheets， exercises and discussion wil1 be used to enhance the awareness of 

nonverbal communication processes. 

評価方法:Attendance and class participation， homeworks and reports with special emphasis on 

presentations. 

テキスト名:Mark. L. KNAPP:Essentials of Nonverbal Communication. Holt， Rinehart and 

Winston， New York， 1980 or any later edition ISBN 0咽 03・049861・9

Handouts， worksheets 

評価方法:The co町田 isrun in English， but interaction， presentation by students is also possible in 

Japanese. Written works are to be submitted in English. 
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コミュニケーション論特講
ユデイツトヒダシ

JUDIT HIDASI 

Eastern and Western Perspectives 

The course aims at broadening our thinking about communication as a fundamental process of 

society. Di任erencesbetween communication as it is practised in the East and in the West will be 

discussed. A look at communication出eoryfrom different cultural perspectives wiJ1 contribute to出e

understanding and appreciation of the communication process itself， its diverse manifestations in 

different cultures and contexts. 

* Asian perspectives on communication theory: China， Korea， ]apan 

* Perspectives on communication theory from the United States 

* Communication theory: East.West synthesis 

The readings and texts used for this course offer a discussion of basic presuppositions from a 

particular cultural perspective and define useful new cons住uctsfor theory construction. 

評価方法 :Attendance and class participation， presentations. 

テキスト名川 Kincaid，D.Lawrence(ed.): Communication Theory-Eastern and Western Perspectives， 

Academic Press Inc.， London， 1987 (Selected chapters) ISBN 0・12・407470-7

骨 Handouts

注意 事 項 :The course is run in English， but interactions and presentations are also welcome_ in 

Japanese. Written contritbutions should be however submitted in English. 

日本語プレゼンテーションA.D ょこ た 吉と み

横田智美

この講座は、自分の意見や収集した情報などを日本語で明確かつ効果的に聴き手に伝える口語表

現力の養成をねらいとする。授業では、スピーチの展開の仕方、情報提示方法、さらには対人コミ

ュニケーションの基本などを学ぴながら、様々なテーマの口頭発表を適してスピーチの基礎的な技

能修得を目指す。多数の聴衆の前でスピーチをすることに苦手意識を持っている学生に、特に受講

してもらいたい。

授業は主として実習形式でおこなう。受講者には、口頭発表のために必要な情報を収集するなど

の事前準備が求められるとともに、 一人一人のスピーチに対して学生聞で相互評価を行うなど、主

体的な授業参加が望まれる。 J

評 価方法 :出席状況、レポート、口頭発表などを総合して評価する。

テキス卜名:綬業開始時に指定する。

注意事 項:受講希望者が24名を超える場合は、抽選にて人数調整を行う。
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日本語プレゼンテーシヨン8・E
うす い なお と

臼井直人

こ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いく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

おけるリサーチおよびグループワークが要求される。

評価方法:出席および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。

テキスト名:プリントを配付する。

日本語プレゼンテーションC'F

f話し方教室jを超えて

あお ぬま

青沼 智

，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。

評価方法:1<ポート、個人発表、グループ発表などを総合的に評価する。

テキスト名:第一回目の授業にて指示する。

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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日本語デイベート A.C うす い なお と

臼井直人

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、 2)r社会生活と批判的思考j についてのデイ

スカッション、 3)デイ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:出席およびクラスディスカッションへの参加、ディベート・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。

日本語デイベー卜 B . D 

デイベー卜の基礎を学ぼう

あお ぬま

青沼 智

4 単位
1~2年

前葡7夜 期

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・模範デイベート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:即興デイベー ト、正式デイベート、レポート、小テストなどを総合的に評価する。

テキスト名:第一回目の綬業にて指示する

注意事項:受講希望者が25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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(ハ)比較文化研究
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るえ考ていつ化に文

文化における「対立J

比較文化研究コースでは、平成14年度後期の連続講義「文化について考えるj のテーマとして、

“文化における「対立J"を選びました。

「対立J(opposition) ということばが、南と北、黒と白、右と左など、 二つのものの関係を示す

ことは誰でも知っています。しかし例示は簡単でも、その説明となると一筋縄では行きません。

さし当り， 1組をなす2つのものが同じ種類でありながら相互に異なり、しかも片方を示せばも

う片方が一層よく理解できる、そうした相互の関係が「対立Jであると定義しておきましょう。

実際の授業では、多種多様な「対立Jを、あるいは古今東西あちこちの歴史の現場に探索し、あ

るいは社会・文化・政治などさまざまな視角から分析するなど、興味津々の展開が期待されます。

毎時聞の担当教員名、個別の講義題目のラインナップなど、詳細な案内は、後期に始まるこの授業

の第 1回講義の際にする予定です。

この科目「文化について考えるJは、毎回 1人の教員が教える通常の科目と違って、授業は 1回

ごとに異なった教員が担当する“オムニバス"形式で行われます。したがって授業の内容は、さま

ざまな専門分野にまたがる隔の広いものになるでしょう。

通常の科目ではそれぞれの科目ごとに個別の専門分野について学びますが、この科目のような授

業では、個別学問の枠に納まりきれないような大きい主題を設定し、その主題にさまざまな学問の

見方で光を当てようとしています。

この“オムニバス"形式の総合的な研究科目が、ともすれば孤独な安逸の中に閉じこもりがちな

学生諸君の他者への関心を目覚めさせ、履修を通じてダイナミックな「文化j理解の一歩が踏み出

される機縁となるよう、願って止みません。

を総合して評価します。

テキスト:全回を通じて使用するテキス卜は特に定めませんが、毎回の講纏ごとに資料など必要

な教材を配布します。
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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(1) 

近代日本の思想について、一定の基礎的な知識と歴史的な展望を得るための手掛かりとして、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思想集団の中から 8つを選ぴ、それぞれ

を近代日本の歴史的文脈の中に位置付ける。形態は概説の講義だが、近代日本の知識人たちの思想

と行動を集団の形成史やコミェニケーション過程、歴史的意義等の視角から照射することによって、

務識者の思想と歴史への関心を触発、刺激したL、。講義の内容は概ね次の通り。 1.尚歯会と幕末

の洋学者/2.明六社と明治聖子蒙思想/3.政教社と国粋保存旨義/4.理想団と明治社会主義

以下後期の(日本近代思想史II)に続く。

評価方法:レポートによる。

テキス卜名:鹿野政直『近代日本思想案内.s (岩波文庫別冊)、岩波.庖。その他、必要に応じて資

料を配布する。

注意事項:この科目〈日本近代思想史1)を履修後、引き続き〈日本近代思想史II)を履修する

ょう勧める。

日本近代思想史 E

近代日本の思想集団(2)

や ま り ょ う け ん じ

山領健
2 単位
1-4年
後期

近代日本の思想について、一定の基礎的な知識と歴史的な展望を得るための手掛かりとして、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思想集団の中から 8つを選ぴ、それぞれ

を近代日本の歴史的文脈の中に位置づけて講義する。形態は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史やコミュニケーション過程、歴史的意義等の観点から照射すること

によって、聴講者の思想、に対する関心を触発したい。前期の〈日本近代思想史II)に続く講義の内

容は概ね次の通り。 5.青鞘社と女性解放運動/6.郷土会と大正期の学問/7.繁明会と第一次大戦

前後の言論/8.r世界文化』と 『土曜日』の抵抗運動

評価方法:レポートによる。

テキス卜名:鹿野政直 『近代日本思想案内j(岩波文庫別冊)、岩波書信。その他、必要に応じて資

料を配布する。

注意事項:前期に〈日本近代思想史1)を履修し、その上で後期にこの〈日本近代J思想史II)を

聴講するよう勧める。
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日本倫理思想史 1A・B

宮本武蔵における武士の精神と週の思想

うおずみたか し

魚住孝至

宮本武蔵については、小説などの虚像が大きくその真の姿は知られていない。最近の研究で明ら

かになってきたその生涯を、時代背景と関わらせながら論じる。これまで殆ど知られていなかった

若い時期の著作からの展開を見たうえで、『五輪書』を深く読みたい。 f五輪書』は、剣術を核とし

た武士の生き方を書いている。武蔵を通して、中世から近世への転換期にあった様々な可能性をみ

るとともに、武士の精神と一つの道を極める思想について考えてみたい。

評 価方法:講義後の感想、中聞の小レポート、期末試験

テキス卜名:宮本武蔵『五輸膏j，(岩波文庫)

参考書:魚住孝至『宮本武蔵一日本人の道J(べりかん社)

日本倫理思想史 nA 

芭蕉における詩と実存

うおずみたか し

魚住孝至

十五世紀末から盛んになった俳譜を、言葉遊びの芸から人生の機微を詠う詩に高めたのは松尾芭

蕉であったd中世の隠者の伝統を受け継ぎながら、芭蕉は庵での生活と旅を繰り返し、連衆と交読、

する中で「誠の俳譜Jを成立させていったが、そこに至るまでの過程と「不易流行J、「造化にした

がひ造化にかえれJ、「高く悟りて俗に帰れ」などと説いた思想を問題としたい。

評価方法:講義後の感想、中間の小レポート、期末試験による。

テキスト名:中村訊注 『芭蕉紀行文集J(岩波文庫)

尾形他訳注『新訂おくのほそ道J(角川文庫)

服部土芳 『三冊子J(抄) (コピー版)
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日本倫理思想史 1C . D 

日本の思想ー人間以上の存在と人間

くtま た こうめい

窪田高岡
三旦盆
1-4年

前期・後期

「日本人は生きることをどう考えてきたかJを学ぶ授業である。このクラスでは、日本人が人間

以上の存在と人聞の生との関係をどう捉えていたか、という視点から、日本人の生き方を考える。

人間以上の存在といえば、具体的には神とか仏を思い出すだろう。人間の生き方の善悪を人間以上

の存在から引き出すことは、倫理の基本的な考え方の一つである。

ただし、神や仏のような存在に生き方の根拠を求めるからといって、神仏が人聞が個々の行為を

どう行なったらよいかということまで指示してくれるわけではない。やはり、人聞は自分がいかに

生きるべきか、みずから考えざるをえない。

この授業は、日本倫理思想史2CDとセットになってるので、そちらも履修してくれることを希

望します。

評価方法:学期末に試験を行う。資料、ノート、参考書の持ち込み不可。

テキスト名:テキストは使用しません。資料を配付します。

注意事項:ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/ーkubota/

ID kubota 

Password kuis2001 

日本倫理思想史 nC . D 

日本の思想ーこの世の中の倫理

窪田高岡

E て直
1-4年

前期・後期

「日本人は生きることをどう考えてきたか」を学ぶ授業である。このクラスでは、人聞はこの世

界の中で生まれて、生きて、死ぬものである、という視点に立つ倫理思想を取り上る。このような

立場は、近世になると、きゅうに重視されるようになり、やがて人間中心の思想として構築されて

いく 。

しかし、人聞は人間にすぎず、あくまでも有限な存在である。また、 一つの社会全体の判断も、世

界全体から見れば狭いものに違いない。そのような有限な人聞が自分の行為の正しさを主張する根

拠になりうるのだろうか。この難聞は現在のわたしたちにとっても共通する問題であるはずだ。

この授業は、日本倫理思想史 1CDとセットになっているので、そちらも履修してくれることを

希望します。

評価方法:学期末テスト。資料、ノート、教科書の持ち込みは不可。

テキスト名: W日本思想史入門』相良亨、べりかん社

注意事項:ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/-kubota/ 

ID kubota 

Password kuis2001 
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日 本 の 由
一
小 教 A 

うす い あっ

薄井篤子
2 w.m 
1-4年
前一一扇

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J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L、。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: W日本宗教の世界一 1 つの聖なる道~ H.パイ口ン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺書房

日 本の 自
ホ 教 E A 

うす い あっ

薄井篤子
2 1吾E
Tτ互草
後期

日本の民俗宗教

日本の宗教 1A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。まじない、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日本宗教の世界一 1 つの聖なる道~ H.パイ口ン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺書房
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日 本の 由
一
小 教 B 

うす い あっ

薄井篤子

平一
一

日本宗教史く近世まで〉

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織

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L、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、近世までを通観する。

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日本宗教の世界一 1つの聖なる道JH.パイロン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷲.房

日本の宗教 nB うす い あっ

薄井篤子

2 耳石
1-4年
福一一雨

日本の宗教史〈近世から近代へ〉

1 Bの縦続として、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日本宗教の世界一 1つの聖なる道JH.パイロン・エアハート(岡田・新田訊)、

朱鷺書房

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 の 由
一
小 教 C 

うす い あっ

薄井篤子
Z豆E亙
1-4年
前一1m

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。政治と宗教運動の関係や阿新しい宗教運動の傾向など

に焦点をあてる。

評価方法:出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判窟する。

テキス卜名:未定

日 本 の 由
一
小 教 n c うす い あっ

薄井篤子
芝草mr
1-4年|
後期 1-

現代日本と宗教

本講座では 1Cの縦続として、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るか、考察してゆく。生命

倫理、葬儀、死後の世界、性倫理、政治との関係などが焦点となる。

評価方法: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:未定

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 1A 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。 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.院

随時プリントを配布する。

日本芸能史 nA B 
いけ だ こういち

池田弘
言葺rm
1-4年

盃二二重

「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、ぞれが説明でき

るようにする。

1 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。 1.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。

テキスト名: 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。

注意事項: r日本芸能史 1Jを履修し、単位を得ていることを、本履修の基本条件とする。
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日本文化論 1 A . B 
まつ お こう いち

松尾恒

日本の情礼文化ー舞踊・祭礼・かぶき

我が国の伝統文化として現在に継承される舞踊や演劇、祭礼について、主として江戸時代に起源

を有する事例について講義する。
かみがか

日本の舞踊は、神怒りに起源を有する「舞いJと、興奮・歓喜の表現としての「踊りJとに大別

して考えることができる。近世初頭に、出雲のお国が「かぶき踊りJを創始して以降、歌舞伎を代

表とする踊りの文化が開花する。「踊りJはまた、祖霊を迎え供養する盆行事と習合して庶民層の

文化として全国に波及するが、この際、古代における疫病載いの儀礼を起源とする、夏の祭礼と結

びついてゆく。

踊り・祭礼・かぶきを中心として、我が国の歳時文化としての、夏の行事の意味・意義を考えて

ゆきたい。

評価方法:レポート・筆記試験。積極的な取り組みを期待する。出欠席を重視する。

テキスト名:t's尾恒一『儀礼文化論資料集成J(私家版)

日本文化論 nA ・B
まつ お こう いち

松尾恒

日本の儀礼文化一祈りと諦議り、芸能民の世界

我が闘の伝統文化として現在に継承される舞踊や演劇、祭礼について、主として古代~中世に起

源を有する事象について講義する。

記紀神話に描かれる、アメノウズメの神楽は、神濁りの表現であったことが明らかであるが、こ

うした盛女の神楽は、古代においては宮中における鎮魂の儀礼として、また近世までは諸大社にお

いても祈祷として演じられていた。神霊を身体に猿依させる「舞いJは様式化され、中世において

は白拍子や能をはじめとする芸術へと結実した。

アジア諸地域の事例をも交えつつ、現代に伝承される神楽等の特質をも考察の対象として、芸能

の担い手となった人々の身分・生活をも問題としてゆきたい。

評価方法:レポート・筆記試験。積極的な取り組みを期待する。出欠席を重視する。

テキスト名:松尾恒一『儀礼文化治資料集成J(私家版)
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日 本文化論 1 C よし だ みつひろ

吉田 h光宏

日本人のセルフ:文化人類学的倹証

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、ぞれらを批判的に考察を加えていく 。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。授業への参加

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。参考図書例:

日

Hendry， Joy. 1995. Understanding Japanese Society. 

Lebra. Takie Sugiyama. 1976. Japanese Patterns of Behavior. 

Rosenberger， R. Nancy. Ed. 1992. Japanese Sense of Self. 

本 文化論 n C よし だ みつひろ

吉田光宏
2 "* {豆
1-4主主
福一一一扇

日本人のセルフとグローパリゼーション

英語を通して、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、グローバル化

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J
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。授業への参加。

テキスト名:テキストの指定はしない。身近な事柄を扱った英文による論文からの抜粋。

参考図書例:Kondo， Dorinne. 1997. About Face: Performing Race in Fashion and Theater. 

Tobin， J. Joseph. ed. 1992. Re-Made in Japan: Everyday Life and ConsumerTaste 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. 

注意事項:授業は基本的には英語で行う。留学生をまじえて、スモール・グループ・ディスカッ

ションを行う。この授業の目的上、履修人数を制限することがある。

- 336-



ス ポ ー ツ 文化論，1 とみ まつ曹ょう いち

冨袷京

20世紀スポーツをふりかえる①

文化論 Iではオリンピックを遜してスポーツとは何かというテー?で考えます。その切り口とし

て「アマチュアリズムJrナショナリズムJrコマーシャリズム」の視点をそれぞれのオリンピック

大会に照射して考察します。

評価方法:出席重視。レポート提出多数有り。両者総合評価。

テキス卜名:ハンドアウト有り。その他、授業内指示。

スポーツ文化論 E
とみ まっきょう いち

富 柏 京

20世紀スポーツをふりかえる②

文化論11では近代以降、日本人とスポーツの関係について考察します。特に、近年の企業のスポ

ーツからの撤退、あるいは、学校スポーツの衰退などを日本におけるスポーヅ文化の構造的問題と

して考えていきますゐ

評価方法:出席重視。レポ}ト提出多数有り。両者総合評価。

テキスト名:ハンドアウト有り。その他、授業内指示。
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日 本 美 術 史
よし むら とし

吉村稔子
2車亙
1-4年
福一一一扇

浄土教の美術

浄土信仰にもとづく美術について絵画を中心に概説します。中国、日本の浄土園、来迎園、六道

絵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。出欠席を考慮します。

テキスト名:富 次男『日本の美術271 六道絵』至文堂、 1錦8年

河原由錐『日本の美術272 浄土図』至文堂、 1989年

浜田 隆『日本の美術273 来迎図』至文堂、 1989年

日 本 美 術 史 E 
よし むら とし

吉村稔子
2 !l!6'i 
1-4年
後期

密教の美術

密教信仰にもとづく美術について絵画を中心に概説します。入唐八室長の請来にはじまる密教画の

代表的作品をとりあげ、その受容と展開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。出欠席を考慮します。

テキス卜名:有賀祥隆『日本の美術205 平安絵画』至文堂、 1983年
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比 較 文

文化文閉聞の対話

閉 論
あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子

国連が採択した「国際文明聞の対話年Jの2001年半ば過ぎ、 9月11日にアメリカで同時多発テロ

が起きたことは、誠に皮肉な事と言えよう。以後、ハンチントン説である「文明聞の衝突Jを否定

して、「文明聞の対話」を強化する必要が強調されるようになった。「文化文明聞の対話Jを成功さ

せる不可欠な条件は、対話の演者各自が対等な立場に立ち、当然異質である「他者Jの文化に偏見

をもつどころか、敬意をもって理解する態度を身に付ける事であろう。ユーロアジア、アフリカ、

南米では『文化文明間の対話Jを進めていく行程でどのような問題をかかえているのか、 具体的な

例を挙げて分析してみよう。ビデオ、映画、例えば Youssef Cahineの "TheOther"を緩賞した後、

積極的なクラス討論を行ないたい。

評価方法:授業の出席状況、発表、クラス討論の参加態度、レポート

テキスト名:21世紀研究会編『民族の世界地図.n(文春新富)

山内自之『民族と国家~ (岩波新書)

比 較 文 学概論
まつ い けい 』

松 井佳子

Love and Sexuality in Literature: Japan and the West 

In this course we will explore literary works in which characters， falling in and out of love， confront 

problems of sexuality: triangles， jealousy， marriage， adtiltery， lesbianism and male homosexuality. 

Students will learn from literary works how romantic love first evolved in Christian Europe， and then 

will explore modern problems of love and sexuality in ]apan in relation to the west， as expressed in 

novels from the Meiji Era to the present. How were ]apanese views of love and sexuality modified by 

western influences， and what di丘erencesremain currently? Students are expected to read extensively， 

carefully， and critically， and to darify psychological dilemmas， questions of love， sexuality， and gender， 

and ethical problems. We will pay special attention to the vocabulary of love and sexuality， problems of 

usage and implications of language that both disclose and conceal desire and affection. Some videos will 

be shown and discussed. 

評価方法:出席、レポート、学期末試験の総合評価とする。

テキス卜名:初回講義時に指示する。
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比較文学慨論 E 

Film and Fiction 

松井佳子
g_Jt主1立
2-4年
後期

In this course we will study several novels and plays and their film versions. We will examine how 

characters， plots， themes， situations， points of view， atmosphere， style， and other artistic elements 

have been transformed from the novels into the films， with the films often becoming independent 

works of art of high quality. Students are expected to read analytically and critically， considering the 

merits and demerits of the two media. Though films and novels are both presenting narratives， are they 

really having quite different effects on the public? Are films replacing novels， or do novels continue to 

have intrinsically valuable qualities that cannot be reproduced cinematically? Which is preferable， a film 

version true to the original novel in its historical context ， or a radically modernized adaptation? Is 

language enhanced in movies or subordinated to the visual and auditory effects? 

評価方法:出席、レポート、学期末試験の総合評価とする。

テキスト名:初回講義時に指示する。

比較思想 1 A ・ B 樋笠勝士

比較思想徳論

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、ものの見

方を養う。以下の目次にて講義を行う予定である。

(1) r比較j とは何か。その行為の遍在性と意義

(2) r思想の相対化Jの方法論

(3) 比較思想の主題としての「東西Jという視点の価値

(4) 比較思想の現代的課題

(5) 文献講読ー比較思想研究の実践

テキスト名:試験を中心にして判断する。

注意事項:テクスト講読で使用する文献については授業中にて指示する。参考書は適宜紹介する。
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比較思想 nA B 

西欧近代と日本近世の思想

くぼ た こうめい

窪田高岡
2 
1-4年

前商7蚕扇

西欧以外の国で、近代化に最初に成功した国は日本である。今も、西欧と北米以外のほとんどの

国は、近代化を目指しながら、その実現に苦闘している。その中で、日本が近代化に成功した理由

を解明するのは容易ではない。しかし、その原因が近代以前の日本の社会と、なんらかの関連があ

ることは事実であろう。

江戸時代の思想は西欧の思想と交流を持たなかった。しかし、この時代の思想と西欧の近代を比

較してみると、そこには共通する思想内容を発見することができる。ホップズ、ロック、スミス、

ルソー、林羅山、伊藤仁斎、本居宣長、中江兆民をとりあげ、日本の思想における近代的要素の在

り方を考える。

昨年度の講義と基本的な考え方は同しだが、一部扱う思想家を加えることにする。

なお、前期の 1年生の履修を拒否するものではないが、基本的には2年生以上の履修が望ましい。

評価方法:学期末に試験を行う。資料、ノートの持ち込みは認めない。

テキス卜名:特定の教科.は使用しない。適宜、資料を配布する。

注意事項:ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/-kubota/ 

ID kubota 

Password kuis2001 
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東南アジアの宗教と文化 IA
工ー チャン

AYE CHAN 

仏教と社会

仏教は大陸部東南アジアに伝来以来、土着の伝統のみならず外来の諸文化とも相互に影響し合っ

て、人々の生活、社会、政治の形成に大きな役割を果たしてきた。今日、 タイ、ミャンマー(ビル

マ)、ラオス、カンボジアで9割近い人々が信じている上座部仏教は、宗教のかたちをとっている

が内実は世俗的なヒューマニズムと等しいものだとする欧米の学者もいる。講義では、東南アジア

における仏教の歴史的展開を、仏教が重要な役割を果たした政治闘争や社会変動に焦点を当てなが

ら、学際的に考察してし、く。使用言語は日本語と英語。

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て総合的に判断。

テキスト名:教科書は未定

注意事項:東南アジアの宗教と文化Hとあわせて受講することがのぞましい。

東南アジアの宗教と文化 llA エー チャン

AYE CHAN 

イスラム教と社会

東南アジア島膜部のイスラム化は概ね、ジハード(聖戦)ではなく平和的な手段によって敏速に

行なわれた。インドネシア人とマレーシア人にとって、イスラム教は現代において最も強力な求心

力となっていることは疑いない。東南アジアのイスラム教徒は中東の諸宗派の影響を強く受けなが

らも、ネオ近代主義と呼ばれる新しいイスラム宗派を発展させてきた。このように多くの社会慣習

に関してイスラム教正統派とは異なる教義を展開してきたことが、東南アジアにおける現代イスラ

ム国家の形成に重要な影響をおよぼした。講義では、今日のインドネシアとマレーシアに見られる

人種、民族、ジェンダーをめぐる複雑な対応がどのようにして生まれてきたのかを探る。使用言語

は日本語と英語。

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て総合的に評価する。

テキス卜名:教科書未定

注意事項:東南アジアの宗教と文化 Iとあわせて受講することがのぞましい。
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東南アジアの宗教と文化 HB みな がわ こう いち

皆川厚

東南アジアの宗教と芸能

東南アジア諸民族の宗教の信仰形態とその芸能との関わりを考察する。その代表的な例としてイ

ンドネシアの諸宗教(イスラム，キリスト，ヒンドゥ，仏教)と慣智の中の信仰(祖先崇拝，自然

崇拝，精霊信仰)の相互共存関係を芸能を座標軸として読み解いていく。現地収録の映像.、音響資

料を教材として使用し，更に本学所蔵のガムラン楽器を適宜使いながら，楽器や音楽形式の宗教性

についても解説する。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:皆川厚-rガムランを楽しもうj音楽指導ハンドブツ1ク20{音楽之友社)

注意事項:吉田禎吾監修「神々の島パリ~パリ=ヒンドゥの儀礼と芸能J(春秋社)

民族と文化 I(a)A.B

チベットの政治変動と文化の諸相

まつ もと たか あき

松本高明

チベグト仏教は速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6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。ぞれゆえ彼らの文化を理解するためには、単に宗

教や風俗智慣を理解すればよいというものではなく、ぞ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。そこで本講座はまず地理的区分や歴史の変遷から入ることで、伝統的政治制

度やその変動との関連の上で文化を形成してきた諸要因を描き出すことを目指すものである。

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:配布資料を中心に講義を進める。
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民族と文化 I(b)A.B

民族浬論とチベット族の世界

まつ もと たか あき

松本高間

民族と国家は本来関係しあって存在してきたものである。チベットという地域とそこに居住する

民族もまた然りである。文化は民族的アイデンティティの要諦ではあるが、絶対でもなく他の要因

にまで視野を広げなければ現代の民族問題は理解出来ない。そこで本講座では「民族とはなにかJ

から説き起こし、前期の講義を基礎としつつアジア全体の視点からチベットを備隊し、「民族問題J

として浮上する近現代を中心にチベットがどのように国際社会の波に翻弄されてきたかを描き出す

ことにする。

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:配付資料を中心に講携を進める。

注意事項:民族の文化 I(a)aもしくは (a)bいずれかの講義を履修した学生のみ履修可能

民族 と 文化 I ( b ) 

文化の多様性の擁護と無形文化遺産の保存活性化

C 
あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子

2001年10月、第31回ユネスコ総会で UniversalDeclaration on Cultural Diversityが満場一致で可決

された。その第 1条には“…Culturaldiversity is as necessary for humankind as biodiversity is for 

nature. In白issense it is the common heritage of humahity…"と記されている。この Declaration

は、グローパリゼーションに「人間らしさJの意味を与える行程の第一歩とも見なされている。 言

語、宗教儀式、伝統民族芸能、伝統的に伝え語られてきた知識などを総して無形文化遺産と称され

ているが、この人々の精神生活、アイデンティティーの基盤となりなおかつ人々の創造性の源泉で

ある無形文化遺産を保存し、後縦者を養成していくことこそまさに文化の多様性を擁護する上で、

必要不可欠な条件と考えられよう。グローパリゼーションの渦中、多くの無形文化財は消滅の危機

に瀕している。例えば、 2週間に 1つの言語が地上から失われていくといわれる。ぞれを防ぐには

何をするべきか?を皆と一緒に考えて行きたい。発表・討論を重視し、ビデオ・ CD鑑賞により世

界の無形文化遺産の実体を観察したい。

評価方法:授業の出席状況、発表、クラス討論の参加態度、レポート

テキスト名:UNESCO， "Universal Declaration on Cultural Diversity"， UNESCO 2001 UNESCO， 

"World Cultural Report"，2000 
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民族と文化 n( a. ) A 
なか むら きみ のり

中 t村公則

ムハンマドが天曹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。本識は、

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。期末に試験を行い、出席状況も加味して総合的な成績評価法を

とる。

民族と文化 n( b ) A 
なか むら 曹み のり

中村公則

現代国際社会の中でイスラーム圏がどのような位置をしめているかを論ずる。

評価方法:期末にレポートを提出してもらう。
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民族と文化 n( a ) B 革特芸制

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、自らの文

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震要な作業である。又、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:期末にレポートを提出してもらう。平常の授業の際に要請された感想文等の提出ぷり

もかなり重視する。

民族と文化 n( b ) B 
'なか むら きみ のり

申村公則

2 車7直
1-4年
優一一扇

北アフリカ及びイスラーム・スペインの歴史と文化を振り返りながらこの地域の諸民族が生み出

した文明と文明の接触を考える。

評価方法:前期に同じ。
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キリスト教文化論 I

初期キリスト教の歴史的展開

かま た いちろう

鎌田伊知郎

キリスト教の特質を抽象的に論ずるのではなく、その歴史的展開に即しつつ、キリスト教とはど

のような宗教なのか、さらに、どのような人聞の生き方を、文化を生み出してきたのかを、受講者

が自ら感じ取り考えうるようになることを目標にしています。

キリスト教成立以前の旧約聖書の時代から始め、新約聖書さらに初代教会の諸様相というように、

キリスト教史の琉れに沿った授業内容となります。聖書ならびにキリスト教著作家の著作(邦訳)

にも直接触れてみようと思っています。

キリスト教もしくはキリスト教の歴史について関心のある方に限らず、未知の文物、人々の生き

方に触れてみたいという柔軟で若々しい感受性の持ち主を歓迎します。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮します。

テキスト名:未定

キリスト教文化、論 E

初期キリスト教の匡史的展開

かま た いちろう

鎌田伊知郎
2.& 
1-4草
福一一雨

キリスト教の特質を抽象的に論ずるのではなく、その歴史的展開に即しつつ、キリスト教とはど
のような宗教なのか、さらに、どのような人聞の生き方を、文化を生み出してきたのかを、受講者

が自ら感じ取り考えうるようになることを目標にしています。

キリスト教成立以前の旧約聖書の時代から始め、新約聖書さらに初代教会の諸様相というように、

キリスト教史の流れに沿った授業内容となります。聖書ならびにキリスト教著作家の著作(邦訳)

にも直接触れてみようと思っています。

キリスト教もしくはキリスト教の歴史について関心のある方に限らず、未知の文物、人々の生き

方に触れてみたいという柔軟で若々しい感受性の持ち主を歓迎します。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮します。 i

テキスト名:未定
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文 イじ 'L' 理
品尚

子

.... .._. ，. ~主 |2単位

矢部富美枝 |2-4年
|前期

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:心理学 IまたはHを履修していることが望ましい。

文 イじ 'L' 理 ~ 
号』 E 

や べ ふみえ

矢部富美枝

言宮古
2-4年
福一一扇

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るる。

評価方法:定期試験(出席も考慮する)

テキス卜名:未定

注意事項:心理学 IまたはHを履修していることが望ましい。
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(二)地域・国際研究

地域 国際研究講座
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

21世紀世界を読む-9.11テ口は世界をどう変えたか

地球レベルの問題群という縦糸、各地域・国に固有の問題群という横糸、この二つの糸が織り成

す国際社会のモザイク模様……。「外国語学部Jが英語では Facultyof Foreign Languagesではなく

Intemational Studiesになっているように、外国語を学ぶことは、この二つの糸から出来上がってい
る国際社会を理解することと表裏一体なのです。

「地域・国際研究コースを履修したいJあるいは「どのコースを選択していいかわからなLリと

いった学生諸君(特に 1・2年生)にまず最初に受講をお勧めしたいのが、この講座です(地域・

国際研究のねらいと内容については学生便覧に詳しい説明が出ていますので是非読んでくださ

い!)。

さまざまな国際問題・地域問題について、毎回、異なる講師が異なるテーマをそれぞれの専門分

野の切り口から「わかりすく解説しますJ。このようなスタイルをオムニバス形式の授業と呼びま

す。受講生は「日替わり(週替わり)定食Jのように、異なるテーマを消化していかなければなり

ませんが、多彩な知識を教えるということよりも、政治学・経寝耳学・歴史学などの社会科学領域の

学問体系の方法論によって問題を読み解いてゆくことを通じて、学生諸君に社会科学の魅力に触れ

てもらうことが本講座の目的です。学生諸君が受講を通じて、何度か「目からうろこJの経験をす
る、そうであれば本講座は成功となるでしょう。

2001年9月11日のニューヨークのテロは、地域・国際問題をめぐるさまざま分野でこれ迄の理解

を根底からゆさぶる程の大きな影響を及ぼしました。そこで、本年度はあえて2001年度と近いテー

マを選びました。

学生諸君は本講座を2回、 4単位迄受講することができますが、教師は昨年度と同じ講義をする

ことはありませんので再受講に問題はありません。

民族紛争、国際平和、地球環境問題、資源食料問題、 IT革命、地域統合、南北問題、農村と都市、

家族と社会などをキーワードとして 21世紀社会の潮読を読みぬくために学問にはどのようなアプ

ローチが可能なのか、世界の各地域では実際にどのような問題に直面しているのか、どのような取

り組みがおこなわれているのかについて考えて行きます。

具体的な「メニュー(講義スケジュール)Jは第 1回講義時に説明します。

評価方法:毎回授業終了、時に、出席を兼ねたミニレポート(当日の講義の感想など :B5サイズ

1枚程度)を提出します。期末に筆記試験を行います(詳細は授業で説明しますが、

試験の課題は授業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・筆記試験を総合して評価します。

lテキス卜名:基本的に毎回レジュメを配布し、それぞれのテーマに関する基本文献を提示します。
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国際経済論 1 A 

国際経済の現状と国際経済学の基礎

なか の

仲野
あきら

昭
2!i!m 
1-4年
前期

グローパリゼーションが急進展する国際経済の現状と日本経済の関わりを入門レベルで講義す

る。また、グローパル市場における企業行動についても具体例を引用しつつ言及する。主要テーマ

は、①国際経済の現状と日本、②国際収支および国際マクロ経済学、③南北問題および国際強力、

④主要経済圏(欧州、米州、アジア)の動向と課題、である。理論の習熟とともに、経済データの

読み方に習熟することも重要な目標である。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:踊聖書は配布するプリントと多考資料(和・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国際経済論 n A 伸野

国際貿易の基本構造と貿易体制

あきら

昭

E王宮古
1-4年
後期

ミクロ経済学の応用としての貿易の基礎理論とWTO(世界貿易機関)を柱とする国際貿易体制

について講義する。また、国際貿易と密接な関係をもっ直按投資についても言及する。主要テーマ

は、①世界および日本の貿易、②貿易の基礎理論、③産業内貿易の理論、④WTOと国際貿易体制、

⑤直接投資、⑥地域経清統合、である。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキス卜は指定せず、配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に調援を

進める。参考文献は適宜紹介する。
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国際経済論
すげ の，S¥ ひこ

小菅伸彦1 B 

世界経済の動きとそのメカニズム

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，GATT体制のもとで国際貿易の拡大を輸に総じて順調な

成長を続けてきた。東西冷戦の終駕や貿易と資金移動を通じた相互異存関係の強まりにより近年J

1 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

ステムの脆弱性も目立ち始めている。発展途上国の2極分解など貧困問題解決への道は速く、

GATTを発展的に継承したWTOでも各国聞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:筆記試験

テキスト名:宮崎勇、田谷補三 『世界経済図説』、岩波新書、2は泊、適宜補足資料を配布

国際経済論 n B 

発展途上国理解のために(貧困の解消と持続的成長)

』 すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

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繊り交ぜながら、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、経済的際陸のための条件、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:筆記試験

テキスト名:宮崎男、田谷繍三，r世界経済図説』、岩波新書、2α泊、適宜補足資料を配布

注意事項:国際経済論 Iを受講してから受講することが望ましい。
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国際経済論 1 C 

国際宣融の原理と応用

仲野
あきら

昭
2 車在
1-4年
前期

国際研究はもとより、国際ビジネスの実践のためにも不可欠な国際金融の原理と応用を学ぶ。主

要テーマは、①国際決済と外国為替、②国際収支と国際貸借、③為替政策、④為替リスクとその対

策、である。理論的な理解とともに、 IMF(国際通貨基金)等が公表する国際金融統計の読み方に

習熟することも目標のひとつとする。

評価方法:出席状況および期末試験

テキスト名:講援は配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国際経済論 n C 

国際金融市織と国際金融取引

伸野
あきら

l昭

国際研究はもとより、国際ビジネスの実践のためにも不可欠な国際金融取引の原理と実際を学ぶ。

主要テーマは、①国際金融市場の歴史と現状、②国際金融取引の諸形態、③国際投資(直接投資と

証券投資)、である。②ではプロジェクト・ファイナンス、リース、デリパティプ(金融派生商品)

などのテーマも扱う。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキス卜は指定しない。予備知識として、原信箸『国際金融栂論=新版=J(有斐問、

1997年)を用意することを期待するが、講義は配布するプリントと参考資料(和・英

文文献)を中心に進める。
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国際機構論 1. A 

現在の国際社会と国際機構の位置および役割

伸野
あ麿ら

昭
Z豆E亙
1-'4年
前一一雨

国際社会のひとつの象徴的側面として国際機構の数と機能の構大という流れが観察される。これ

ら国際機構が、国際社会においてどのような理念と機能を担い、国際社会の秩序形成と発展にいか

なる貢献をしているのかを、国際連合のケースを中心に学ぶ。主要テーマは①国際社会の組織化と

国際機構、②国際連合の成立と組織、③国際連合の機能と課題、④国連NGOの役割と活動、であ

る。国際連合の活動を通して、国際社会が直面する重要課題(国際的な貧富の格差拡大等)にも言

及することとしたい。

評価方法:出席状況と期末試験

テキスト名:テキストはとくに指定せず、配布するプリントと参考文献(主として英文文献)を中

心に進める。参考文献は講義中に適宜紹介する。

国 際 機 構
~ 
言問 r B あいかわ の‘りこ

愛川・フオール紀子

国連専門機関、特にユネスコ(国連教育科学文化機構)について

テロ、貧困、開発、民族紛争、人口、環境、ジェンダ一等世界レベルの課題に、国連傘下の諸機

関は、各々どのように対応してきたかをまず検討する。特に国連機関の中で唯一文化を担当するユ

ネスコに焦点を絞り、 1946年の創設以来果たしてきた役割jの推移を展望した上で、ユネスコが

1980年後半から他の機関に先がけて提唱し続けてきた「平和維持j や「経済開発」における文化

の役割について考えて行きたい。国際会議のシミュレーション等も導入する予定。

評価方法:授業の出席状況、発表やクラス討論の参加態度、レポート

テキスト名:国連広報センター『国際連合の基礎知識J(世界の動き社、 1998)

Peruando Valderrawa， "A History of UNESCO" UNESCO Publishing， 1995 
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国 際 機 橋

国際専門機関の理念と役割

~ 

宙開 E 伸野
あきら

昭

2車在
'1-4年
吾子一一扇

国際機構諭 Iの続編として国際専門機関の理念と役割を学ぶ。主要テーマは、①経済的専門機関

(lMF、IBRD、WTO等)、②社会的文化的専門機関(lSO、ILO、UNESCO等)、③

地域協力の国際機構。である。これらのテーマを通して、国際機構の活動と企業行動

との関わり(例えばISOによるグローパル・スタンダードの形成や知的所有権保護問

題と企業の対応)といった課題にも言及する。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキス卜は指定せず、配布するプリントと参考文献(和・英文文献)を中心に進める。

国 際 法

国際法の一般理論

たか むら

高村ゆかり
2 !吾在
1 -互李
前一一扇

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

律してい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(国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:西谷元編著『国際法資料集』を使用する予定

参考文献については、講義申に紹介する。

注意事項: r国際法 1Jと「国際法IIJは、段階履修ではないが、 f国際法IIJは、「国際法 1J 

の履修を前提に講義を進めるので、「国際法 1Jを履修し、その後「国際法IIJを履

修するのが望ましい。
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国 際 法

地球的課題と国際法

E 高村ゆかり

言 て匝
1-4年
福一一扇

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、「国際法IJ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的観

点から理解し、検討するカをつけることを目的とする。特に、1.国際社会の平和と安全の維持、 2.
人権の国際的保障、 3.環境保護といった、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ω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:西谷元編著『国際法資料集』を使用する予定

参考文献については、講義申に紹介する。

注 意 事項 :_ r国際法 1Jと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法 1J 

の履修を前提に講義を進めるので、「国際法 1Jを履修し、その後「国際法IIJを履

修するのが望ましい。

国際関係論 1 A 
い とうしん や

伊藤信哉

冷戦終結から10年を経たものの、「新しい国際秩序Jはいまだその姿を明らかにしない。しかし

そもそも、 21世紀の世界を、単純に「冷戦後Jととらえることは、はたして妥当であろうか=われ

われは、より長期的な視座から、現代の世界をとらえなおすべきではないだろうか。講義では、こ

のような視点から「国際関係の歴史」を分析することにする。

評価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキス卜名:テキス卜は特に指定しない。参考文献については、授業の際に紹介する。

注意事項:授業に関する連絡は、専用のウェプ・ページ (http://s・ito.cool. ne. jp/griffon/index. h回1)

を通じて行うので、定期的広チェックしておくこと。
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国際関係論 n A 
い とうしん や

伊藤信哉

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登録できる。

国際関係論11では、 Iで分析した歴史的な涜れをふまえ、今日の国際関係の基本枠組がどうなっ

ているか、またどのような問題に直面しているかを、イシューごとに分析することを主眼とする。

さらに、国際関係についての諮理論(国際理論)についても、その概要を紹介することにしたい。

評価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキス卜名:テキストは特に指定しない。参考文献については、授業の際に紹介する。

注意事項:国際関係論の単位を取得していることを、履修の条件とする。

授業に関する連絡は、専用のウェブ・ページ (http://s-ito.cool.ne.jp/griffon/index.h回1)

を通じて行うので、定期的にチェックしておくこと。

国際関係論 1 B 
なが い

永井 叫浩

戦争のない世紀をめざして

20世紀は戦争と革命の時代だったといわれる。では、 21世紀は平和の時代となるだろうか。二つ

の世界大戦のあとに長く続いた米ソ冷戦が終わり、人々は超大国の核戦争の恐怖からやっと解放さ

れたと思ったら、今度は世界各地で民族・宗教がらみ地域紛争が激化しはじめた。 2001年9月には

米国で同時多発テロが発生、米国はアフガニスタンに報復戦争を開始した。しかしその一方で、平

和を築くさまざまな試みも続けられている。こうした国際情勢を読み解くための基礎的な知識と理

論を学び、世界から戦争をなくすためにわれわれ一人ひとりに何ができるかを考えてみる。

評価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素を加味する。

テキス卜名:テキストは特になし。参考書は授業中に適宜紹介する

注意事項:r国際関係論 1Jのあとに日1J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し、
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国際関係論
なが い

永井 叫浩n B 

グローバル化する国際社会

21世紀の世界を読み解くキーワードはグローパリゼイションである。モノ・カネ・ヒト・情報が

自由に国境を越えて移動する時代となった。ぞれは国際社会に何をもたらそうとしているのだろう

か。グローパル化の進展とともに反グローパリゼイションの運動が激化してきているのはなぜなの

か。 2001年9月の米国同時多発テロもグローパル化との関係が指摘される。米国主導の市場経済の

明暗、地域統合の拡大、開発と地球環境の関係、南北問題などをテーマに、多様化・重層化する国

際システムへの理解を深め、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

を考えてみる。

評価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素を加味する。

テキス卜名:テキストは特になし。参考.は授業中に適宜紹介する

注意事項:r国際関係論 1Jを受講したのちに r11 Jに進んでほしい。

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
たか すぎ ただ あき

高 杉忠閉1 C 

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速や多国籍企業、 NGO(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、環境破娘、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。

評価方法:講義内容ならびに教科書を熟読しで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:長谷川緩一、高杉忠明編、『現代の国際政治』、ミネルヴァ膏房、 1998年

小此木政夫、赤木完爾編、『冷戦期の国際政治』、慶慮義盛大学出版会、 1987年

w.ラフィーパ一、『アメリカの時代』、芦書房、 1992年

その他、授業で適宜紹介する。
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国際関係論 n c たか すぎ ただ あき

高杉忠岡

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。

2 車
1-4年
福一一葡

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。国際関係の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・オプ・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交の現状と問題点などである。

評価方法:講義内容ならびに教科書を熟読しでまとめたノートとレポートを基礎に成績評価をし

ます。
/ 

テキスト名:長谷川雄一、高杉忠明編、『現代の国際政治』、ミネルヴア書房、 1998年
小此木政夫、赤木完爾編、『冷戦期の国際政治』、塵唐綾塾大掌出版会、 1987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。

国 際 社 .0. 
Z玄

国際社会とはいかなる社会か

事~

日間 A 加藤譲治

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-national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:授業中に諜す小論文および試験の成績で評価する。

テキス卜名: r新しい民族問題』梶田孝道、中央公論社
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国 際 ネ土

日本社会の国際化とは

.0. 
ZJ; 

~ 

面岡 n A 
か とうじよう じ

加藤譲治

日本社会の国際化をめぐる問題を考える。ぞ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

に考えていく。それらを「文化と文明j 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。

テキスト名: W外国人労働者と日本』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。

国 際 社 .0. 
ZJ; 

~ 

面冊 B 
いわ い みさき

岩井美佐紀

農村開発ー貧困解決のための社会開発のあり方(1) 

途上国の貧困問題は、経済開発の進行と共により顕在化し、今日の最も緊急な課題のーっとして

認識されている。首都に人口が集中し、都市の貧困問題が生起してきた背景には、都市と農村聞の

圧倒的な経済格差があり、都市の社会的矛盾は農村の貧困問題とも密接に関係している。貧困とは

何かを社会学的に考察する際、アマルティア・センが提起した人聞の「潜在能力Jを充足させる条

件の欠畑と捉えることができる。すなわち、初等教育を受ける機会の喪失(非識字)、乳幼児死亡

率や妊婦死亡率に表れる保健・公衆衛生環境の欠如などである。

社会開発とは、このような条件を整え、「潜在能力Jを充足させることによって福祉の向上を目

指す開発のことであり、息の長い持続可能なアプローチが必要とされる。

本講義では、主に東南アジアと南アジアの農村における様々な貧困の表れ方を取り上げ、社会開

発が必要とされてきた背景や歴史的経緯について解説するとともに、都市における貧困問題につい

ても適宜触れる。

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。

参考図・名:ロパート・チエンパース著『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・居、 1叩8年。

アマルティア・セン著『福祉の経清学』、岩渡書居、 1鈎9年。
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国 際 社 .c:::ド
Z玄

~ 

白岡 E 

農村開発ー貧困解決のための社会開発のあり方(2)

B 
いわ い みさき

岩井美佐紀
三旦丘
1-4年
後 期

本講義の目的は、これまで高く評価されてきたり、効果を上げつつある幾つかの社会開発プロジ

ェクトを学ぶことを通して、発展途上国の地域的特質に着目し、どのような開発が有効であるかを

考えることである。

本講義で取り上げる社会開発は、主にベトナムにおけるリプロダクティブヘルス(性および生殖

に関する保健)とバングラデシュにおけるマイクロ・クレジットによる雇用創出である。これらの

取り組みを通して、農村の貧困層が陥っていた状況、具体的にどのような障壁を取り除くことを目

的とした内容であったのか、そしてそれを克服することによって貧困層の社会生活および福祉にど

のような変化が起きたのかを考察する。

プロジェクトの内容によっては、即効性のあるものもあるが、すぐに効果が自に見えるものばか

りではない。一つ一つの事例を見ながら、地域性を考慮した社会開発について共に考えてみたい。

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。

参考図書名:口パート・チエンパース著『第三世界の農村開発:貧困の解決ー私たちにできるこ

と』、閉石.宿、 1羽8年。

アマルテイア・セン著『福祉の経清学』、岩波書信、 1鈎9年。

注意事項:国際社会論 Iを履修していることが望ましい。

L里 際 経
声同

昌 論 ，1 
なか の

伸野
あきら

昭
2 単位
1-4年
前期

経営のグローパリゼーションという文脈の中で、経営学の基礎と経営の実績を学ぶ。主要テーマ

は、①環境のマネジメント、②競争の戦略、③事業構造の戦略、④国際化の戦略、⑤計画とコント

ロール、⑥組臓のマネジメント、⑦経営理念と組織分化、③国際経営と新しいビジネス・モデル、

⑨経営の国際化と日本企業の課題、⑩経営とセキュリティ、である。また、講義日程に余裕があれ

ば、英文財務諸表および国際会計基準等の制度的テーマにも言及したい。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:プリントと関連資料を配布する。参考文献毒事は随時紹介する。
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国 際 経
声同

昌 論 E 仲野
あきら

昭
2 !i亘亙
1-4年

重二二璽

国際経営論 Iの予備知識を踏まえ、国際経営論の各論を講義する。主要テーマとして、①経営組

織および経営戦略の新潮流、②IT革命とマネジメント、③ナレツジマネジメント、④コーポレー

ト・ガパナンス、⑤国際経営とカントリー-リスク、⑥国際財務および税務、⑦リスク・マネジメ

ント、を予定している。必要に応じて予備知識の復習を行なうので、国際経営論。の履修を必須条

件とはしない。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:プリントと関連資料を配布する。参考文献等は随時紹介する

国 際 取 ヨ| 法 福品等箱
芝 て直
1-互軍
扇一一一頭

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。は基礎編で、各国のビジネス

の背景の違い、国際化の意味、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 1回のみ。平常点。提出物。

テキス卜名: rアメリカ商事法辞典』 福田 守利、 ジャパンタイムズ社。

その他は畢初の捜業でいう。

注意事項:クラスサイズは20名-25名程度。出席を重要視する。
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国 際 取 ヨl j去 E 議白等箱
2 車E
1-4年
f蚕--，詞

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HはI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 1回のみ。平常点。提出物。

テキスト名: rアメリカ商事法辞典』 福田 守利、ジャパンタイムズ社。

その他は震初の授業でいう。

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f論 I
と かど かず えい

戸門一衛

地盤a統合のダイナミズム:国民国家はいかに変容していくのか?

2 単位
ττ互葦
前期

地域統合の先駆者として、「人類史における壮大な実験Jとも呼ぶことができる変革を進めてい

るのが欧州である。講義では、欧州の地域統合のプロセスを歴史的な観点から把握した上で、 EU
(欧州連合)の組織と機能、統合の拡大と深化について分析する。欧州の地域統合の解明にあたっ

ては、世界の地域統合の動き (NAFfA，APEC，MERCOSURなど)とも対比させつつ、欧州における

地域統合の「普遍性Jと「地域性Jについて考えたL、。

評価方法:出席点約30点、筆記試験、レポート等約70点の計100点で総合評価を行う。

テキス卜名:プリントを配布して講義を進める。適宜、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)の解明:共通通貨を採用すると伺が変わるのか?変わらないのか?

国民国家の象徴のひとつである通貨。 2002年に各国の通貨は消滅して rEUROJという共通通貨

に統一されつつある。講義では、市場統合から通貨統合にいたる統合深化のプロセス、共通通貨を

採用するための条件(収鍛条件という)、その影響、各国の対応について考察する。

最後にIと11のまとめとして、欧州主要国の政治と経済の現状について分析を行う。

評価方法:出席点約30点、筆記試験、レポート等約70点の計100点で総合評価を行う。

テキスト名:プリントを配布して講義を進める。適宜、事参考文献を紹介する。

東アジア政治経済論 I

fアジア通貨危機jと東アジア

こう るぎ いち ろう

興 椙一郎

記憶に新しい「アジア通貨危機Jの検討を遜して、急速に発展してきた東アジアが直面する問題

を政治、経済、社会、国際関係など複合的な視点からトータルに理解することを目標とします。

「アジア通貨危機Jについては、メディアで多くの報道がなされましたので、みなさんもある程

度理解していると思います。本講義では、まずこの危機の基本構造を理解することを突破口とし、

同時に最新のホットなトピックを掘り下げて検討し、最終的には、東アジアの政治経済の現状をし

っかりと理解することを目的とします。

そして、後期(11)では、通貨危機の検討を透してつかんだ問題意識をもとにして、通貨危機後

の東アジアの動向をふりかえり、さらに理解を深めたいと思います。

評価方法:講義論評、テキスト書評、レポート

テキスト名:教材:プリント、 VTR、テキス卜(別途指示します)

1 
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東アジア政治経済論 E 興相一郎

東アジア~奇跡と挫折の果てにあるもの

「奇跡Jとまで呼ばれ、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

から複合的に理解することを目標とします。『アジア金融危機j に至るまでの発展経線とポスト・

クライシスの状況の検討を踏まえ、東アジアが21世紀にいかなる方向性を見出すのか考えてみるこ

とにします。

昨年度、取り扱ったテーマは、中国の台頭と日本の産業空洞化、中国のWTO加盟と東アジア、

中台経済関係、米同時多発テロと東アジア経済、東アジアにおけるモノとヒトの流れ、国際収支の

変動からみた日本と東アジアの関係変化などでした。今年度も、ホットな話題を適して東アジア政

治経済の基本的理解に迫ります。

これからの東アジアについてじっくり考えてみましょう。

評価方法:講義論評、テキスト書評、レポート

テキス卜名:教材:プリント、 VTR、テキス卜(別途指示します)

東南アジア政治経済論 I
なが い

永井 叫浩

開発の時代から民主化の時代ヘ

d990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諸国のめざましい経済成長は、

97年の通貨・経済危機で急プレーキがかかった。危機はそれまでの高度成長を支えてきた政治・経

済体制jの見直しをせまる転機となり、インドネシアでは32年におよんだスハルト政権が崩漉した。

その後、各国経済は回復基調に乗ったかにみえたが、米国の景気後退でふたたび失速気味となって

いる。政治は、これまでの経済開発最優先の権威主義的体制から民主化の模索期に入ったものの、

まだ混乱がつづいている。東南アジアはどこに向かおうとしているのかを、歴史的な歩みを振り返

るなかで展望してみると同時に、それと不可分な日本とこの地域との関係も考え直してみたい。

評 価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素も加味する。

テキス卜名:テキストは特になし。参考竃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 1Jの次に円1J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
:a: 
'ロ

通貨・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。これまでの経済開

発至上主義のなかで二の次とされきた人権・民主化の尊重や環境保護への取り組みなしには真の発

展はありえないという認識とともに、国家と社会の関係を聞い直そうとする動きが各国で強まって

きている。その取り組み方は国や社会階層によって違いがあり、民意はまだ十分に組織化されてい

ないものの、新しい発展モデルの模索がさまざまなかたちで始まっていることは間違いない。タイ、

インドネシア、フィリピン、ミャンマー(ピルマ)の動きを中心に、 f開発J(deve!opment) とは

何かを聞い直したい。また、日本がこうした潮流にどう対応すべきかを考えてみる。

評価方法:期末のレポートを中心にその他の要素も加味する。

テキスト名:テキス卜は特になし。参考書は捜業中に適宜紹介する。

注意事項:r東南アジア政治経済論 1J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

本講義では、東南アジアの基本的な社会的特質と近代化に伴う社会変動について理解することを

目標とする。まずは、東南アジアの社会的特質として生態的・歴史的条件から始め、多民族構成ゆ

えのエスニシティ、居住形態や相続などに見られる家族・親族システム、西欧植民地支配によって

形成された複合社会の態様などを概観する。

また、近代化に伴う社会変動としては、「緑の革命Jなど新しい農業技術の導入や都市化による

稲作農村社会の変容、都市への急速な人口集中が引き起こした社会的矛盾について概観する。

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。

テキス卜名:未定。

注意事項:東南アジア社会論 Iと11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

タイトな社会とルースな社会

一般的に、東南アジアの農村社会は、疎人口世界であるといわれる。タイ語で「ハーナーデイ J

(良聞を求めて移動する)といわれるように、東南アジアではフロンティアを求めて、農民が自由

にかつ積極的に移住し、耕地を拡大してきた。その一方で、中東部ジャワやベトナム紅河デルタの

ように極めて人口調密な定住社会を形成している農村地域も存在する。このような社会形成は、歴

史的にその社会関係のあり方に強い影響を与えている。

本講義では、疎人口で移動性の高い農村社会を r，レースJな社会とし、人口調密で凝集力の強い

農村社会を「タイトJな社会と位置づけ、両者の社会構造の違いを、幾つかの指標に基づいて考察

する。ケーススタディとして、ベトナムの南部メコンデルタ農村と北部紅河デルタ農村を取り上げ、

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

がら解説する。

さらに、このような2つの相対的な社会構造をもっ東南アジア農村社会について言及された幾つ

かの先行研究を紹介し、これまでどのような議論がなされ、問題が提起きれてきたのか、それによ

ってどのような論争が展開されてきたのかについても検討する。

評価方法:平常の学習態度(出席・ビデオ鑑賞後のペーパー提出)および期末の試験によって評

価する。

注意事項:東南アジア社会論 IとH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 あ曹

子安昭子

ラテンアメリカ政治経済の歴史と構造を理解する

ラテンアメリカでは今日、経済の自由化、地域統合の推進など積極的かつはなやかな「外への国

際化」が進んでいる。しかしながらその一方で、圏内的には社会格差や貧困、失業といった諸問題

を抱えている。こうした現代ラテンアメリカの「非対称性Jをどう考えるべきか。また現在のアル

ゼンチンにみられるように、経済グローパル化が進む中で一つの国でおきた経済危機が他国に波及

するスピードも急速に早まっている。本授業ではラテンアメリカが現在直面する諸問題を理解する

ために、まずはラテンアメリカの歴史と構造を理解することから始めたいと思う。とくに1930年代

から80年代が中心となる。講義の主な内容はポピュリズム、輸入代替工業化、箪事政権、債務危機、

民主化、貧困と所得格差などである。

評価方法:出席(リアクションペーパー)と学期末試験による総合的評価。

テキスト名:テキス卜は特に使わない。参考図書としては以下の通りである。

国本伊代『機説ラテンアメリカ史~ (改訂新版) (新評論、 2∞1年)。

国本伊代・中川文媛編『ラテンアメリカ研究への招待J(新評論、 1997年)。

注意事項、:中南米政治経済論 IとHを続けて履修することが望ましい。
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|中南米政治経済論 E

現代ラテンアメリカの政治経済問圃を理解する

一一- I2単位|
争受函争 |1-4年|

|後期|

1990年代以前のラテンアメリカがいわゆる f内向きJの経済発展戦略を行っていたのに対し、 90年

代以降は文字通り「外向きJすなわち世界経済に積極的に参加する職略に転じている。ぞれは米州

自由貿易圏 (FTM)やメルコスル(南米南部共岡市場)などの動きからも明らかである。また政治

面においては民主化が定着するなかで、特に南米諸国では軍事政権時代の人権侵害問題に対する取

り組みがみられる。本授業では「中南米政治経済論IJ(前期)を踏まえ、 90年代以降現在にいたるラ

テンアメリカの政治経済動向を把握し、変化するラテンアメリカ諸国と我々日本の関係が今後どう

あるべきかについて考えていくことにしたい。

評価方法 :出席(リアクションペーパー)と学期末試験による総合的評価。

テキス卜名:テキス卜は特に懐わない。必要な資料(総誌記'、諭文、新聞記事など)を配布する。

注意事項:中南米政治経済論 Iと11を続けて履修することが望ましい。

日 本 政

日本の政治制度:理論と実際

3台 ;:A 

面開
いけ や ともあ曹

池谷知朗

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違いも考慮しながら、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。

テキス卜名:教科書は使用しない。参考文献については適宣指示する。

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。

新聞報道やTV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α
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日 本 政

日本の政治制度:理論と実際

ミム
Jロ

.::::.d. 
面開 E 

いけ や ともあき

池谷知朗

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違いも考慮しながら、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。

テキス卜名:教科.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。

新聞報道やTV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 1 A 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

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バブル崩嬢後の金融

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時代を追いながら概観し、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。

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/バブル崩嬢と金融・財政の破綻/経済のグローバル化と情報化/21世紀へ

の課題。

評価方法:筆記試験

テキスト名:使用しない。簡単な年衰を配布。

注意事項:日本経済論Hとは独立した講義なので単独受講でも良いし、 I、IIの順で受講して、 II、

Iの願で受講しでも良い。
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日本経済論 nA すげ のぷ ，ひこ

小菅伸彦

現代の日本経済(各論)

日本経済論 I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。

また、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。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:使用しない、適宜資料を配布。

注意事項:日本経済論Iとは独立した講義なので単独受講でも良いし、1，11の順で受講しても良い

し、 H、Iの順で受講しでも良い。

日本経済論 1 B 
..::.... 40!' ぃ ， 恥 | 2単位

丙白茂勇 11-4年
|前期

日本経清は、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、バブ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、授業中の課題提出と期末テスト。

テキス卜名:教科書は使用しない。参考文献を適宜指示。
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日本経済論 n B うち だ しげ お

内田茂男
Z三重亙
1-4年
福一Jm

ここ十年間の日本経済の成績は、あまりに悪い。半分以上の期聞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。どう対処すればよいのか。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:授業中に出す課題数回と期末テスト。

テキス卜名:内田茂男「これで納得!日本経済の仕組みj日本経済新聞社(日経ビジネス人文庫)

日 本 外 交 史

朋治開固から第二次世界大戦に至る聞の日本外交

つる た かめよし

鶴田亀良
Z軍E
1-4年
爾一一扇

日本の対外関係につき、まず明治維新までの大きな涜れを概観した後、明治以降の日本の外交、

とくに昭和期における第二次世界大戦に至る聞の日本の外交を中心に取り上げる。各時代における

各課題に対する日本の首脳、外交当局者の考え方・対応、その聞における軍部の動向、国内世論の

動き、 一方、欧米諸国のアジアへの進出に伴うアジアをめぐる大国関係、日本の対応など複雑な要

因を総合的に分析・考察する。

現在の日本外交にもかかわりのある外交史における具体的な例を取り上げて、討議等も盛込みな

がら「考える力J、「ものを見る目Jを養うことにより国際社会で活闘を希望する学生に役立つよう

活気あるものにしたい。

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: r日本外交の軌跡j細谷千博著、 NHKブックス、日本放送協会刊。

参考文献: r三訂『日本外交史偲説JJ池井恒著、塵応通信刊。

注意事項:日本外交史 1;から始め、その後Hを履修するのが望ましい。
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日本 外 交

戦後50余年の日本外交

史 E 
つる た かめよし

鶴田亀良

2 車「直
1-4年
福一一扇

第二次世界大戦後、サンフランシスコ講和条約調印、国連加盟を経て展開されてきている日本外

交の50余年のプロセスをたどる。その問、アジア周辺国との「戦後処理J、ソ連(ロシア)、緯園、

中国等との関係正常化をめぐる課題と対応、 一方、日本の戦後の経済発展に伴うグローバルな課題

への日本の対応、さらに、 主要先進国首脳会議(サミット)、 APECなどを通じての日本の協力など

を中心に取り上げる。

fアジア太平洋地域の安定と繁栄の確保Jr平和と繁栄の21世紀の構築Jをめぐる課題とそれら

への日本の寄与、あり方など日本外交の全般的な対応につき学生と共に考えることに努める。

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: r戦後日本外交史j五百旗頭贋編、有望聞刊。

参考文献: r日本外交の軌跡j細谷千博著、 NHKブックス、日本放送協会刊。

注意 事 項:日本外交史 Iから始め、その後、11を履修するのが望ましい。

日 本 ネ土 .0. 
ZJ; 

~ 

言問

日本社会の近代化はいかにすすめられたか

か とうじよう じ

加藤譲治

2 !吾在
τ=互草
爾一一商

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J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j請の検討もしてみたい。日本社会の明治錐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 :r日本社会論IIJの受講を望む。
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日 本 ネ土

これからの日本を考える

..0. 
Z玄 論 E 加藤譲治

Eー単位
1-4年
福一一司

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

料を提供したい。

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。

テキスト名: 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:受講条件とはしないが、「日本社会論 1Jの受講を望むh

社 ..0ー
Z玄 思 想

現代社会を考えるために:近代社会思想

史
あおやま はる き

青山治城

明治以前、日本には f社会Jが存在していなかった。ぞれまでの日本にあったのは、婆婆、 世間、

仲間、世の中などであった。現代でも本当に日本に「社会Jが存立しているかどうか、必ずしも明

らかではない。しかし、これは何も日本だけの問題とは限らない。「社会Jというのは soceityの

訳語として新しく作られたことばであるが、英語においても、 community，association， common-
wealth， republic等々 、 soceityの同義語は多い。ヨーロツパでも f社会Jは近代になって発見され

たものと言われることがある。本講では、 主に近代ヨーロツパの「社会契約諭j を中心に、諸々の

社会思想が何を問題としてきたかを考える。発見された「社会Jの意義を考えるために、近代の社

会思想をそれ以前の思想との対比において捉えたい。具体的には、 yレター、ホップズ、ロック、ル

ソ一、ヒューム、スミスらを中心に取り上げる予定である。

評価方法:数回の小テストとレポートを予定している。

テキス卜名:木崎喜代治他『社会思想史』

参考文献:山脇直司『ヨーロッパ社会思想史』東京大学出版会

注意事項:より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを

参照のこと。
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ネ土 .0. 
ZJ; 思

人間と社会:現代の社会思想

想 史 E 
あお やま 1 はる 曹

青山治械

現代のある社会学者は、「社会は人聞からなるのではなしりし、「われわれはこの社会を知らないj

と言っている。これは一体どういうことであろうか。 f社会j についてはすでに社会学をはじめと

して、経済学や人類学、政治学などさまざまな社会「科学Jが成立している。これらに対して社会

を「思想J的に捉えるとはどういうことか。この点について、現代の社会思想を近代との対比にお

いて捉えたい。現代は、時に fポスト・モダンJとして捉えられることがあると同時に近代の延長

線にあるとも見なされる。ともかく、近代的パラダイムに挑戦した重要な思想としてマルクス、フ

ロイト、ニーチェをキー・パーソンとして、ぞれに続くものとして、デユルケーム、ウェーパー、

ホルクハイマー、ハーパーマス、サルトル、フーコ一、メルロ=ポンティ、ハイエク、アレント、

ルーマンなどを、そしてできればフェミニズム理論をも取り上げていきたい。

評価方法:数回の小テストとレポートを予定している。

テキス卜名木崎喜代治他『社会思想史』

参考文献:山脇直司『ヨーロッパ社会思想史』東京大学出版会

注意事項:社会思想史 Iを履習していることを前提とした話になるので、 Iを修得後に取ること

が望ましい。より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の

「授業案内Jを参照のこと。

現 代 '国

現代国家の現状

家
~ 

l面開
あおやま はる 曹

青山治城

昨年の9月にはアメリカに対する大規模な「テロ」が行われ、世界を大きく震揺させた。ぞれは

主にイスラム世界のありょうを改めて考えさせるとともに、これまでの世界秩序のあり方にも大き

な影響を及ぼすことになろう。同時にこの事件は、これまでの「国家J対 f国家Jの聞の紛争と見

なされてきた「戦争Jの概念にも見直しを迫るものと言えよう。勿論この事件がなくても、冷戦構

造の終結後から「近代国家Jのあり方はいくつかの局面で変化が見られ、それについての議論も積

み重ねられてきている。

本講は、そうした世界構造の変化がいかなるものであり、そこにある根本的な問題は何であるか

を、具体的な地域紛争などを通じて理解することを目指す。具体的には、「言語と国家Jr民族と国

家Jの問題を中心に、ビデオなどを利用しつつ現状把握に努め、地域・国際研究につなげるきっか

けとしたい。

評価方法:数回の小レポートとまとめのレポートを課す予定。

テキス卜名:山内昌之『民族と国家』岩漉新書/田中克彦『ことばと国家』岩波新書

参考文献:s.ハンチントン『文聞の衝突と21世紀の日本』集英社新書

注意事項:より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内j を

参照のこと。
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現 代 国 家

国家とは何か

.:;.d. 

宙開 E 
あおやま はる き

青山治械

芝単直
1-4年
福一一葡

Iで見た諸問題を踏まえて、 21世紀の国家のありかたをやや理論的な観点から探っていきたい。

「国家とは、主権と領土と住民の3要素からなるj というのが近代政治学における常識的な理解で

あった。しかし、ヒト、モノ、カネ(に加えて情報)の流通が地球規模に拡大し、 一国の主権でこ
れらを制御できる範囲は限られたものになりつつある。またEUに見られるように、国家の主権自

体、上部機関あるいは地方機関に委譲され、それがうまく機能するかはなお予断を許さない。

こうした中で、圏内秩序、国際秩序の変化の意義を理解するためには、今改めて「国家j の存在

理由が関われなければならないであろう。問題は多岐にわたるが、本講では、フランス革命によっ

て成立したと言われる近代国民国家の問題を中心に、法学 ・政治学の観点から、近代社会契約論か

ら現代までのさまざまな国家論(例えば、自由主義、社会主義、民主主義、アナーキズムなど)を
取り上げながら、「国家とは何かJを考えてし、く。

評価方法:出席を加味しつつレポートを課す予定。

テキス卜名:M. C.ヌスパウム他『国を愛するということ』、人文書院

参考文献:J.ダワー『敗北を抱きしめて』下、岩波.庖他。

注意事項:参考文献はその都度指定するので、積極的に読んでいくこと。より詳しい内容につい

ては、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の f授業案内Jを参照のこと。
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社 ~ド
zli; 調 宣 法

社会調査の基礎(1)一社会調査の設計から調査報告ーまで

農
クァン

光

言言王百
1-4草
爾一一扇

社会調査を行うために、多くの社会事象を理解する専門的な知識や訓練が必要である。本講義の

目的は、社会調査とは何かを理解した上、その基礎技術を身につけることである。社会調査を成功

させる重要条件といえば、まず調査票の作成であろう。しかし、調査票の科学的構成は決して聞き

たいことを質問にするだけのような簡単なものではな〈、調査対象や調査テーマをいかに決めるか、

理論仮説をいかに組み立てるか、調査票の言諮問題をどう考えるか、質問をいかに合わせるか、な

どなどの問題を解決しなければならない。本講義は、社会調査の設計から調査報告書までの涜れを

できるだけ具体的な事例に基づいて次のような内容を説明したい。

①社会調査の調査設計

②サンプリングの方法

③理論仮説の立て方

④質問の作成と組合せ

⑤社会調査の実施問題

⑥調査報告書の作成

評価方法:1.学習態度

2. レポート

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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ネ土 .0. 
Z玄 調 査 法 E 

社会調査の墨礎(2トコンビュータと調査データの解析

展 光
2 *亙
1-4年

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ので、昔手闘

を取る調査データの解析が簡単に出来るようになった。本講義では、まず調査票の整理という準備

段階から始め、そしてコンピュータソフトSPSSを利用してデータベースを作成し、データ解析を

、することへ進みたρ。授業の目的は、もっぱらコンピユ『タの知識や統計学の知識を勉強すること

ではなく、むしろ実例に基づいてコンビュータや社会統計の知識を応用することである。実践的練

習によってコンビュータになじみ、社会統計の基礎知識を身に付けるように指導したい。

授業の具体的な内容は次の通りである。

①調査票の墜理

②データベースの作成

③調査データの整理とチェック

④SPSSというソフトの使用法

⑤質的データの分析

⑥量的データの分析

評価方法:1.学習態度

2.レポート

3.出席状況

参考 a:室淳子、石村貞夫 rspssでやさしく学ぶ統計解析j東京図書、 1叩9

室 理子、石村貞夫 rspssでやさしく学ぶ多変量解析j東京国.、 1999
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情報 社

メディアと音楽と社会

..0. 
%1; 

事.A

面開 A 
あさ み とし お

生朋俊雄

言軍E
1-4年
前一一扇

19世紀末のエジソンによるレコードという音楽複製メディアの発明を契機にして、音楽と私たち

の社会生活との関係は、大きくその様相が変化することになった。その後、レコードはSPから L

Pへ、さらにはデジタル時代を迎えて CDへと移行し、ぞれと同時に、ラジオ、テレビ、ビデオ、

そしてインターネットの出現など、音楽を取り巻くメディア・テクノロジーも発展して、その関係

はますます激しく複雑な展開をみせている。この講義ではこれらの動向を、さまざまな視点から多

角的に見て行く。方法としては実際の音楽や音楽映像を視聴しながら、理解を深めることにできる

だけ比重を置く。

評価方法:レポートの成果と出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定

情報 社

IT時代と音楽産業

..0. 
%1; 

~ 

面冊 E A 
あさ み とし お

生閉俊雄
三三亘亙
1-4年
~一ー寄宙

1980年代に入っ。た頃から、本格的な情報化社会の到来が言われるようになり、世界規模でのメデ

ィアのデジタル化が急激に進むなかで、われわれの社会は90年代のマルチメディア時代、 21世紀の

1 T時代へと進展してきた。このような変革のなかで、レコード会社を中核とする音楽産業は、わ

れわれの生活にとって重要な役割を演じてきた。この講義では音楽産業のこれまでの足取りと今後

の動向を、現代人の社会生活、特に若者の生活文化とのつながりのなかで考える。インターネット

による音楽配信事業の動向や、映画産業やカラオケ産業など、レコード産業と密接な関係を持つ、

文化情報産業の動きにも注目する。

評価方法:レポートの成果と出欠席を考慮する。

テキスト名:未定
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情報社会論 nB ・C 永井

ジャーナリズム論

ひろし
~a: 

'ロ

情報化時代をむかえ、新聞、テレピ、ラジオ、書籍、雑誌、さらにはインターネットなど多様な

メディアから、たえず膨大な情報が吐き出されている。われわれの日常生活は情報なしにはかんが

えられないが、それらの情報のすべてが正しいわけではない。情報洪水に読されて自分と社会の正

しい関係を見失うことのないようにするためには、情報を批判的に読み解く「メディア・リテラシ

ーJのカが不可欠である。そこで、ジャーナリズムという視点から、報道と人権、権力とメディア、

メディア産業の巨大化を主要テーマに現在のメディアが直面する課題を検証するとともに、 具体的

なニエースの分析をとおして情報と社会の動きを被服的にとらえる目を養いたい。

評価方法:期末試験またはレポート

テキスト名:テキストは特になし。参考文献や資料を授業中に適宣紹介する。

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。

環境科学 1 A B 
てらだ みな

寺田美奈子

地琢環境の変遷と生物進化・絶滅く地琢誕生からヒ卜の登!I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遜れないこがらと

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。 I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ピデオ

(NHK生命40億年)を教材にして授業を進めてゆく。 I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∞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 。

- 378-



環 境科 学 nA B 
てら だ みなこ

寺田美奈子

地球環境に影書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。 11では、 I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受講

者の要約と発表を中心に検証して行く。出来る限り最新のビデオやデー夕、報道を教材にして討論

をしながら授業を進める。

評価方法:定期試験またはレポート成績90%、出席点10%(たまにとる)。

テキス卜名: rゆらぐ地球珊境』。内嶋 醤兵衛、合同出版、定価16∞円

注意 事項 :11を履修する人は、必ずすでに環境科学 I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薦入してほしい。

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。
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6.演習科目

(イ)言語研究

昌語研究演習 安安議議

日英語の発想と表現の比較対照研究

日本語と英語では、同じことを表現しでも表現の仕方が異なることがある。例えば、「ハンドル

の前に座るJという日本語は、英語では“tosit in front of a steering wheel"とは言わないで “to 

sit behind a steering wheel"と言う。これは日本語ではハンドルを車の機能と切り醸して、一つの

物体として見るのに対し、英語ではハンドルを車を前進させる道具として、その機能に重点を置い

て、見るために起こる表現の違いである。このような発想と表現の違いを知らないと正しい英語が

使えないので、このような問題を多岐にわたって学生と一緒に研究し、出来るだけ体系的に発想の

違いと表現の違いを対比させて行きたい。

評価方法:毎回の授業での発言と、レポートによって成績を評価する。

テキス卜名: r発想と表現J(日英語比較講座第4巻大修館.后)

Eヨ 語 研
哩"D'

::1u 演 習 2 
ロパート デシルパ

ROBERT DE SILVA 

This seminar focuses on the structure of spoken and written discourse in English and Japanese. The 

class consists of discussions of readings and the reporting of data. Students will ga出er，transcribe， and 

analyze various types of spoken and written discourse. They will present their data analyses in class 

and in written reports. 

評価方法:The class will be taught mainly in English. Students will be expected to discuss and do 

presentations in English. 

The class size is limited. If you want to take this class， you must attend the class on the 

first day. 

テキス卜名:未定

注意事項:r英語談話分析Jを履修済みであること。
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巨ヨ
雪量
ロロ 研

割恒

:1u 演 習 3 

ことばを科学する:日英語の文構造と意昧について考える

くわばら かず き

来原和生

瓦E宮古
3-4年
遍~

主に英語と日本語の文構造と意味の関係について考える。具体的な統語分析を通して，個々の統

語現象の特徴を把握し，その背後にある高度に組織化された規則性について理解を深めることを百

棟とする。

統語分析の実際を体験することによって，データの収集方法，問題設定の方法，仮設を立てそれ

を論証する方法などを身につける。また，言語学関連の文献を読みこなすカ，口頭発表の技術など

についても指導を行う。

英語や日本語についてあれこれと考えることの好きな人の履修を歓迎する。

評価方法:授業への取り組み態度，口頭発表，レポートなどを総合的に判断して評価する。

テキス卜名:未定

注意事項:r英語統語論 1J履修済，もしくは前期に同時履修することが望ましい。

E司
霊玉
ロロ 研

哩旬

:1u 演

日・英語の比較ー動詞を中心に

習 4 
ばやしみ 曹

小林美樹
4 軍在
百=互草
通 年

色々な動詞のふるまいを観察することにより、日本語と英語の違いを学ぶ。例えば、 t 自動詞と他

動詞の選択や能動態と受動態の使われ方は、英語と日本語においてどのように違っているのだろう

か。 (1)-(3)のような日・英語の例文を多数比較することにより考えていく。

(1) a.お給料が上がった。(自動詞)

b. 1 had a pay raise. (他動詞)

(2)a.乗客は全員助かった。(自動詞)

b. All the passengers were rescued. (他動詞受動態)

(3)8. 議に英語を教わったのですか。(受動態)

b. ? By whom were you taught English? (受動態)

Who taught you English? (能動態)

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。

テキスト名:未定

注意事項;r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。
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l1:::li 語 研
哩恒

7IJ 演 習 5 
しろ がねゆ曹 え

白銀志栄 母一
中国語文法、音韻研究

4年次に中国語文法・語集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

を採り、調査・研究の筋道をつけることを目標とした授業をする。論期は、文法の総復習をしなが

ら、いくつかの考えるべきトピックについて問題提起をはかる。夏休みには、各自の問題意識に基

づいて調査・研究し、レポートをまとめる。後期は、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。

テキスト名:杉村憎文著 f中国語文法教室j大修館書庖

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j同

学社

守屋宏則著 fやさしくくわしい中国語文法の基礎j東方書盾

酉語研究演習 6 
とう いち ろう

江藤一郎

スペイン語記述文法

今まで「再帰動詞の“se"J、「接続法」、 f過去時制Jを扱ったスペイシの大学での外国人コース

用の教科書や EmilioAlarcos Llorach“Estudios de gramatica funcional del espanol" {Gredos}の一

部を読んできたが、今年は FemandoLazaroの “Cursode Lengua Espanola"の中の時制に関する

部分を読んで見ょうと思っている。夏休みには、各人が興味をもった日本語で書かれた論文を読ん

で，後期にはその内容をまとめて発表してもらいたい。

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。
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昌語研究演習 7 

韓国語学演習

かん の ひろおみ

菅野裕臣
4.m 
3-4年
逼一一葦

朝鮮語学の論文を正確に把握し，かつ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

テキス卜名:論文各種のコピーを配布する。

E 語研究演習 8 藤田知子
4 車亙
否 4$
通年

日本語、英語など、言葉を学び、かつ、教えることに関心をもっ人に勧めたい演習である.外

国語学部で学んでいる皆さんは、すでに複数の外国語を、学校での授業、塾の授業、個人レッスン、

ラジオ・テレビ講座、海外研修などを通して学んできたはずである.すでにアルバイトなどで英穏

や日本語を教えた経験をもっ人もいるかもしれない。

日本は、歴史的に見れば、古くは中国語を、次いでオランダ語、ポルトガyレ語を、そして、明治

以降は英独仏語を学び、異文化を吸収してきた.外国語の学習と教育は日本の歴史のなかでどのよ

うな価値観に基づき、どのようなやり方で、どのようなことを目指してなされてきたのだろうか。

とくに、外国語教育のひな型である英語の学習と教育の歴史を振りかえりながら考えてみたい。ま

た、私たちの母語である日本語は、外国語としてはどのように教えられ、学ばれてきたのかも視野

に入れておきたい。

評価方法:文献を読み、討論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。

テキスト名:山口 誠(2∞1)r英語踊座の寵生ーメディアと教賓が出会う日本』鶴談社メチエ週・、

1600円。
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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研究演習ー1
よし なが こう すけ

吉永耕介

4 単位
3-4年

重二二豆

講義内容は、前期、後期とわけであるが通年科目である。授業はプレゼンテーション方式でおこ

なう。プレゼンテーターは、パワーポインタあるいはWebページ作成して、プレゼンテーションを

おこなう。

〈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、効率的な業務に重要な役割を担うシステムアドミリストレータに必要な知

識を習得する。

〈後期〉

情報処理のプログラム言語の基礎を習得するために、 JavaScriptを学習する。プログラム構築

の総合力をやしなうことを目的とする。講義内容予定は、以下の通りである、1.基本構成要素、

関数、制御構文 2. FORMタグとの組み合わせ 3. Dateオブジェクト

評価方法:出席状況と定期試験の結果を総合して評価

テキスト名:教科.未定

第1回摘.時までに.鎗名を知らせる

注意事項:原則として、コンビュータ・リテラシー I、およびHを履修済みの学生を対象とする
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コミュニケーション研究演習ー2

e-ビジネスとビジネス・コミュニケーション

〈前期〉

なかやま み曹 お

中山幹夫

各自が対象ビジネスを決め、その業積の企業についてかビジネス戦略の現状と方向性を調査する。

〈後期〉

前期の調査結果をもとに各自がビジネスモデルを考察し、必要に応じてビジネストライアルのため

の仮想ビジネスサイトの立ち上げを行う。そして、ビジネスミーティングとディスカッションにより、

ビジネスプランの検討を進めていく 。これらの過程を通して、損益、企業倫理、顧客意識、 e-ピジネ

スの理解を実践的に高め、ビジネス・コミュニケーションの課題と方向性を探ってL、く 。

結果はゼミ論文とプレゼンテーション資料によってまとめ、口頭発表を行う。授業に参加するた

めには、多くの事前準備と課題、自主的な調査をこなす必要がある。

評価方法:出席、討論の準備と積極的発言、 調査報告書、ゼミ論文と口頭発表により総合的に評価

テキス卜名:特に指定しない。参考図.は適宜紹介する。

注意事項 :1.少人数制演習なので希望者多数の場合は受講者の制限をする(初回授業にて説明)

2.原則として「コンビュータと国際ビジネスJを履修済みの学生を対象とする。

コミュニケーション研究演習-3

Cinema: Historical view 

1. Silent movies 

2. Romantic pessimism 

3. Subjective fantasy (aggression and violence) 

4. Film noire 

5. Abstraction 

6. Naturalism 

7.A此 cinemavs entertainment 

8. Neo-realism 

9. The cinema as political propaganda 

10.Techniques for overcoming speech ar国 ety

評価方法:Papers and presentations 

オルビードロドリーゲス

OLVIDO RODRIGUEZ 

テキス卜名:Students are expected to carry out research on assigned or selected topics， make 

presentations， and write small essays. They are also expected to aUend classes 

regularly. 
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コミュニケーシヨン研究演習-4
ベク

白 盛誘

前期にはジェンダー、メディア、異文化など、自分が関心を持っている分野をそれぞれ選んで、

問題設定、研究、議論を行なう。そして、「友達の絵本Jという小さい雑誌作りのマニュアルを使

って、集材や編集などの練習をする。後期には自分が選んだテーマを持って、実際にメディア、た

とえば、雑誌、映像などを作る。前年度からの学生ははじめから自分のテ戸マによって、メディア

作成の作業を行なう。

評価方法:授業の出欠席、クラス討論への貢献度、課題の評価

テキス卜名:未定

コミュニケーション研究演習-5 わだ

和田
じゅん

純

「統合Jと「分散j が同時進行するグローバリゼーション、メディアの個人化が急速に進むIT

(情報技術)革命など、世界は今、人類がこれまで経験したことのない奔流の中にある。歴史の経

験に学びながら、その将来像を探り、グローバルな戦略の重要性を考察し、国家やシピル・ソサエ

ティ (NPOやNGOなどの民間非営利セクター)のあり方や、文明・文化・価値観などの今日的な

意味を考え直す。

前期は、毎回の報告者を決め、文献や映像をもとに徹底した討論を行い、各自の問題意識を研ぎ

澄ます。夏前には合宿を行い、自らが取り組む研究テーマを絞り込んでいく。夏休み中に自主的に

文献を読破し、資料を収集した上で、後期は、各自の研究テーマについて発表し、相互討論を経て、

論文を完成させてL、く。

評価方法:出席、討論への積極的な参加、口頭発表、最終論文で総合的に評価

テキス卜名:資料を適宜配布し、別途指示する。

注意事項:1.小人数制の密度の高い演習としたいので、受講者の制限をする。その方法は第 1回

目の授業で説明するので、受講希望者は第 1回目に必ず出席すること。

2.和国が担当する「組織コミュニケーション論Jr国際平和論j を履修していることが

望ましい。
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ます もと とも

コミュニケーシヨン研究演習-6 桝本智子

このコースでは、それぞれ違った文化背景を持った人やグループ聞のコミュニケーションについ

て考えてLぺ。文化というと国・民族を想定しがちであるが、ジェンダー、世代、ある特定の地域

等、様々な捉え方がある。まず、 、自分が持っている価値観・世界観がどのようなものかを客観的に

見つめ直し、文化が我々に及ぼす影響を考察する。

前期は InterculturalCommunication分野の文献を読み、知識を深める。同時に、研究方法を学び、

各受講者が興味のあるトピックを選ぶ。年聞を通じて、研究の経過報告、意見交換を活発にするこ

とにより、さらに理解を深めていく。

評価方法:論文の分析発表、クラス討論、研究論文、口頭発表

テキス卜名:第一回目の捜業で指示する。

コミュニケーシヨン研究演習ー7

レトリック・ハーパーマス・織帯電話

あお ぬま

青沼
さとる

智

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Jとして分析

し、論じ、理解を深めることを目標とする。テキストに基づき日常のコミュニケーションについて

分析調査し発表・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イスカッションを行う。特に本年度は「レトリックJrハーパー

マスJr携帯電話Jという 3つのキーワードを輸に授業を進めていきたい。

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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(ハ)比較文化研究

比較文化研究演習ー 1
まつ い けい

松井佳子

本年のこの授業は「文学におけるジェンダー:東洋と西洋Jというテーマ設定の元に社会的・文

化的に構築された女性・男性という二元論的関係性とその逸脱(It、わばn個のジェンダー)が東西

のいくつかの文学作品の中においてどんな形で表象されているのかを比較検証するものである。こ

こではジェンダーを生物学的性差としてのセックスと明確に違うものとして区別するのではなく、

ジェンダー/セックス/セクシュアリティを性を照らす三つの光源として捉え、これらのファクタ

ーの相互浸透性や相互撹乱性といった相互作用の現象にまなざしを喚起させたい。女と男は古今東

西を通じて各々の社会/共同体/家族という場で、性差についての観念を独自の方法で組織しなが

ら生きてきたのであり、文学テクストはその人間存在(生活を営む女/男として)のありかたをダ

イナミックにわたしたちに見せてくれる。ステレオタイプとしての性役割を固定化・内面化させて

きた「近代Jそのものの相対化の視点も動員させながら、比較文学的分析を行うことにする。前期

は文学解釈方法論の基礎文献を読んだ後、共通の文学作品のテクスト・クリティークを行い、後期

は各自の関心に基づいた研究発表を中心に授業をすすめることにする。

評価方法:授業参加、プレゼンテーション、論文の総合評価とする。

テキスト名:初回授業時にリーデイング・リストを配付する。

比較文化研究演習-3 

スペインとイベロアメリカの文化について

アンヘル プラーボ

ANGEL J.BRAVO 

この授業はゼミ演習であり、一般の授業と は異なることを確認しておく 。参加を希望する学生は

各自テーマとなる作家を選ぴ、研究する。研究テーマは文学、絵画、映画、音楽、歴史などスペイ

ンとイベロアメリカの文化に関連するものから幅広く選ぶことができる。

各自のテーマ研究のほか、学生諸君がイスパニック世界の文化についてより深い理解を得られる

よう、スペイン・イベロアメリカの文化を形成してきた主要人物について解説を行う。

評価方法:出席:ゼミであるから出席は重要である。

発表 :年間を通じて緩低2回、研究テーマについての発表を行う。

論文:各自ゼミ論文を提出すること。

(他人の論文を写したものや要約したものは認めない。)

論文を作成しない者には代わりに試験を行う。試験は一年を通じて授業で取り

あげた内容にそったものとなる。

出席 20% 

発表 30% 

論文または試験 50% 

テキス卜名:取りあげるテーマごとに適宜プリントを配布する。
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比較文化研究演習ー 4 ほん だ せい じ

本田誠

この科目はスペインの文学や社会をより暢広く研究することを目的とした少人数制の授業で、原

則としてすでにスペイン文学史を履修した者を対象とするが、去年は担当者がこの授業を都合で休

講したこともあり、必ずしもそれを必要要件とはしない。内容は、個々の受講者の知識と関心にし

たがって個別的な指導を与えるが、共通のテキストとしてスペインの歴史と文学の相関性を独自の

視点から深〈追求した、アメリコ・カストロの著作、とりわけ「葛藤の時代Jrセルパンテスとス

ペイン生粋主義Jrスペイン人(スペインの歴史的現実)J等を講読することを予定している。この

授業を通してスペイン人の在り方を規定した基本条件を把握することを期待し、翻ってわれわれ日

本人の在り方を考えるきっかけとしたい。

評価方法:発表およびレポート。

テキスト名:アメリコ・カスト口の論文(プリント)。

注意事項:スペイン語または英語のリーディングが主となるので、しっかりした予習が不可欠で

ある。出席を重視する。前もってスペインの古典作品をいくつか和訳で読んでおくこ

とが望ましい。

比較文化研究演習-5 

韓国文化演習

圭&蓄晶
4 事ilLl
3-4年 l
iE 年 l

韓国文化のなかから特定のテーマを設定し、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、線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つけることを目指す。前期は主

に当該テーマについての稽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及をおこない、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:随時指定する。発表者の責任で毎週コピーして配布する。



比較文化研究演習-6 

『徒然草』を読む

くぽ た こうめい

窪田高閉
生亘ヨ立
3-4年
逼~

『徒然草』は、高校の国語の授業でだれでも一部を学ぶ有名な作品である。しかし、その思想の

在り方まで学ぶことなく終わるため、本当の面白きをしることなく忘れられてしまうことが多い。

『徒然草』といえば、無常観である。無常観というと、なんとなく、この世のはかなさを説くだ

けの消極的な思想だと思われるかもしれない。しかし、無常観は世間の価値観を断固として拒否し

て、自己の絶対的な自由を追求する強靭な思想であった。

無常観を自らの生き方として、それに忠実に生きょうとした人々は、遁世者とか隠遁者と呼ばれ

たのだが、彼らは社会を全面的に否定する。そこには自己の生き方を貫こうとする強い姿勢が存在

した。

やがて、彼らの中から社会の外に出ていくのではなく、社会の中に生きつつも、無常観をつらぬ

こうとするタイプの人々が出てくる。『徒然草』はそのような態度を表現した文章の代表である。

演習なので、ぞれなりにエネルギーを投入して、日本人の思想を勉強する意気込みで参加してほ

しい。

評価方法:年2回のレポート

テキス卜名: r徒然草』岩波文庫(他の文庫、文学全集とうに収録されており、どれでもよい。た

だし、一部を収録したものは不可。)

ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、Password

を入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/ーkubota/

ID kubota 

Password kuis2001 
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|比較文化研究演習 7 

近代日本の思想集団

や ま り ょ う け ん じ

山 領 健
生亘亙
3-4年
通年

近代日本の思想について潰習参加者自身がすでに身につけている知識を確か均ながら、それを実

際に使って調査、記述、発表を進める。今年度は明治維新から敗戦に至る約一世紀の聞に政治、社

会、思想、文化等の諸分野で活動した小さい自主的集団に着目し、その集団のメンバーによる集団

形成と活動の中で思想が生きではたらく動態を取り出して討論の素材としたい。

評価方法:演習参加の積極性と学期末のレポートとで評価する。

テキスト名:鹿野政直『近代.日本思愈案内J(岩波文庫別冊14)岩波・居。

主、

注意事項:日本近代思想史を聴講していることが望ましい。

比 較文化 研 究 演 習 ー 8 池田弘

浄瑠鴻・歌舞伎を中心に近世伝統芸能の種種相を観察し，

きるようにする。

その特質をとらえて，説明・発表がで

1 r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 r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J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。

テキスト名:r校註仮名手本忠臣蔵j土田 衡ほか，笠間書院

随時プリントを配布する。

注意事項:r日本芸能史 I・IIJ履修済みの者にのみ履修を認める。
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比較文化研究演習-9 

哲学する

ひ かさかっ し

樋笠勝士

本演習は、「比較文化研究演習Jの一つであるが、内容的には、以前のカリキュラムでの哲学演

習・西洋思想演習のままである。履修条件はないが、内容的には、哲学および西洋思想の研究が比

較文化の研究になるという立場であることを了解の上で履修してもらいたい。

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。なお、卒論執

筆予定者には本演習で中開発表をしてもらう予定である。

評価方法:発表やレポート、授業態度等で判断する。

テキスト名:テクスト・参考書を教室にて指定する。

比較文化研究演習ー 10 

心理学

や ベ ふみえ

矢部富美枝

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する。も

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

することも試みたい。

評価方法:レポート、平常点、出席

テキス卜名:未定

注意事項:文化心理学を履修していることが望ましい。
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比較 文化 研究演習 1 1 
とみ まつ曹ょう いち

冨 袷 京

比較スポーツ文化論

イチローや中田といったスポーツ選手の海外での活躍は日本のスポーツの在り方を、あるいは、

考え方を根本的に見直す機会を私たちに与えてくれたと考えることができます。スポーツが近代文

化のひとつとして輸入されて以来、野球もサッカーも日本独自の形態で進んできたと言えましょう。

それらは決してグローパルスタンダードではなく何か似て非なる要素が非常に多いような気がしま

す。例えば、野球とベースボールの違いを文化の途いの指摘で論じる場合が多々あります。また、

日本社会において多くのスポーツが企業から消えようとしている現実があります。これらの問題は

日本人のスポーツという文化の理解のしかたに何かボタンの鋳け違いがあったのではないかと考え

ています。そこで、この授業では「何故、ボタンの掛け違いが生じたのかJを様々な例を引き出し

ながら考察していきます。

評価方法:出席重視。レポート提出多数あり。両者による総合評価

テキス卜名:ハンドアウト有り。テキストはぞのつど指示。

比較文 化研究演習ー 12 

発達臨床(教育心理学演習)

た はらしゅん じ

田原俊司

本講義の目的は、第 1に献購読を通して、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、 f心の理論Jが欠損(あるいは遅

滞)t，.，たときに何が人聞に起こるのか(自閉症=r心の理論J欠損(遅滞)仮説))について論識

を深める。第2に、カウンセリング・教育臨床の基礎理論を習得し、実習を行う。第3に，事例検討

を通じて、臨床をさらに深める。

牢なお、受講対象は、心理学 Iφ11、教育心理学、青年心理学(教育相談)のいずれかを履修済

みの学生が望ましい。

評価方法:出席 (40%)、レポート (60%)の総合により評価する。

テキス卜名: r心の理論j 八千代出版 田原俊司(監訊)
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比 較文 化研究演習ー 13 伊藤

教育学演習

敬
生亘E亘
3-4年
通年

変革期にある現代の教育を考えるために、前期にはシリーズ 『子どもと教育の社会学』

[第 1巻『学習社会としての学校J第2巻「子ども問題から見た学校世界J第3巻「変容する家族

と子どもJ第4巻「学校と地域のきずなJ第5巻「教師の現在・教職の未来J教育出版〕の中から

比較文化的な観点から論文を選んで取り上げ、検討することにし、後期には参加者の興味関心のあ

るテーマで発表し、議論することにしたい。
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(二)地域・国際研究

地域・国際 研 究 演 習

国際関係諭・東アジアの国際関係

さか た やす よ

阪田恭代

この演習は、国際関係議を基礎に、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、発表と討論を行い、

夏休み明けに課題を提出する。後期は各自の研究テーマあるいは共通テーマを中心に発表と討論を

行い、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。 1回生の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。学生便覧等の関連ページは必

ず確認しておくこと。

評価方法:平常の参加(出席、討論等)、口頭発表、ゼミ課題・論文を総合的に評価する。

テキス卜名: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: r国際関係史J、「国際関係論J、「東アジア政治経済論Jt-履修済みであること、ある

いは少なくとも同時履修であることが望ましい。
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地域・国 際 研 究 演 習 -2 たか すぎ ただ あき

高杉忠閉

4 車て面
3-4年
逼一一葦

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。また前期は、小グループに分かれ、自分たちで選択した時事問題

について取材し、分析し、発表することをつうじてプレゼンテーション能力を高める訓練も行う(ニ

ュースキャスター形式の授業)。

履修にあたっては、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2∞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み、夏の合宿で発

表してもらう。

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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地織・園、際研究演習 -4

現代中国研究入門~本格的研究諭文を書いてみよう

員話三話
生三亘亙
3-4年
逼一一主主

現代中国に関する各分野の各種文献を精読しながら、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。文献を読破し、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、互いに切礎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。

昨年度の受講者は、天安門事件の背景、 郵小平の南巡講話、大騒進運動、矯国神社参拝問題、

少数民族問題、チベット問題、台湾問題、西安事変、流動人口問題など様々なトピックについて苦

労しながらもレポートや卒論をまとめ上げました。

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、日常の諮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。

本演習の猿終目的は、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。

なお、三年生は卒論に向けてのトレーニングとしてのレポートを執筆し、四年生は卒論(書かな

い場合はレポート)を執筆します。できれば、三年次から受講し、二年間車備して卒論を執筆する

のがベストですが、四年生から受講して執筆することも可能です。

評価方法:平常の発表、レポート(三年生)、卒論またはレポート(四年生)

テキスト名:プリント、テキスト(則違指示します)

し
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地域・国際研究演習-5 ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

メキシコ研究・ラテンアメリカの社会経済研究

日本とラテンアメリカのグローバル化と自由貿易構想の下で、ラテンアメリカの社会経済とりわ

け日本とメキシコの経済関係はより一層深化され、進出日系企業のありょうも著しく変動している。

ラテンアメリカ地域研究ゼミである本演習では、従来週りのラテンアメリカ近現代史の研究に加え

て、メキシコ総合研究を取り上げる。卒業論文の基礎研究であり、各自が主体的かつ積極的に取り

組むべきことはいうまでもないが、文献精読を通して分析能力を養い、しっかりした卒業論文を書

き上げることを切望する。授業は以下の要領で進める。

〈前期〉

本演習の『卒業論文集 ラテンアメリカ論集j および基礎文献(学会論文など)の精読と輪読、

研究テーマの検討、参考文献リストの作成、研究テーマの設定、卒論 (ゼミ論)の概要発表。

〈後期〉

研究成果の中開発表、卒業論文(ゼミ論文)の仕上げ(論文執筆は適宜指導する)、「卒業論文集j

の編集・製本。

評価方法:平常の取り組み姿勢、中間研究発表、論文による総合評価。

テキスト名:プリントを配付する。参考文献は随時、紹介する。

注意事項:原則として「ラテンアメリカ史概論 I/IIJおよび「ラテンアメリカ研究入門 I/IIJ

を履修済みか、同時履修であることが望ましい。

|地域国際研究演習ー 61
緯国史演習

潰中
~~ I 4 単位 l
弄 | 3-4年|

| 通年|

勝国近代史は、近年、現代の韓国をいかに把握するかという観点から目線両国において新しい研

究が行なわれ、注目すべき論文が少なくない。本演習では、それらの中から、特に大勝帝国期及び

植民地期に関する論文を読む。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く 。

評価方法:平常点 (50点)及び学年末のレポート (50点)。

テキスト名:プリントを配布する。

注意事項:r事態国近代史 1. 11 Jを履修しておくことが望ましい。
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地域・国際研究演習 7 
7 

東南アジアと私たち

なが い

永井
ひるし
Z位

'ロ

わたしたちの隣人・東南アジアをキーワードに国際社会と日本のさまざまな問題を勉強する。戦

争と平和、開発、人権、環境、ODA，NGOなどが主要テーマ。たとえば「開発Jとは何かを、

東南アジアと日本、国際社会のさまざまな視点から聞い直してみる。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、ゼミ論文や卒論を仕上げてい

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。

地域・国際研究演習-8 

ブラジル・ラテンアメリカの政治経済研究

やす あき 』

子 安昭子
瓦耳~
3-互主主
遍一一葦

政治経済学の視点からブラジルを中心に現代ラテンアメリカの諸問題を取り上げる。扱うテーマ

は民主化や地域統合などである。前期はブラジルやラテンアメリカの政治経済に関する論文・論説

(後日リーディングマテリアルを配布)を題材に、毎回担当者を決め発表、デイスカッションを行う。

また後期は参加者各自のテーマにそって発表を行うとともに、学年末に向けて論文(卒論・ゼミ諭)

作成を行う。参加者の積極的な授業への参加を期待する。

評価方法:授業中のディスカッションおよび卒業論文ないしゼミ論文による総合評価

注意 事 項:受講希望者は「中南米政治経済論 I/IIJを履修しておくことが望ましい。
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地域国際研究演習-9 

現代政治論

あおやま はる 曹

青山治城

本演習の趣旨は、現代世界において問題となっている具体的な政治的イッシューを取り上げなが

ら、その根本にある理論的問題にまで掘り下げて考えることにある。全く新しい問題のように見え

ても、古くから議論されてきた問題である場合もある。どんな問題を取り上げるかは参加者の関心

に応じて異なるが、各参加者の報告をもとに、全員で討論をしていく。これまでに取り上げられた

テーマとしては、現代民主主義論(政治参加=投票の意義)、アメリカの英語公用語化政策、オー

ストラリアの白豪主義、パラスチナ問題、男女平等論、等がある。 3年生の場合はなお漠然とした

ものでもよいが、 4年から参加する場合には、参加時点ですでにテーマが決まっていることが望ま

しい。

3， 4年通しての参加を原則とし、 3年の学期末にはゼミ論、 4年では卒論(卒論に至らない場

合はゼミ論)を作成する。参加人数にもよるが、年間4回程度は報告をしてもらう。

評価方法:出席と報告、ゼミ論

テキス卜名:テキス卜は適宜指示する。

地域・国際研究演習ー 10 加藤譲治

現代社会と私のアイデンティティ

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Q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』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。
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地域・国際研究演習 1 1 
いわ い みさ曹

岩井美佐紀

東南アジア社会研究(東南アジア社会論演習)

東南アジア社会の様々な事象に着目し、その背景となっている社会構造やその変容過程について

考察することを通して、理解を深めることを目的とする。

東南アジア社会の特質は、主に疎人口で移動性の高い農村社会、植民地支配を受け、多くの移民

労働力を受け入れたことによるコスモポリタンな都市社会、仏教、イスラム教やキリスト教など普

遍宗教の受容に限らず地域で独自に発達した精霊信仰や新興宗教などの多様な信仰形態、平野に住

む支配的な民族で構成される「国民国家Jに包摂されない多くの少数民族の生活・慣習などが挙げ

られる。

一方で‘ 1970年代以降の東南アジアの近代化や経済開発にともない生起してきた様々な社会問題、

例えば都市の児童労働、ストリートチルドレン、性的搾取、スラムの形成、そして農村からの出稼

ぎ(囲内および海外)がもたらした送り出し社会と受け入れ社会内部で進む軌際や摩擦などに見ら

れるように、その社会もダイナミックな変動の過程にある。

ゼミに参加する学生に求めるのは、自身が東南アジアに旅行して感じた素朴な疑問や、東南アジ

アに関して興味をもった事柄について、「明らかにしたいJ、「もっと知りたい」という強い問題関

心であり、ぞれをゼミ論文という形で具体化する意欲である。

演習の構成は、以下の通りである。まず、前期に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研究発表を行

うと同時に、論文を作成する。

評価方，法:数回の報告、ゼミ論文(学年末)

テキスト名:参加者の問題意識に応じて決定する。

注意事項:r東南アジア社会論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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地域・国際研究演習ー 12 

環境問題に関する文献講読と研究発表

〈前期〉

Environmentallssues by Davis Peaty 

MacMillan Languagehous LTD.， Tokyo 1995 

を輪読、要約して発表、解説する。

〈後期〉

てら だ みなこ

寺田美奈子

興味のある環境に関するテーマを各自選び、調べて発表し討論をする。

1999年度の内容

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ブ/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

2000年度の内容

循環型経済システムの構築に向けて/エコビジネスとは/ごみとリサイクル/自動車社会のあり

方について(卒業論文)/ドイツにおけるリサイクルシステム/中国のゴミ問題/ODAと環境問

題/デンマークの環境政策

2001年度の内容

日常生活が環境に与える影響(合成洗剤と石鹸)/エコカーについて/遺伝子組み換えの環境へ

の影響/省エネ発電について/環境ホルモンについて/地球温暖化の脅威一熱帯病の広がり一/

シックハウス症候群について/海洋汚染/ウエステック2001(廃棄物処理・再資源化展(除幕張

メッセ)見学/ピオトープについて/私逮の日常生活は地球上のどこと、どのようにつながって

いるか? (卒業論文)など

評価方法:毎回の出席、討論、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H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。
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地域・国際研究演習ー 13 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11
を同時にまたは以前に受講していることが望ましい。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Q。夏期休暇に研究合

宿を行う。後期では3年は英文資料の本翻と発表、 4年は各自の興味のあるテーマを選択し発表し

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)。

テキスト名:rアメリカ商事法辞典』 福田 守利、 ジャパンタイムズ社。
その他は愚初の綬業でいう。

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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地域・国際研究演習-14 

EU統合論演習

と かど かずえい

戸門一衛

2002年、ユーロランド (EU加盟国中、ユーロを導入している12カ園地域のこと)では国内通貨

が消滅しつつある。 2004年になチェコ、ハンガリ一、ポーランドなど約10カ国が新たにEU加盟を

実現することになろう。欧州の共通外交・安全保障政策も骨格を固めつつあるp

タテ輸では rEUの機能の深化と加盟国の拡大」を、ヨコ輸では rEU (さらには加盟候補)主

要因が直面する政治・経済・社会の現状Jを分析することによって、このように大きな変貌を遂げ

つつある EUの実態を照射しつつ、 EUに関する総合研究を目指す。

演習つまりゼミは、教員による解説、学生によるプレゼンテーション、卒論(卒論を希望する 4

年生)あるいはゼミ論文 (3年生および卒論を選択しない4年生対象)の執筆作成の3要素によっ

て成立する。一般の講義とは異なり、学生の主体的な取り組みがなければ成立しない。ぞれだけハ

ードワークが必要とされるが、本気でがん張れば大きな達成感と実力向上を得ることができょう。

評価方法:筆記試験はない。毎回のゼミにおける取り組み姿勢、プレゼンテーション、ゼミ論文

などを総合して評価する。

テキス卜名:共通基本文献を捜業中に指示する。

注意事項: rヨーロッパ政治経済論Jを履修済みであることが望ましい(必須条件ではない)。

ただし、授業に毎回参加し(ただ出席するだけではなく、質問や問題提起を行う積極

的な関与が必要)、本気で勉学に取り組む意欲のある学生のみ受け入れる。効果のあ

るゼミを展開するには少人数制が望ましいので、受講希望者が多い場合は、人数制限

を行う。したがって、受講希望者は第 1回目の講義に必ず出席すること(どうしても

出席できない事情がある場合は事前に戸門研究室に相談すること)。
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地域・国際研究演習ー 15 すげ の15¥ ひこ

小菅伸彦

国際金融の急速な拡大やIT革命の進展、社会主義経済の崩嬢など現在の世界経済には大きな変化

が生じている。市場主義の勝利の一方で地球環境問題、発展途上国の貧困などはいっそう深刻化し、

21世紀に大きな課題を持ち越している。日本経済は依然深刻な停滞から脱していない。

本演習ではこうした現代の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や経済思潮に関する資料(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) ・地域を選ぴ、研究結果を報

告し、全員で討論する。

評価方法:討論参加の積極性、成果報告等。

テキス卜名:未定、適宜蹟料を配布。

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。

地域・国際研究演習ー 16

国際企業経済演習

仲野
あきら

昭

経営学、経済学(ミクロ経済学、情報の経済学等)、企業財務諭を柱に、企業行動の原理と分析

方法を学ぶ。演習の進め方として、アメリカのMBAのコースで使用されている経営学

(Management)および企業財務(CorporateFinance)関連の標準的テキストを2、3選択し、その

基礎的部分の抜粋を輪読する。その過程で、企業経営の3資源(ヒト、モノ、カネ)の調達・運用原

理とその実際を学ぶ。具体的には、①企業論・企業形態論、②国際経営戦略/財務戦略、③国際経営

管理/財務管理、④人事および雇用システム、⑤ディスクロージャー、⑥企業評価の方法、などをテ

ーマに予定している。

企業研究に興味と熱意があることが演習参加の唯一の条件であり、経営学や企業財務の予備知識

は求めない。

評価方法:演習への貢献度、ゼミ論文等に示された研究成果をもって評価する。

テキスト名:基本テキスト(英文)と関連資料(和英文)を配布する。



地域・国際研究演習ー 17 

東南アジアにおける文化の衝突

エー チャン

AYE CHAN 
4 車一面
3-4年
通年

黄金の三角地帯の麻薬王からボルネオの首狩り民族までタイ及びカンボジアの上座郡仏教の国王

からマレーやプルネイのイスラム教徒のスルタンまでピルマの軍事独裁者からタイやフィリピンの

民主的に選出された現政権まで，東南アジアは幅広い民族・文化・政治形態の幅広い分光をしてい

る。この授業は19-20世紀のこの地域において，絶え聞なく変わる中央と周辺の聞の関係，特に現

代東南アジアの歴史・文化について研究し，さらに卒業論文を書く学生のためのゼミとして企画さ

れたものである。
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7.教職科目

L竺 育 原 理 A 東 敏徳
三豆E亙
1""';2年
前一一扇

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きを持つ仕事である。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婚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。

到達目棟

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、そのプロセスを通じて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

行う。

テキス卜名:東敏徳著『遇ぴの構造』

(ユージン伝 1996) 

教育原理 B C 伊藤
けい 1 2 単位 | 
勧 |1-2年|
叩 |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。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、教育基本法の成

立経線と教育原理、関連教育諸法令および児童の権利条約、および生涯学習などについての基本的

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:テキス卜は使用しない。参考書は随時紹介する。
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教育心理学 A B 

発達臨床入門

た はらしゅん じ

田原俊司 三号

本講義では、①発達理論と教育との関係(生得説、環境説、相互作用説)を踏まえた上で、②緊

急的対策を要する教育問題の 1つである学習障害、注意欠損多動障害、 PTSD、広汎性発達障害、

r"、じめj、「ひきこもり問題J等の問題の診断基準や対策に焦点をあてる。

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、ピアジェ学

派・ピィゴツキー学派の発達理論と教育など)を中心に検討する。

学習障害、注意欠損多動障害、 PTSD、「いじめJ、「ひきこもり問題j等の問題では、学級内で、

これらの諸問題を抱えた生徒が見出された場合、どのように教師として対応すべきなのかを中心に

検討する。

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(編著)rいじめ相談室』八千代出版

青 年 心理学 A B 

マイクロカウンセリング・心理償責法入門

た はらしゅん じ

田原俊司

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、

「いじめ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。

事なお、受講対象は、心理学 I• 11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:伊藤隆二・松本恒之(編)r現代心理学25章』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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教育相談 A

マイクロカウンセリング・心理機宣法入門

B 
た はらしゅん じ

田原俊司

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、

fいじめ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

応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• 11 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:伊藤隆二・松本恒之(編)r現代心理学25章』八千代出版

田原俊司(編著)rいじめ相談室j八千代出版

教 育
1-

fr 政学
おか ばやし

岡林
助、し

隆

2 雇E
2-4事
前一一扇

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。

今日，教育を取り巻く環境は大きく様変わりしつつある。講義では，このことに理解を深めつつ，

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，最終回までの「講義スケジュールJとともに， r講義概要j 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J(2∞3年度版)蒜穫夫編著協同出版

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。
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教 育 ネ土 .0. 
Z玄 学 A B い とう

伊藤 敬
2 単位
2-4年

扇爾7覆扇

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、 1.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

血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。出欠席を考慮する。

テキス卜名:テキス卜は使用しない。参考書、柴野昌山・菊池減司・竹内洋編『教育社会学』有聾

問、天野徳夫・蔵田英典・苅谷剛彦著『教育社会学』放送大学教育娠興会など

教 育 ‘工
品尚

子 凶
下 孝

2車百
2-4年
前期

ここの授業では，まず対極する 2つの教授観(客観主義と構成主義人次いで基本的な原理とし
てのトTTTI(学習課題，学習者，処遇交互作用)J rギャネの9つの教授事態JrケラーのARCS動

機付け埋論Jr評価の方法論および質のE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学ぶなかで，授業とはどんな

営みであるかを考究する。ぞれとともに，科学技術の成果としての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，映像情報等をとおして各種の実践例に触れる中で

講じ考えていく 。

評価方法:毎回の「授業感想文 (E-mailで提出)および「期末の論文テストJで行う。

テキスト名:常時. E-mailやプリントで行うので，特に購入は指定しない。

注意事項:毎回の「授業感想文 (E-mailで提出)Jは重要。 これの真剣な取り組みと提出をもっ

て出席とする。
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ユー 12単位
￥二 ，I2-4年
T | 前期

教材とは何か。教材を作成するに際して，どんな点に留意する必要があるか。どんな具体的手立
てが適するか。教材開発に関わるこれら基本的な問題を皆で意見を出し合い討論する中で認識の明
確化をはかりつつ，ぞれと並行して教材開発の今日的な道具であるコンピュータの理解ならぴに操
作法について学ぶ。それをとおして，外国語教育の授業に資するハイパーテキストのマルチメディ
ア教材の自作を試みるの。もって，以後，コンピューターによる教材開発力を，必要と意欲に応じ
て自主的に豊富化してゆけるための認知的ならびに技量的な基礎を培う。

教 材 開 発 ;;A 

面開 凶下

評価方法:平生の努力度，ならびに最終回に行う予定の「自作教材の発表会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。(これにはクラスメートの相
互評価も加味する)

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: r教育工学Jの既修者に限る。

コンピューターについては，全くの初心者でも受講できます。

コンビュータの教育利用
た はらしゅん じ

田原俊司

多編量解析入門

本講義では、教材の作成・プレゼンテーション・評価の方法について習得を目指す。具体的には、
デジタルカメラやデジタルピデオ、文字、音声をはじめとするマルチメディアをコンピュータによ
り編集する方法を習得し、これらの方法で編集した教材をパワーポイント等によりプレゼンテーシ
ョンする技法を習得する。さらに、どのような学習目標・生徒の能力の場合に、どのようなメディ
アを用いるのが妥当かを評価する方法として、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)を解説し、どのような条件の場合にはどのような教育の方法が適当か考察する。

評価方法:授業への出席 (40%)、レポート (60%)

テキスト名:石村貞夫 rspssによる続計処理j策京書籍

田中敏「実践心理データ解析j新曜社
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英語科教育法 IA.D.E おのだ

小野田 柴

中学校・高等学校の英語教師を志す人のために、実践的な英語指導技術の習得を目指す。教育現

場で求められる英語教師を養成するため、特に theOral Methodを中心とした英語指導法とその背

後にある考えを学ぶ。講義に加え、 discussionや workshopを多く取り入れ、自ら授業を体験しても

らうことで指導のポイントを体得してもらう。授業は高等学校の授業展開を中心に扱い、可能であ

れば現場の高校教師による授業実演を取り入れる予定である。前期は、 OraIlntroductionを中心に

指導を行う。

真理Eな姿勢と向上心を持ち、きちんと準備して授業に臨める学生で、英検準 1級レベルあるいは

TOEIC650点レベルの英語力を持っていることが望ましい。 第一回の授業で履修者20名を決定する

ため、英検準l級またはTOEIC600点以上取得している者はその証明書を持参のこと。またそのとき

に行う proficiencytest及び面接を必ず受験すること。

評価方法:レポート、出席、授業中の演習、模擬授業、小テスト等

テキス卜名:後日連結する。

注意事項:授業中に演習を行なう関係上，履修者数を上限20名とする。

英語科教育法 llA・D.E おのだ

小野田 柴

中学校・高等学校の英語教師を志す人のために、実践的な英語指導技術の習得を目指す。教育現

場で求められる英語教師を養成するため、特にt.teOraI Methodを中心とした英語指導法とその背

後にある考えを学ぶ。講義に加え、 discussion;や workshopを多く取り入れ、自ら授業を体験しても

らうことで指導のポイントを体得してもらう。授業は高等学校の授業展開を中心に扱い、可能であ

れば現場の高校教師による授業実演を取り入れる予定である。後期は、OraIIntroductionを中心とし

ながらも授業全般について指導を行う。

真掌な姿勢と向上心を持ち、きちんと準備して授業に臨める学生で、英検準1級レベルあるいは

TOEIC650点レベルの英語力を持っていることが望ましい。

英語科教育法 Iを履修しなければHを履修することはできない。原則として前期と同じクラスを

継続履修すること。

評価方法:レポート、出席、授業中の演習、模擬授業、小テスト等

テキス卜名:後日連結する。

注意事項:授業中に演習を行なう関係上，履修者数を上限20名とする。

- 412-



英語科教育法 1B . C いの うえ よう いち

井上洋

中学校では平成14年度から、高等学校では平成15年度から新学習指導要領が適用される。前半は、
主として中学校及び高等学校の新学習指導要領の「外国語」を通して、英語教育の目標やその達成
のための期待される指導を考える。後半は、中学校の先生の授業をビデオ視聴しながら、中学校外
国語科用教科書を利用し、 50分の授業を怨定して指導案を作成、模様授業、合評を行う。

到達目標は、まず教育実習において、生徒の実態に即し、目標に沿って授業の展開ができるよう

指導技術と配慮事項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。

レポート(学習指導案など)、 平常点(模擬授業発表など)、 出席状況、 定期試験

テキス卜名:文部省「高等学校学習指導要領解説j外国語編英語編平成元年12月 教育出版

文部省「申学校学習指導要領(平成10年12月)J解説一外国語編一 東京書籍
文部省「高等学校学習指導要領解説j外国語編英語編平成11年12月 間隆堂出版

注意事項:・履修人数制限は各クラス20人以内とし、模擬授業を行う関係から、各クラスの人数

を均等化するための調整を行うこともある。

・英語科教育法 Iを履修しなければIIを履修できない。また、継続履修を原則とする。

英語科教育法 nB . C 
いの うえ よう いち

井上洋一

中学校では平成14年度から、高等学校では平成15年度から新学習指導要領が適用される。英語科
教育法 Iで、主として中学校及び高等学校の新学習指導要領の f外国語j を適して、英語教育の目

標やその達成のための期待される指導を考ゑるが、ぞれらを念頭に置き、高等学校及び中学校の先

生方の授業を数回ビデオ視聴しながら、高等学校及び中学校外国語科用教科書を利用し、 50分の授
業を想定して指導案を作成、模擬授業、合評を行う。到達目標は、まず教育実習において、生徒の
実態に即し、目標に沿って授業の展開ができるよう指導技術と配慮事項を身につけることで、さら
には優れた英語教員として将来活屈できる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。

レポート{学習指導案など)、平常点(模擬授業発表など)、 出席状況 、 定期試験

テキスト名:文部省「高等学校学習指導要領解説j外国語編英語編平成元年12月 教育出版

文部省 I中学校学習指導要領(平成10年12月)J解説一外国語編一 東京書箱

文部省「高等学校学習指導要領解説j外国語編英語編平成11年12月 間隆堂出版

注意事項:・履修人数制限は各クラス20人以内とし、模擬授業を行う関係から、各クラスの人数
を均等化するための調整を行うこともある。

-英語科教育法 Iを履修しなければHを履修できない。また、継続履修を原則とする。
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英語科教育法 1 . n F 
おのだ

小野田 柴

中学校・高等学校の英語教師を志す人のために、実践的な英語指導技術の習得を目指す。教育現

場で求められる英語教師を養成するため、特に theOral Methodを中心とした英語指導法とその背

後にある考えを学ぶ。講義に加え、 discussionや workshopを多く取り入れ、自ら授業を体験しても

らうことで指導のポイントを体得してもらう。授業は高等学校の授業展開を中心に扱い、可能であ

れば現場の高校教師による授業実演を取り入れる予定である。

この集中講義は、 3年の後期に留学から帰国し、 4年生で教育実習を行いたい学生のために設け

られた特別コースであり， 2月から 3月にかけて 1日4コマ， 2週間連続で行われる。ほぽ毎日レ

ポートが課される厳しい内容であるため、真撃な姿勢と向上心を持ち、きちんと準備して授業に臨

める学生で、本学B基準(英検準 1級あるいはTOEIC680点以上)の英語力を持つ者に限る。履修者 ，

は事前に相談に来ること。ただし、前期の英語科教育法を落とした者で上記の基準を満たす者は履

修が可能である。

評価方法:レポート、出席、授業中の演習、模擬授業、小テスト等

テキスト名:後日連結する。

注意事項:授業中に演習を行なう関係上，履修者数を上限20名とする。

中国語科教育法 I
はな さわ せい 』

花 漂聖子

この講義では、高校生に中国語を教える教師として、当然習得しておくべき、中国語や中国に対

する基礎知識を下記の要領で学んでし、く 。

(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、語索、文法の基本〕

(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

評価方法 :平常の授業態度及びレポートで評価する。

テキスト名:講磁時に、必要に応じてプリントを配布する。
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中国語科教育法 E
はな ざわ せい 』

花 漂聖子

実際に受講者に模擬授業を行ってもらい、具体的に中国語の文法の教え方や授業の進め方及びわ

かりやすい説明の仕方等を指導していく。

模擬授業で使われる教材は、大切な文法を総復習できるように組み立てられており、教えるべき

内容と、それ以外に教えるものとして把握しておくべき内容にまで触れることによって、受講者の

中国語の能力を伸ばすことも心がける。

評価方法:平常の授業態度と模擬練習及びレポートで評価する。

テキス卜名:講穣時にプリントを配布する。

注意事項:中国語の教職免許を取得しようとする学生は、必ず中国語科教育法 Iを取ってから受

講ずること。

スペイン語科教育法 I
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。前期は外国語を学ぴ、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し、く。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。

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判断する。

テキスト名:指定参考文献(プリント配布)
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スペイン語科教育法 E
ほん だ せい じ

本田誠

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:平常授業およびレポート提出。

テキス卜名:スペイン語初等教科書(未定)

韓国語科教育法 I

縫国語の入門段階をいかに教えるか?

浜之上
みゆき

幸

本講義は、高等学校の鎌田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) 日本における勝国語教育の歴史と現状

明治維新以降日本の教育制度の中で朝鮮語教育がどのように位置づけられてきたかというこ

とついての認識を深め、問題点を考える。

(2) 望ましい入門教材のあり方

授業の中心である教材について、どのような内容のものが適当であるのかについて、文法項

目の提示の順序、到達度の画定を中心に議論を行う。

評価方法:レポート、出席状況を総合して評価する。

テキスト名:プリントを配布する。

注意事項:緯国語教育法Hと合わせて履修することが望ましい。
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韓国語科教育法 E
はまのうえ

浜之上 椀幸

韓国語の入門段階をいかに教えるか?

本講義は、高等学校の緯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、勝国

語教育法 Iに続いて主に以下のことがらを行なう:

(1) r朝鮮語の入門』の教師用マニュアルの概説

入門用教材を教えるに当たって、言語学や言語教育の観点から知っておかなくてはならない

背景的知識を考える。

(2) 模擬授業による実際の教室運営

実際に模擬授業を行い、参加者同士で模擬授業の内容の細部にわたって建設的なディスカッ

ションを行う。

(3) 様々な教育法(アプローチ・メソッド・ストラテジー)の検討

第二言語の教授、修得に当たっての様々な理論を紹介する。

評価方法:レポート、模擬授業、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、プリント

注意事項:韓国語教育法 Iと合わせて履修することが望ましい。

道徳教育の研 究 A
あずま

東 敏徳
芝草亙
芝=否至E
葡一一扇

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、吟味され、次の世代に引き継がれていく。なぜなら道徳教育は私たちがより善い社会を構

成し、その中で一人ひとりがより普く生きてド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、その時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。

到達目標: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。

テキスト名:東敏徳著『教育って何だろう』

(ユージン伝 1995) 

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

行う。
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道徳教育の研究 B
いし おか ひさ み

石ー岡 久 美

青少年の非行の糟加、規範意識の低下が指摘される今日、道徳教育の一層の充実が求められてい

る。本講座では、道徳性の発達、道徳教育の原理・方法等の理論面と、「道徳の時間Jを中心にし

た指導計画の充実を図るための方途を究明したい。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・期末考査、課題レポート及び出席状況を勘案し、総合評価する。

テキス卜名:大庭茂美著「道徳教育の基礎と展望j福村出版

特別 活 -動論 A ・ B . C いし おか ひさ み

石岡久美

本年度から始まる新教育課程では、各種体験学習が重視されており、特別活動の領域への期待が

高まっている。本講座では、特別活動の内容一学級(ホームルーム)活動・生徒会活動・学校行事

ーについての指導の原理・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・期末考査、課題レポート及ぴ出席状況を勘案し、総合評価する。

テキス卜名:未定

注意 事 項 :発表学習の運営上、人数制限する場合もある。
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生徒指導論 A ・ B'.C いし おかひ吉 み

石岡久美

近年、児童生徒の不適応現象や問題行動が多発し、深刻な教育問題となっており、生徒指導の果た

すべき役割が従来にも増して重要になってきている。この課題に対処するため、生徒指導・進路指

導・教育相談等に関する基本的事項について、基礎理論と実践の両面から究明し、これからの教員

に求められる生徒指導上の力量の向上を目指す。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・期末考査、課題レポート及び出席状況を勘案し、総合評価する。

テキス卜名:中野目直編著 I現代の生徒指導j文教書院

注意事項:発表学習の運営上、人数制限する場合もある。

教育事前事後実習

教育事前事後実醤

いし おかひ吉 み

石岡久美
た はらしゅん じ
田原俊司

「教育事前事後実習J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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教育実践実習 I

教育現渇実習

E 
2車一面
4 年
通年

「教育実践実習」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。「教育実践実習 1• 11 Jには、現場実習が開始される前に開催きれる直前講義・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、合識により評定を行う。

教 師

現代の教師像

~除

宙開 A 

/ 

B 伊藤
厳 I 2 単位|

| 1-4年|

|前期・後期|

教育職員免許法の教職科目「教職の意義等に関する科目」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諭じる。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。

テキス卜名:開講時に指示します。

注意事項:伊藤敬編著r2l世紀の学校と教師』学文社。
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介護等体験実習

養語学校・社会福祉施叡での現燭実習

1 車て直

1-4年
通年

「介護等体験実習Jは、原則として養議学校で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

ればならない。

評価方法:実習日誌の点検による評価等を総合して、合識により評定を行う。

教 育 課 程 論
いの うえ よう いち

井上洋一
2車llfI
2-4年 l
後期 l

各学校は、学校教育の目的や目標を達成するため、教育活動の基本となる教育計画といえる教育

課程を編成する。教育課程の基準を示す中学校学習指導要領には、「各学校においては、法令及び

この章以下に示すところに従い、生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態

及び生徒の心身の発途段階や特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。Jとも

ある。

本講座では、教育課程の編成に係る法体系を概観し、平成14年度から適用される中学校学習指導

要領及び15年度から適用される高等学校学習指導要領のそれぞれの総則を通して教育課程編成の基

本的な知識を得るとともにその課題を検討する。また、新設の f総合的な学習の時間Jの展開例を

考察する。

評価方法:期末試験と授業の出欠席状況

テキス卜名:文部省 f中掌校学習指導要領(平成10年12月)解説ー総則編ーj東京書籍

文部省「高等学校学習指導要領解説 総則編J(平成11年12月)東山書房

その他随時プリント配布
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総 .0. 
I:J 演 習 A 伊藤 敬

2 !亘亙
2-4年
福一一扇

転換期にあると考えられる現代の教育について、わが国を中心に検討し、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 1いま教育を問う』をはじめとして、関連する文献を取り上

げ、検討する。この演習を通じて多面的な視点をもっとともに自己の見解を明確にする。

評価方法:参加者が毎回報告し、最後にまとめのレポートを提出する。出欠席を考慮する。

テキス卜名:開講時に指示します。

注意事項:岩波講座 『現代の教育 1いま教育を問う』岩波書庖 1998年他

総 .0. 
ロ 演 習 B 

た はらしゅん じ

田原俊司
2"& 
2-4年
後期

本演習においては、自分の身の回り、とりわけ社会のなかで起きている様々な現象のうち、人類

に共通する課題、あるいは我が国社会全体に関わる課題について問題意識をもって取り組み、ぞれ

らを特定の視点から分析・検討することを試みる。具体的には、政治、経済、防衛、失業、環境破

壊、国際協力、スポーツ、教育・しつけなど、我が国や国際社会に関連したテーマを、グループ

間・聴講者間で討論しながら、ぞれらについて共同研究し、最終的には各個人がレポートとして提

出する。また、最終的に提出されたレポートの成果を年少の生徒に理解させるにはどうすればいい

のかについての指導の方法・技術(コンピュータを中心とする情報機器を含む)を検討する。
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総 .0蜘
J:l 演 習 C 

いし おかひ吉 み

石岡久美
三重豆
2-4年
福一一葡

今回の教育課程で新設された「総合的な学習の時間j の活用に当たっては、教員一人一人の主体

性に富んだ創意工夫のある指導にまっところが大きい。本講座では、身近かな地域社会から全体社

会までの各分野に眼を向け、その中から最も関心のある主題を設定して個人又はグループで研究に

取り組み、その成果を発表し、そして、レポートにまとめる。

評価方法:レポート等により総合評価する。

テキスト名:未定
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8.自由選択科目

特 目。 英 雪量
ロロ 演 習 A 

あい ぱ なお み

相羽直賓

The aim of this course is to enable students to use English in speaking and writing. It will involve 

mainly oral and written summary making. Students must prepare themselves for the class; in class they 

are asked to summarize what the text says without looking at it. The.main material is a textbook as 

mentioned below; however， a lot of other materials including short stories and essays will be handed 

out. Since the aim is production of English， reading materials for summary making will be easy. In 

elass， only English叩11be used. 

評価方法 :Evaluation will be based on participation in class， written assignments， and a final 

examination. More details will be announced in the first class. 

テキスト名:Mary Muro， Intercultural Miscommunication: Tales of A Returnee's Culture Shock (異

文化ミスコミュニケーシヨン)，成美堂2∞1

特 見リ 英 豆
ロ--=ロ 演 習 B 

ウィリアムフィッシャ-

WILLlAM FISHER 
2 単位
百三互主主

重二二歪

The aim of this integrated skills course is to enable students to improve their overall English 

proficiency. It will involve all four skills， although more emphasis will be given to listening and speaking 

than to reading and writing. A11 of these four skills will be practiced in bo出 semesters.Students叩11be 

expected to engage in a variety of activities， such as: (1) performing different types of listening and 
speaking tasks， (2) working individually or in small groups to prepare and give presentations， which 

may include team teaching， and (3) reading short stories or graded readers， and then writing about 

them critically. The emphasis to be placed upon each of出ese，or indeed any other， activities will be 

determined by negotiation between the teacher and students. 

評価方法:Grades will be based upon: (1) presentations， (2) examinations (there will be one written 

examination at the end of each semester)， and (3) written assignments. The details of the 

grading system， as well as the class schedule for each semester， will be determined by 

negotiation between the teacher and students. 

テキス卜名:There will be no textbook， but handouts will be distributed as necessary. 

注意事項:In order for the course to flow smoothly， it is essential for students to be willing to work 

closely wi出 others，both inside and outside the classroom， to come to class on time and 

well prepared， and to be aware of the deadlines for assignments. 
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特 男。 演 習 英 雲墨
田ロ C 

デビッドウィリアムス

DAVID WILLlAMS 

English through News and Current Affairs 

By use of authentic contemporary English language newspaper texts， web-based material and 

recorded newspaper stories this integrated course aims to develop reading， listening， speaking ahd 

writing proficiencies. The content of these materials will be largely determined by the class members. 

During class time students wi11 be expected to participate as individuals and also in smal1 groups; some 

homework preparation for class can also be expected. 1n terms of ski11s， stude時間11develop出eir

critical thinking capabilities and have practice at making short presentations to their peers. Students 

will be expected to make their own unique con出 butionto the class， and to be actively involved in each 

90 minute period. At the end of the course it is hoped that students will have gained a new perspective 

on contemporary affairs and叩11be able to express themselves better in English on a broad range of 

lssues. 

評価方法:1. Attendance 30% 

2. Participation and originality 30% 

3. Presentation 20% 

4. Examinations 20% 

テキス卜名:No textbook will be designated for this course. Handouts will be provided in class. 

注意事項:Students will be expected to provide themselves wi出 afolder (to keep the handouts) and a 

notebook (for keepirig a record of vocabulary) -a dictionary may also be useful. 
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特 見リ 演 習 英 諸
問 D デビッドウィリアムス

DAVID WILLlAMS 

English Language in Travel and Tourism 

This is a theme based integrated skills course which will enable students to develop their English 

capability through the study of travel and tourism. The course will use authentic written sources such 

as brochures and pamphlets as well as internet and other communicative ，texts. The course will focus 

on tourism issues specific to ]apanese travellers such as shopping and sightseeing but will also 

consider the cultural differences in travel between ]apan and other nations. During cIass time students 

will be expected to participate as individuals and also in small groups; some homework preparation for 

class can also be expected. As part of the assessment， students will be asked to make a presentation of 

a travel destination of their choice. In terms of skills， students will develop their understanding of 
English language travel material and gain experience at making short presentations. Students will be 

expected to make their own unique contrib，ution to the cIass， and to be actively involved in each 90 
minute period. At the end of出ecourse it is hoped that students will have acquired a new perspective 

on travel and tourism and will be able to understand， and comment on， written and aural travel material 

出atthey are likely to encounter on overseas仕ips.

評価方法 :1. Attendance 30% 

2. Participation and originality 30% 

3. Presentation 20% 

4. Examinations 20% 

テキス卜名:No textbook will be designated for this course. Handouts will be provided in class. 

注意事項 :Students will be expected to provide themselves with a folder (to keep the handouts) and 

a notebook (for keeping a record of vocabulary)・adictionary may also be useful. 
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特別 演 習 英 き五
回目 E キムウィ Jレコックス

KIM WILLCOCKS 

This is an integrated skills course， involving reading， writing， listening and speaking， and all four 
skills will be practiced in both semesters. Alllessons will be conducted in English. 

Students Will be expected to engage in a variety of activities， such as: (1) listening and speaking tasks， 
(2) discussions in small groups and (3) various individual iind group assignments. Students will be given 

more details about activities and requirements at出eStart of出ecourse. 

評価方法:(1) Attendance， (2) Participation in class and (3) Assignments. The details of the grading 
system will be explained by the teacher at the beginning of the course. 

注意事項:In order for the course to flow smoothly， it is essential for students to be willing to work 
closely with others both inside and outside the classroom. 

Students紅 eexpected to (1) come to class on time (2) actively participate in lessons; and 

(3) be wel1 prepared. 

ビジネス・インターンシップ 尋白桑柔争

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、企業の麗用環境

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環として『学生の職業銀・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、臓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毒事後学習(後期)一実習レポートの作成・提出、 ?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味し、総合的に評価する。

テキス卜名:随時、プリント等を配布する。

注意事項:実習先が市役所等の公共機関、および旅行・ホテル・運輸・新聞社・サービス等の民

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こと、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婚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。
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キャリアデザイン
はまのうえ

浜之上
品ゆ曹

幸

近年、卒業後の進路や就職を考える場合には、自らの生涯を通じてのキャリアを意識し、自発的

に形成に向けて取り組む「キャリア開発Jの必要性が叫ばれている。

この授業では、「仕事と人生Jr仕事と社会Jr生涯教育Jr女性と仕事Jr仕事と資格Jr留学と

就磯活動Jなどの幅広いアプローチを行うことを目的とする。具体的な進路としては、企業への就

職先の他に、公務員、外交官、ジャーナリスト、大学院進学、教職、 NGO、起業家などの選択肢

を幅広く取上げる予定である。

「自分がやりたい仕事は何かJrどのように社会と関わって生きて行くのかJr今後大学で何を学

ぶべきかj について考え、現実的なキャリアデザイン(設計)を目指す。

さらには「自己分析テストJなど、アセスメントツールを用いた自己の適性診断なども行う。

評価方法:出席状況、学習の取り組み姿勢・態度、レポート等の提出物の内容を加味し、総合的

に評価する。

テキスト名:随時、プリント等を配布する。

注意事項:民間企業をはじめ、社会の様々な分野で活躍されている方々をお呼びする予定なので、

本学の代表であるという自己意識・自己責任の意識を持つこと。

出席重視、時間厳守、礼儀作法重視。詳細は学期初めに掲示予定のシラパスを参照の

こと。

国際ボランテイア体験
たか ぎ

高木 耕 一一円
近年、異文化交流や国際理解の機会(実地体験授業)を要望する学生の声が多く聞かれるように

なった。かかる事情を考慮して、大学では、平成14年度より国際教育交換協議会(カウンシル)が

主催する f国際ボランティアプロジェクトJへの参加者の中から希望者に対して単位を認定する制

度を試験的に導入することとした。「プロジェクトJを通じて異文化理解と国際交読を実体験する

ことがねらいである。単位取得希望者には、カウンシル主催の説明会への出席、報告書の作成と提

出、体験談の発表などの課題が課されることになる。なお、本制度に関するオリエンテーションと

報告書の作成指導、および採点は、国際言語文化学科講師の高木が担当することになった。

評価方法:説明会への出席、 IプロジェクトJへの参加、報告書の作成と提出、体験談の発表な

どの課題を総合的に判断して、単位認定を行なう。

テキスト名:基本的にテキス卜は使用しない。

注意事項: rプロジェクトJは7月-9月に2-3週間の予定で実施、 1日平均5時間の共同作

業でタスクにあたることになる。参加は必要経費の負担を含めて基本的に参加者本人

の自己責任下に行なうものとする。説明会や体験談発表会、報告書提出締切りなどの

日程は追って連絡があるので、掲示物に注意しておくこと。また、不明な点は参加者

自身が積極的に情報収集に努めること。
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，5，な だ 曹ょう 』

インドネシア文化実地研究 舟田京子
箸 jR遍いち

各年、春期、夏期の2園、 1ヶ月間の語学研修を行う。

研修地はインドネシア、東部ジャワ州のマラン市にある私立ムルデカ大学および西部ジャワ州の

バンドン市にある国立パジヤジャラン大学である。午前中は大学での語学研修、午後はチューター
との課外活動およびインドネシアの伝統文化を学ぶ実習をおこなう。

インドネシアの一般家庭に滞在し、大学では日本で学んだ個人個人のインドネシア語修得力の再

確認と日本では学べない別の角度から見たインドネシア語を学習し、更に実際にインドネシアの伝

統、文化を学んでもらう。

評価方法:試験、授業への参加度を総合的に評価

卜ライ スペイン語
え とう いち ろう

江藤一郎

スペイン語の文法全体を、浅く，広く教えて、辞書をひいて、簡単な読み物が読めるようにした
い。また旅行に行つてなんとか現在形だけの活用で、最低限必要な会話ができるようにしたい。今
年は集中講義になったが、薄い教科書で、すくなくとも直説法の時制はすべてカバーできるように

したい。

評価方法:授業の出席が一番重要視される。

テキス卜名:未定

-429-



子

子

も
日
ち
E
-

と
矢
吉
署

た
固
い
差

糾
麗
ね
慣

三五
回目スンフイト フ

フランス諮を本格的に学ぶゆとりはないが、ちょっとだけかじってみたい。そんなニーズに応え

る入門的な体験講座です。フランス語の音声、文字、語集、基本表現をちょっとだけ勉強します。

文法も最後まで終えるなどという大胆な発想はもたず、必要最小限に留めます。フランス語を学ぶ

道筋をある程度つけ、フランス語ってこんな言葉なんだという感触を与えることを目指します。言

語の背景にある文化や旅行についても触れ、他の言語との簡単な比較も試みます。

集中講義として 1日3こま 4日間で行います。

フ

評価方法:平常点と簡単なテストにより評価します。

いわ い み吉章

岩井糞佐紀
ホアンアインティー

HOANG ANH THI 

量五
回目ム

テキス卜名:開講時に教室で指示します。

ナ卜

注意事項:定員25名とします。

べイフ卜

ベトナム語は、中国語やタイ語と同様、声調言語ですが、漢字や民族文字を使う中国語やタイ語

と異なり、ローマ字を使います。もともとのベトナム語の音韻を区別するために、ローマ字に記号

が付いた変造文字が作られました。例えば、 11もある母音は、ヤマ記号やお皿の記号、ひげの記号

がつくなどして音韻を区別しています。ぞれに重ねて、声調記号が付け加えられます。

文字はこのようにそれほど難しくはありませんが、我々日本人にとって最も難解なのは、会話や

ヒアリングでしょう。音やトーンの微妙な違いによって意味が異なってくるベトナム語を駆使する

には、相当の努力が必要です。あいさつや短い会話などを練習することで、徐々に馴らしていきま

しょう。
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評価方法:授業態度および期末試験

テキスト名:未定



トライ・インドネシア語
ふな だ

舟田
曹.1:う

尽 子他

選択外国語のインドネシア語 1a、bを時間的に受講することができない学生、あるいはインド

ネシア諮 1a、bを受講する前にインドネシア語とはどのような言語なのか知って、少し試してみ

たいと思う学生向き。

90分授業を12回行い、その中で簡単な会話ができるようになる程度の文法を会話を交えて解説する。

評価方法:筆記試験、授業への参加度を総合的に判断

テキス卜名:未定

トライ・ボルトガル語

ボルトガル語に触れてみる

1.m 
1-4年
轟申請語

ブラジル、ポルトガル、 5つのアフリカ諸国など、ポルトガJレ語を公用語とする人々は現在約2

億人を数え、世界で7番目に多く話されている言語です。「ボタンJや「カルタJなど、ポルトガ

ル語を語源としている日本語もあります。アルファベットは英語と同じなので、入りやすい言語だ

と言えるでしょう。

Jリーグのサッカー選手や、 K-lやPRIDE等の格闘室長、ボサノヴァの歌手など、日本でもなじみ

の深いブラジル人が実際に話している言葉を紹介します。また、日本国内には現在25万人ものブラ

ジル人が在住しており、ポルトガル語を実際に使う機会は思ったよりも早く訪れるかもしれません。

評価方法:出席が評価の中心になりますが、力試しの小テストを実施する予定です。

テキス卜名:コピーを配布して使いますが、さらに学習レたい人のために参考図書を紹介します。
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| 国際コミユマーシヨン学科 I 



1.外国語科目

~釧man Engl刷 E

Freshman English 1， n (IC) 

1 4 単位|

11 年|
|前期・後期|

百leFreshman English course is an integrated skills course which aims to develop students' overall ' 

proficiency. The course， based on thematic units， requires a lot of interaction in the classroom. Each 

unit includes a variety of activities and assignments which aim to improve English skills. 

Reading 1， n 

Reading 1. n (IC) 

| 2単位|

| 1 年|
|前期・後期|

This class focuses on the development of reading skills， strategies and vocabulary. The reading 

materials are mainly non-fiction texts， dealing with world issues. Extensive reading outside the 

classroom will also be required. 
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Writing 1， n 

Writing 1. n ( IC) 

I2単位 1
| 1 年|

|前期・後期|

The students study the s位uctureof English paragraphs and essays. The second half of the course 

deals with the writing of academic research papers. 

Sophomore English 1， n 

Sophomore English 1 • n ( IC) 

|2単位|
| 2 年|
|前期・後期|

The purpose of Sophomore English is to expand the language and cognitive skills that students 

developed in Freshman year. 

Lessons will focus on encouraging critical thinking and practical expression of students'opinions 

through a study of global issues. 

Students will be expected to actively participate in class as出iswill be the essence of a successful 

learning experience. 
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Media English 1， n 

Media: English 1 I n ( IC) 

| 2単位卜

| 2 年 l
|前期・後期|

Media English intrqduces the students to the English of newspapers and TV news. The focus is on 

improving reading and listening skiUs， with an emphasis on the vocabulary and discourse features of 

the media. Students will be expected to partieIpate in discussions of media topics and write summaries 

and repo此s.

ausiness English 1 E 
マーク フレイザー

MARK FRASER 

Business English is an English language class for students planning to work in business in the future. 

The aim of出iscourse is to provide a general introduction to出euse of English in the business world. 

The focus of the classes will be on developing English language skills used in various business contexts， 

such as gree出 gs，planning， comp姐 yI1lIormation and business communication. 

百lecourse will also cover issues concerning businesses in the 21st century， such as globalisation 

and business ethics. 

評価方法:Class and group work， participation， final exam 

テキス卜名:No assigned text 

注意 事 項:Preference will be given to second year students in the Department of International 

Commurucation 
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Business English n. E 
マーク フレイザー

MARK FRASER 

Business English is an English language class for students planning to work in business in the future. 

The airn of出iscourse is build on skills and knowledge developed in Business English 1. The focus of 

the classes will be on developing a business plan for a new business ventぽ e.

Areas covered during the course include marketing， company and product descriptions and finance. 

評価方法:Class and group work， participation， newspaper journal and major project 

テキスト名:No assigned text 

注意事項:Prefetence will be given to second year students in the Department of International 

Communication. 

Pre-requisite:Business English 1 

Language.Lab E F 
ショーンサザランド

SEAN SUTHERLAND 

The aim of出iscourse is to improve the English pronunciation and listening comprehension of白e

participants. The rh戸hmand intonation of English is learned through practicing individual sounds， 

words， and sentences. The class includes various kinds of pronunciation practice， such as individual 

recording and interactive tasks. 

評価方法:Regular attendance is required. 
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2.基礎科目

L竺 礎 演 習-1-28
2 !吾在
T一一事

前一一雨

本演習においては、演濁形式を通じて、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、その他、大学における研究生活のあり方等、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する。

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

とになる。

評価方法:成績の評価は、出席点・平常の学習態度・提出物などを総合的に判断する。

注意事項 :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が指定されるが、後期

の演習は学生が自由選択するクラスとなる。

基 ' 礎 演

日本人の教育観

習 -29 伊藤 敬

211f百
T一一軍

広田照幸著『日本人のしつけは衰退したかー「教育する家族jのゆくえ』を取り上げ、われわれの

教育観をあらためて見直してみることにする。たとえば、よく「家庭の教育力が低下したJといわ

れるが、ぞれはどうなのか。家族、学校、地域との関係を含め、歴史的、社会学的視点などから検

討することにより、さまざまな事実が明らかになってくる。この演習を通じて、一般的常識的なも

のの見方にとどまらず、多面的に、より本質的な問題のとらえ方、論理の立て方など多くのことを

学ぶことをねらいとする。

評価方法:レポート提出。出欠席を考慮する。

テキス卜名:広田照幸著『日本人のしつけは衰退したかー『教育する家族jのゆくえ』揖般社現代新

ー講談社

注意事項:受講生は20人までとする。
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基 礎 演

評論文をつくる

習 -30 ひ かさかっ し

樋笠勝士
Z豆E亙
1 年
福一一扇

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。この基礎演習では、このようなコミュニケーシ

ヨ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、できるだけ客観的

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J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

基 礎 演 習-31 話ゑ 耕
2 亘吾E宣
T一一軍

後期

教科書中心の学習をしてきた高校生までの教育とは違い、大学生は多数の書籍や新聞・雑誌、ホ

ームページなどから情報を入手し、自分の意見を構築していかなければならない。授業の中では、
あふれる情報の中からどのようにして必要な情報だけを選択し、どのように整理し、どのように

f自分の意見Jとしてまとめていくかというテクニックを、講師の指導の下訓練していく。

取り扱うテーマは、「異文化体験J、「発展途上国事情Jを中心とするが、基本的には各受講生が

自分で選ぶものとする。

評価方法:出席状況、レポート、プレゼンテーションによる総合的な評価

テキスト名:必要に応じて参考文献を紹介するが、基本的にはプリントを配布する。
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基 礎 演 習 -32 あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子

新聞の論評のレジュメ(要約)作成、論理の展開方法、レポートの書き方、口頭発表の内容・技

術を、演習を中心にしたグループ討論を通して指導。言語は、日本語・英語可。参加した学生は相

互のパフォーマンスを評価する。

評価方法:演習・出席及び参加状況を評価し、学生聞の相互評価も考慮する。

基 礎 演 習 -33 ふじ た とも

蔵田知子

口頭発表とレポートの作成

言語、より具体的には、日本語の成り立ちに興味をもっ人のための基礎演習です。

2 1主査
1 年
福一一扇

高島俊男 (2001)r漢字と日本人J(文春新書、 720円)をテキストとし、毎回少レフつ読み進め、

不明な個所は分担を決めて調査し、解説を加え、理解を深めていきます。学生が中心となり、教師

も参加して討論し、毎回必ず時闘をとってその回の内容についてコメントを書いてもらいます。そ

こから自分が興味をもっ問題を見つけだし、学期末に筆記レポートとしてまとめます。

評価方法:授業や討論への参加度、毎回のコメント、期末のレポートにより総合的に評価します。

出燃は当然求められます。

テキスト名:高島俊男但∞1)r漫字と日本人J(文春新書、 720円)
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基 礎 演 習 -34 みな がわ こう いち

皆川厚

理一
一

音楽の科学と実際

民族音楽学の基礎知識の紹介と，それに基づく世界音楽(ワールドミュージック)への理解。並
行して班編成を行い，各班任意のテーマとコンセプトによるCD自主制作のシミュレーションを行う。

評価方法 :各班ごとの作業及ぴ発表を評価する。

テキス卜名:テキス卜は特に用いない。

直」 礎 演 習 -35 よし むら とし

吉村稔子

2車亙
1 年
福一一扇

鎗画の見方

本クラスでは、絵画の見方をテーマに基礎演習を行います。主として西洋の素摘を題材として、
作品の見方、見たものの解釈や分析の方法、自己の見解を文章で表現する方法を学ぶことを目標と

します。毎回、具体的な課題をもとに、討論と小論文の作成を行います。

見れば分かる、という言い方がありますが、見方が不注意であったり、見たことを合理的に解釈
できなかったりすると、分かったとは言えません。文字資料を読む場合についても同じことが言え
ますが、このクラスでは絵画資料を題材に考えてみましょう。

評価方法:平常授業における提出物。

.テキスト名:適宜資料を配布します。
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L竺 史
品尚

子

世界現代史....;20世紀はどういう時代だったか

A 
やまりょうけん じ

山領健
三重ヨ互
1-4年
前 l 期

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" )。

I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。文字通り現代世界をまるごと相手にして格闘

するので教師も学生も大仕事だが、その“大変さF を逆に生かして興味の続く授業の形を工夫した

い。前期の授業では二つの世界戦争が中心になる。

評価方法:平常の授業への参加、期末試験などを組み合わせて評価する。

テキスト名:テキストについては授業での指示を待つこと。

歴 史 ~ 
ヲ』

世界現代史-21世紀への転換

E A 
やまりょうけん じ

山領健
2 1吾亙
1-4年
福一一扇

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" )。

「短い20世紀 1914'"19911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。文字通り現代世界をまるごと相手にして格闘

するので教師も学生も太仕事だが、その“大変さ"を逆に生かして興味の続く授業の形を工夫した

い。後期の授業では第2次世界大戦後の世界の激変が中心になる。

評価方法:平常の授業への参加、期末試験などを組み合わせて評価する。

テキスト名:テキストについては授業での指示を待つこと。
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歴 史 ~ 
弓一

くルネサンス史>.'I!V世紀前半

B 桂
よし 曹

芳樹
三亘3互
1-4年
爾一一葡

現代ヨーロツパ世界の基本的原形が形成されたルネサンス時代の主要問題を扱う。北イタリア3
都市国家の発展と初期資本主義の形成/フイレンツェの古典ギリシア文献学受容/書記官文化・市
民的実践倫理としての初期人文主義/フランスの後期百年戦争と「中世の秋J/ r聖なる狂気J

ジャンヌ・ダルクと魔女現象/ヴェネツィアの地中海貿易とムスリム文化の流入/プレスター・ジ

ョン伝説とポルトガル・エンリケ航海王子の海洋探険/フイレンツェのメディチ家支配とルネサン

ス芸術の革新/ルネサンス精神の精華:サンタ・マリア大聖堂/ルネサンス教皇権の確立と宗教的

協和運動の行方:コンスタンツ、パーゼル公会議/東西両教会統一フィレンツェ公会議:ピザン

ツ・ヘレニズム文明との遭遇/写本蒐集と古代思想の復活:プラトン主義、新プラトン主義、へル

メス主義、教父哲学/新たな問題意識: r人聞の尊厳Jr宇宙における人間の位置J/ニコラウス

V世の世界政策とローマの都市計画

評価方法:レポート、平常点などを総合する。

テキス卜名:教材はプリントを配布。参考文献は娘業中、適宜指示する。

歴 史
品尚

子

くルネサンス史>.~世紀後半

E B 桂 芳樹

2車在ττ互奪
後期

1453年の東ローマ帝国の滅亡と百年戦争の終結/ニコラウスV世・コジモによる五大国体制の構

築/初期ルネサンス指導者の交代と時代精神の転換/市民的人文主義から超越論的人文主義へ/フ

イレンツェ・プラトン・アカデミーの設立/宗教的普遍運動とナショナリズムの援頭/スイス誓約

同盟、プルゴーニユ戦争、スペイン統一、フランスの中央集権化/ヴェネツィア・トルコをめぐる

国際危機/争乱の70年代:パ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/新プラトン主義・へルメス主義の制覇:フィチーノとピコ/芸術の内面化、「根

源的形象界Jとしての芸術:ボッティチェッリとレオナルド/ルネサンス宇宙論・占星術・ 「へル

メス科学j の発展/ルネサンス建築・庭園の理論/ 地理上の発見/ルネサンスの技術革新:航海技

術、印刷術、銃砲/rイタリアの平和Jの終罵 :シャルルvm世のイタリア侵略/イタリア・ルネサ

ンス文化の全ヨーロッパ的光被

評価方法:レポート、平常点などを総合する。

テキス卜名:教材はプリントを配布。参考文献は授業中、適宜指示する。
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歴

日本国制史

史
品尚

子 C 粛藤 融
Z官官
1-4草
爾一一扇

日本の古代における国家の形成は、東アジアの国際環境と切り醸して考えることは出来ないが、

原始的な国家機構は巨大古境に象徴される大和政権期にも存在した可能性が指摘されている。中華

帝国の律令法典を国家運営法として受容することを契機に成立した古代国家が、どのようにして中

世田家に移行したのかについて国制史という観点から概観し、日本史に対する種解を深めることを

目標とする。なお、ここでいう国制史とは、単なる政治史ではなく、各時代における国家の性格の

相違を踏まえた国家史を指す。

講義例:大和政権/聖徳太子と大化改新/天智・天武朝/律令国家/天平時代/桓武朝/

延喜・天暦の治/摂関政治/院政/平氏政権と鎌倉幕府の成立/執権政治/

得宗専制政治/建武新政

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:佐々木準之介ほか編『栂論日本歴史j吉川弘文館

歴

日本国制史

史
鼻凶

手 E C 粛藤
dヨb
融

2 ij!m 
Tτ互草

日本の中世国家は武家政権が公家政権を凌駕する形で展開していったが、応仁の乱などを契機に

中世的秩序が崩壊し、群雄割拠の戦国時代を経て新たな幕藩体制が形成されて近世国家に移行する。

その実態を国制史の観点から概観して、日本の前近代に関する理解を深めることを目標とする。

講義例:足利幕府/義満の時代/応仁の乱/戦国大名/織豊政権/江戸幕府の成立/

元禄時代と正徳の治/幕政改革/藩政改革/黒船来航と尊皇嬢夷

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:佐々木準之介ほか編 『徳論日本歴史』吉川弘文館
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歴 史
鼻晶.r，

弓ー

対外交渉史(東アジアの日本)

D 粛藤 “事融
芝草在
Tτ互草
前一一扇

近代における国家聞の通交とは質的に異なるが、前近代においても様々な形で国家聞の交渉は行

われてきた。古代から中世に掛けて、日本は中国王朝を頂点とする東アジアの国際秩序のもとでど

のような国際関係を取り結んでいたのかを概観して日本史に対する理解を深めることを目標とする。

講義例:貌志倭人伝/倭の五王/遺階使/百済救援の役/遣唐使/新羅と溺海/

遣唐使廃止とその後/日宋貿易/元冠/日明貿易と倭冠

評価方法 :論述試験と平常点

テキスト名:西崎定生『古代東アジア世界と日本』岩波現代文庫

必要に応じて参考文献を講援申に紹介する。

歴 史
品尚

子

対外交渉史(世界の中の日本)

E D 粛藤 融
2事在
Tτ互草
福一一扇

古代から中世前期における日本の対外交渉は、中国王朝を頂点とする束アジアの国際秩序を前提

に展開していたが、中世後期になると、西欧社会が大航海時代を迎えたことで否応なしに西欧を基

軸とする国際環境の渦に巻き込まれることになる。中世後期から近世に撹けて、日本がどのような

対外交渉を行っていたのかを概観して日本史に対する理解を深めることを目標とする。

講義例:日明貿易と倭怠/南蛮貿易/鎖国/長崎貿易/朝鮮通信使/琉球慶賀使/

黒船来航と開国/安政条約

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:西崎定生『古代東アジア世界と日本』岩波現代文庫

必要に応じて参考文献を捕獲中に紹介する。

- 446-



歴 史

近代世界とヨーロッパ

品尚

子 E 
ュ U~ マー 12 単位|
遍藤美挙 11-4年|

|前期|

「近代世界システム論Jでヨーロッパ近代史を概観する。この講義は、「ヨーロッパ中心の歴史

観Jに検討を加え、「非ヨーロッパ的Jな視点で歴史を再考するとともに、現代社会におけるアジ

ア(日本)の立場や役割について一考することを最終目的とする。講義の主なテーマは次の通りで

ある。大航海時代から始まる「中核J、「周辺J理論/なぜヨーロッパが「中核jになったのか/fヨ
ーロッパの発展Jがもたらしたもの/f後進Jf先進Jの意味/f近代世界システムJの展開(ポ

ルトガル、スペイン、オランダの場合)/イギリスの工業化と奴隷貿易/なぜイギリスが最初の工

業国になったのか/フランス革命がもたらしたもの/イギリスの「産業箪命j の意味/イギリスは

「衰退j したのか/移民の問題(中核から周辺へ)/ r近代世界システム諭jの今後/世界のヘゲ

モニーを緩るのは誰かノアジア(日本)の立場と役割j

評価方法:レポートもしくは筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:未定(最初の授業で指示する予定)

歴 史

近代世界とヨーロッパ

品尚

子・ E E 
えんどう み ゆき

遠藤美幸
芝音Z在
1-4王手
議----.UJ

f近代世界システム論jでヨーロツパ近代史を概観する。この講義は、「ヨーロツパ中心の歴史

観Jに検討を加え、 f非ヨーロッパ的j な視点で歴史を再考するとともに、現代社会におけるアジ

ア(日本)の立場や役割について一考することを最終目的とする。講義の主なテーマは次の通りで

ある。大航海時代から始まる「中核J、「周辺j 狸論/なぜヨーロッパが「中核jになったのか/fヨ

ーロツパの発展j がもたらしたもの/f後進Jf先進Jの意味/f近代世界システムJの展開(ポ

ルトガル、スペイン、オランダの場合)/イギリスの工業化と奴隷貿易/なぜイギリスが最初の工

業国になったのか/フランス革命がもたらしたもの/イギリスの「産業革命j の意味/イギリスは

「衰退Jしたのか/移民の問題(中核から周辺へ)/ f近代世界システム論Jの今後/世界のヘゲ

モニーを握るのは誰か/アジア(日本)の立場と役割j

評価方法:レポートもしくは筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定(量初の捜業で指示する予定)
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哲 ~ 

子

再び孤独について考える

A 品釜議長
三三E亙
1-4年
前一一扇

人間は皆孤独である。決して他人の心は見えないし、言語などを使って可能な限り内面を伝達し

ようと(あるいは聞き取ろうと)しでも、完全に同じものを共有することは不可能である。その上

「私Jからしか世界は見えない。どのようにしても客観的な立場、第三者的な立場、自分の価値観

を隠れた立場に立つことはできない。どのように考えても常に f私Jが存在し、つきまとい、しか

もその「私Jというフィルターを通じてしか世界は見えてこないからである。このように考えてく

ると、「社会jや「友人Jや「恋人Jや「言語Jや「コミュニケーションjや「同じ経験j とし、っ

たものは一体何のために成立し、或いは、どうして成立しているのであろうか。もしかしたら、そ

の成立は幻想なのであろうか。もしそうなら、どうして幻想という資格で成立しているのであろう

か。或いは、もしかしてそれは、幻想ではなくて、そのような「一致Jや「共有j を実現しうる

(または、実現の可能性を信じられる)論拠をもっているのであろうか。

このような問題意識を皆で考えてゆきたいと思う。授業は人数が少なければゼミ形式をとる予定

である。

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。

哲
品尚

子

更に孤独について考える

E A 樋笠勝士
2雇1萱
1-4年
優一一雨

前期の問題意識を前提にして、人聞の絶対的孤独やその克服の可能性等の問題を、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。

テキス卜名: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。
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哲
品尚

子 B 
ひ かさかっ し

樋笠勝士

一一
一

大学と哲学

「哲学と依何かJという問い吾、「大学とは何かJとドう聞いに絡ませて考えてみたい。それを、

以下のような講義の構成で進めていきたい。

1)イントロダクション: r知への愛j としての哲学

2)哲学の外側:広義の哲学としての教養活動(パイデイア)

3) 哲学と教養と恋:プラトンの場合

4)哲学と教養と学問:アリストテレスの場合

5)大学の成立: r大学 (universitas)Jとは何か

6)大学の教養教育 liberalartsの志向するもの

7)哲学と大学

評価方法:試験で判断する。

テキス卜名:適当なテキス卜を教室にて指定する。

哲
品u，
・子 E B 

ひ かさかっ し

樋笠勝士

一一
一

教賓と哲学

「皆学とは何か/大学とは何か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。前期の概説を踏まえて、後期は特殊講義を行う。また、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錬する。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・試験等で総合的に判断する。

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 IB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。
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哲

問題意讃の発現

会同
守与 C 

ひ かさ かっ

樋笠勝士
芝草1豆
1-4年
前一一雨

哲学的な活動には、その探求の欲望の内容から見て大きく分けて二つある。「世界を知りたいJ

と「自分を知りたいJである。古代哲学から始まって、この二つの問題意識は、それぞれヴァリエ

ーションをつくりながら、また相互に関わりながら現代にまで行き渡っている。その両者の関係は、

極端な場合だと、 f自分を知るJことが、そのまま「世界を知るJことになることもある。また、

議然と区別して、どちらを採るかという要求を掲げるものもある。このように、見方によって相当

隠れた思索が誕生してしまうことから、何が見えてくるであろうか。或いはそこに何か知られざる

基本的な問題があるだろうか。このような立場から、本講座では、この二つの問題意識自体と、そ

の関係について考えたいと思う。

この問題意識について、学生もできるだけ自分の問題として(実は自分の問題そのものなのだが)

受け止めてもらえればと考えている。

評価方法:試験で判断する。

テキス卜名:適当なテキス卜を教室にて指定する。

L竺
問題憲磁の展開

品尚

子・ E C 樋笠勝士
2.& 
1-4年
後期

前期に考察した「哲学的な活動Jについて、更に深めて考えてみたい。前期が基礎編だとしたら、

後期は応用編である。先ず、関連する文献を読んで問題意識を共有することを目指す。そして、実

際の人間の活動を、クラスでディスカッションして、できればプレゼンテーションも検討したい。

履修者数によって変わるが、もし人数が少なければゼミ形式を採用したいからである。

最初に集まった学生からアンケートをとって、どのような問題意識があるのか、ぞれをどのよう

に授業に生かしていくのかを学生と共に考えたいと思う。

評価方法:試験で判断する。

テキス卜名:適当なテキス卜を教室にて指定する。
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倫 理

近代の f方向づけj

品拍

手 A . B み やけ まさ ずみ

宅正純

芝草在
1-4年
前一一扇

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J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、 f自由主義的個人主義Jr近代家族j

「競争社会Jr自然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。

テキス卜名:プリント、および『それからJ(夏目潮石、角川文庫版)。

注意 事 項 :倫種学 Iを履修した者にのみ、倫理学IIAの受講を許可する。

L竺 理 ー砧寺・ n . A . B 

ひとを f理解するJとはどういうことか

み やけ まさ ずみ

宅正純
2草在
Tτ互草
福一一扇

本講義では、「所有関係Jと「他者理解J、また「恋愛Jと f友情Jを主題として取り上げ、これ

らにおける「言語Jの機能や「時間性Jのあり方を考察する。その際、知覚世界の論理(メロデイ

や色彩の現われ方)について論じ参考とする。、

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(夏目淑石、角川文庫版)。

注意事項:倫理学IIAは、倫理学 Iを履修した者にのみ、受講を認める。
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宗教学 1 A B 

宗教現象の諸相

ゃ うち よし あき

矢内義顕
2*&  
Tτ互草
前期

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。

1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。

テキスト名: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 n A 

世界の諸宗教

B 
ゃ うち よし あき

矢内義顕

2 車て直
1-4年
優一一扇

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、以下の三つの宗教を取り上げ、それらの歴史的発展形態をたどることによってk諸宗教への

埋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。

1ユダヤ教 2キリスト教 3イスラーム

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。

テキスト名:教科・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
品 同
守与 A B いい だ

飯田
いさむ

勇 理一一
『古事記』の神話

『古事記』を取りあげ、日本神話を概観する。日本最古の古典である 『古事記』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、 『古事記』という書物に、このよ

うなかたちで記載されていることを知っている人は、かなり少ないに違いなし、まず、 『古事記』

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』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途

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』

文
品尚

子 E A B 飯田
いさむ

勇

言宮古
1-4葦
後期

万薫の恋敵

!文学11の講義では、特に 『万葉集』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、 『万葉集』の恋歌の有り

様に求められないこともない。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。

テキス卜名:教材は講義時に配布する。
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文
品 尚

子 C D 
いの うえ まさ あっ

井上正篤
Z 雇亙
1-4年
前期

「愛J、f罪J、「死J、「実存J等をキーワードに、内外の名作を鑑賞する。小説のこまやかな読み

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

そのビデオを鑑賞する。

評価方法:レポートを課す。 詳細は掲示する。

テキス卜名:サガン : r悲しみょこんにちはJ(新潟文庫)

石川達三: r青春の躍鉄J(新潮文庫)

文

その他

鼻晶.r，

守一 E C D 
いの うえ まさ あっ

井上正篤
芝 草E
1-4年
後期

「愛J、「罪J、「死J、「実存J等をキーワードに、夏目激石の名作を鑑賞する。小説のこまやかな

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

作品はそのビデオを鑑賞する。

評価方法:レポートを課す。 詳細は掲示する。

テキスト名:夏目潮石: rそれからJ(岩渡文庫)

夏目瀬石: WこころJ(岩波文庫)

その他
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美 術 史 A 蓄詩誌宇
2 雇 E
Tτ互草
福一一扇

東洋の仏教美術

日本を除く東洋諸地域(雨アジア、東南アジア、中央アジア、中園、縛国)の仏教美術(建築、

彫刻、絵画、工芸)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。

テキス卜名:前回線作監修 Hカラー版]東洋美術史』美術出版社

評価 方法 :試験、レポート。

美 術 史 E A 
よし むら とし

吉村稔子

2 単位|
1-4年|
後 期 |

日本の仏教美術

日本の仏教美術について概説します。飛鳥から鎌倉時代の仏教美術(建築、彫刻、絵画、工芸)

の代表的作例をとりあげ、同時代の東アジア美術の様相に言及しつつ、日本の仏教美術史の展開に

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:試験、レポート。

テキス卜名:辻惟雄監修 nカラー版]日本美術史』美術出版社
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美 術 史 B 
あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子
三三亘亙
1-4年
盃二二璽

パリの美術館を訪ねて:オルセ一美術館

パリの美術館の代表的作品を鑑賞しながら、作品を美学・美術史上のみならず、地理、歴史、社

会学・社会史他様々な観点から分析し、美術作品を一人の人間創作としてのみならず、その時代の

創造として総合的にとらえることによって、美術により深い興味を喚起することを目標とする。例

えばマネの「草上の昼食Jを取り上げ、この絵が、この時代 09世紀後半)フランスでどういう意

味をもったのか? マネとはどういう画家か? この絵に反映されているイタリア・ルネッサンス

絵画の伝統は、どのようなものだったのか? 登場人物は、どういう人達なのか? 彼らの生活様

式はどのようなものであったのか? 等を探ってみよう。スライド・ビデオをフルに活用し、発表、

クラス討論を重視する。展覧会、美術館の見学も可能。

評価方法:授業の出席状況、発表やクラス討論参加の状況、レポート

テキスト名:高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブック~ (新書館、 1鈎8)

干足伸行監修『西洋美術史~ (西村書居、 2印刷

ヴァレリー・メテ『オルセ一見営ガイド11(Art Lys，l鈎9)

美 術 史 E 
I ~，.~.~ ~，，_ I2単位

BI益iR-フォール鎚争| 1-4年
| |後期

パリの美術館を訪ねて:ルーブル美術館

yレープル宮殿の歴史と、宮殿に住んだ王侯費族の宮殿生活について簡略に既説した後、宮殿が美

術館になった経緯や、美術館の豪華なコレクション成立過程を探索してみよう。またコレクション

の代表作品、例えば、古代オリエントの浮彫、エジプトのネフエルティティ像、ギリシャの「サモ

トラケのニケJrアヴィニオンのピェタJ、ドラトウールの「マグダラのマリアj、ダヴインチやウ

ッチェルロ等イタリア・ルネッサンスの画家遣の作品を一点ずつ詳細に鑑賞し、美的鑑賞のみなら

ず各時代に生きた人々の社会環境、生括様式や歴史的背震を探ってみる。スライド、ビデオをフル

に活用、発表、クラス討論を重視する。

評価方法:授業の出席状況、発表、クラス討論参加状況、レポート

テキス卜名:高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブック11(新書館、 1998)
千足伸行監修『西洋美術史11(西村膏庖、 2庇氾)

ヴァレリー・メテ『ルーブル見学ガイド11(Art Lys，2α)()) 
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2.亙
1-4年
前期

A 子知
た

田藤門入
品尚

子・
霊童
ロロ国

外国語を学ぶ私たちは絶えず新しい知識を吸収し、話す、読む、書くなどのいろいろな実践を

行っています。ぞうした営みと平行して、母穏を含めた広い意味でのことばが私たちにとってどの

ような意味をもち、生きていくなかでどのようなカとなりうるのか、その限界も含めて考えてみる

ことが大切です。私たちはことばと一生つきあいながら社会のなかで生きていきます。ことばがも

っ性質をより深く理解し、人間らしく生きていくためにことばの力を身につけたいものです。授業

の前半は皆さん自身に青木三郎著 『ことばのエクササイズ』のなかの課題に取り組んでもらいます。

授業の後半で教師が解説を加えます。触れられていない項目についてはプリントを配布して補うこ

ともあります。

f入門Jなので 1-2年次での履修をお勧めします.

評価方法:課題とレポートによる。

テキスト名:青木三郎ロ∞2)rことばのエクササイズ』ひつじ膏房、 14∞円。

注意事項:履習希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。

2.& 
1-互草
福一一葡子知

た

田蔵A E F可入
会同
号』諸

問
一
言
問

。

前期にひきつづき、青木三郎著 『ことばのエクササイズ』を使用します。できるだけ、前期・後

期と連続して履修することをお勧めします。授業の進め方も前期と同じです。授業の前半は皆さん

が 『ことばのエクササイズ』のなかの課題に取り組み、後半で教師が解説を加えます。

「入門Jなので 1-'2年次での履修をお勧めします。

評価方法:課題とレポートによる。

テキスト名:青木三郎位∞2)rことばのエクササイズ』ひつじ書房、 14∞円。

注意事項:履習希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。
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1:::::1 
雪量
ロロ

声晶ι
子 入 門 B 

いし い やす お

石 居康男
Z耳E在
Tτ互草
前一一雨

ことばの宇宙(1)

ことばを材料とする理科の時間。言語を形作る究極の要素とは何なのか、音と意味という異質な
ものが結びつけられる言語システムとはいかなるものか、そのようなシステムが私たちの脳に発達
することの意味を考える。

評価方法:成績は中間試験と期末試験の2回の試験の成績に基づいて判定する。

テキス卜名:テキストは未定。初回の媛業で指示する。参考・として以下の本を挙げておく。
中島平三・外池滋生『言語学への招待』大修館.后， 1994. 
井上利子・原田かづ子・阿部泰明『生成言語学入門』大修館.后， 1鈎9.
橋爪大三郎『はじめての構造主義』講談社現代新書898，1悌8.

注意事項:履修希望者多数の場合には、履修者制限を行う可能性があるので、履修希望者はかな

らず初回の授業に出席すること。また、このコースは 1，II を合わせて初めて内容的
に完結する。したがって、同一担当者の「言語学入門IIJを後期に続けて履修するつ

もりで履修計画をたててほしい。

E司
五回==ロ

品同

子 入 F司 E B 
いし い やす お

石居康男
2 事E
1-4年
後期

ことばの字宙 (2)
「哲学(= r自然哲学Jすなわち今日の「自然科学J) は、宇宙というこの壮大な書物に書かれ

ている。この書物は、いつもわれわれの限の前に聞かれている。けれども、まずその言葉を学び、
ぞれが書カ通れている文字が読めるようになるのでなければ、この書物を理解することはできない。

(ガリレオ・ガリレイ)J人間言語という宇宙を読み解く。「言語学入門 1Jの続き。

評価方法:成績は中間試験と期末試験の2回の試験の成績に基づいて判定する。

テキスト名:テキストは未定。初回の捜業で指示する。参考書として以下の本を挙げておく。

井上和子・原田かづ子・阿部泰明『生成言語学入門』大修館書盾， 1鈎9.
竹内外史『新装版 集合とは伺か』講談社ブルーパックス1332，2∞1. 
渡辺正雄『科学者とキリスト教ーガリレイから現代まで』講談社ブJv-ーパックス印6，1987.

注意事項: r言語学入門IJの単位を取得済みの者に限る。本年度前期に石居担当の「言語学入門

1 Jを履修した人は、(内容の連続性から考えて)続けて履修することが望ましい。
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昌語学入門 1 C 
い苧み

泉 邦寿
2 盈
Tτ互草

重二二璽

この講義では人聞の「ことばJについて、その機能と構造はもちろんのこと，人間の認知能力と

のかかわりや，社会，文化といった言語外との関係をも視野に入れた広い立場から考察していきた

いと思います.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.前期、後期を

通すと、音声から意味・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ます。ことばの研究がふつうに考え

られているより広い地平へと通じていることを知ってもらうこともこの授業の目標のひとつです。

前期のこの授業では、言語研究の対象としてのことば、ことばの積類と分類、ことばの機能ーコ

ミュニケーション上の機能、社会的機能一言語記号の性質、音声・音韻・形態素などを扱う予定です。

評価方法:定期試験、出席状況、課題等を総合して決めます。

テキス卜名 1鈴木孝夫『教養としての言語学Jrことばと文化』、両方とも岩漉新書。

E司
圭量
ロロ

品尚

子 入 門 E C 
いずみ

泉 邦寿
三重ヨ互
1-4年
福一一扇

この講義では人間の「ことばJについて、その機能と構造はもちろんのこと、人聞の認知能力と

のかかわりや、社会、文化といった言語外との関係をも視野に入れた広い立場から考察していきた

いと思います。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。前期、後期を

通すと、音声から意味・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ます。ことばの研究がふつうに考え

られているより広い地平へと通じていることを知ってもらうこともこの授業の目標のひとつです。

後期的この授業では、主として統語論、意味論、語用論の分野の問題を扱う予定です。

評価方法:定期試験、出席状況、課題等を総合して決めます。

テキス卜名:鈴木孝夫『ことばと文化』、『日本語と外国語』、両方とも岩波新書。
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Eヨ
雪量
ロロ

品尚

子 入 門 E D 藤田知子

昨年度前期に開講した「言語学入門 1CJの後半部分に当たる授業です。

2 単位
1-4年
前期

言語学の分野である形態論、意味論、語用論、統語論における基本的な問題の立て方と観察の方

法を、以下の具体的なトピックの分析を通して学びます。

1 )日本語の連濁 2)漢字形態素諭 3)言語とジェンダー

4) 日本語の類別詞 5)指示詞 6) 助詞「はJと「が」 など。

問題の多くは日本語から取り上げますが、自分が知っている外国語ではどうなっているのか、常

に考える習慣をつけてください。

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。

評価方法:筆記試験により評価します。

テキスト名:プリント配布。

注意事項: r入門j なので 1-2年次での履修をお勧めします。前期のみの授業であることに注

意。「言語学入門 1Jが履修済みであることを登録の条件とはしませんが、その知識

を前提として話を進めることが多くなるでしょう。履修希望者が多い場合は開講時に

抽選を行います。

ネ土 ..0. 
z5; 

社会学の基礎

鼻晶~

弓ー 1 A B やま もと

山本
~~お

功

乏「直
T二互草

亘二二璽

そもそも f社会Jとは何だろうか。あるいは、社会というものがくある >とは、どういうことだ ，

ろうか。fそんなものはない。存在するのは個人だけだJということも確かに可能だろう。しかし、

ひとはひとり個人としては存在しえない。個人を取り巻く様々な関係によって初めて彼/彼女は今

あるありかたで存続しえる。

社会学の基礎概念を中心に取り上げるが、 言葉を「覚えるj のではなく、ある概念を用いたとき、

「社会Jがどのように今までとは違って見えてくるのか、を強調したい。高校までの「社会科Jと

決定的に異なるのはこの点であろう。「社会j について学ぶと同時に、いやそれ以上に社会の「見

方Jについて楽しんでいただきたい。

最初に個人と社会の関係に関する社会学の二大巨人、 M. ウェーパーと E.デユルケムの方法に

ついて論じ、ついで何人かの社会学者を取り上げ、社会の「見方Jを取り扱う。しかる後に、個別

領域をひとつずつ取り上げていきたい。

評価方法:筆記試験を行う。

テキスト名:森下伸也 『社会学がわかる事典』日本実鎌出版社2∞1
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ネ土 ..0. 
ZJi; 

品同
号』

犯罪と非行の社会学

E A B 
やま もと

山本
訪 I 2 単位 l

|1-4年|

|後期|

様々な「逸脱現象j のうち、犯罪・非行を中心に取り上げる。少年の f凶悪化j が叫ばれ、 2000

年秋に少年法が改正されたが、少年が「凶悪化j したと言えるのだろうか。また、何かしら事件が

起こるたびにメディアでは「親がJr学校がJr社会カtJと様々な (7) 原因が論じられるが、それ

らは妥当なのだろうか。そもそも、犯罪や非行についてどうして人は語りえるのだろうか。

この講義では犯罪社会学の基本を講義し、現代日本の犯罪・非行状況について考察す

る。最後に、逸脱の社会問題化についての社会構築主義的見方について論じる。

(1) r犯罪Jr非行J概念 (2)犯罪報道、時数問題 (3)実証主義的犯罪原因論 3-1)ストレイン理論

3-2) コントロール理論 3-3)学習理論 (4) r有害環境j論 (5)ラベリング論と社会構築主義

評価方法:筆記試験を行う。

テキス卜名:テキストは用いない。適宜プリ，ン卜を配布する。

社 ..0. 
Z玄

個人が先か、社会が先か

品尚

子 C 加藤譲治

2 !宮古
Tτ互草
爾一一扇

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j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

互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』中野秀一郎、有斐閣

注意事項:出席重視
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ネ土 .0. 
Z玄

現代社会はどこへ行くのか

品同
守」 E C 加醸譲治

三豆E歪
1-4年
福一一雨

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〈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。

テキスト名: rソシオロジ一事始め』中野秀一郎、宥斐間

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。

宇土 .0. 
Z玄

品同
号L D 

個人と社会、行為と社会関係、社会構造と社会変動の社会学

産第雀彰
2*豆
1-4年
前期

自分と他人、個人と集団・組織・社会の関係を考える社会学の基本的立場を概説する。

1、社会学とその他の学問の関係 2、自然科学との違い 3、人文・社会諸科学との違い

4、個人と行為 5、役割と規範 6、集団と組織 7、文化と価値

8、社会構造と社会変動 9、近・現代を社会学はどうとらえるか

10、社会学の様々な方法

到達目標は、最低限の社会学の知識を知ることにより、個人と社会の関係について独りよがりで

はない冷静な見方を身につけることにある。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:その都度指示する。なお教科と言うわけではないが参考・としてたとえば石川晃弘他

『社会学入門』有斐聞など
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社 .0. 
~ 

働くことの社会学

品尚

子 E D 島第益義
2T在
1-4葦
後期

社会学の基本を 1Dで学んだ学生に、人の基本的な活動である職業、就労、雇用などのテーマに

ついてやや掘り下げて考えていく。

はじめに一勤労観3，000年
1、働くことの歴史一前史- a古代史から中世へ、 b歴史に記されない働き方

2、勤労観の近代ーその光と影-ar罰」から「天職Jへ b r理性Jと「疎外J

3、勤労観の現代 a細分化された労働 b r疎外感Jとその克服

4、産業民主主義と参加

5、新しい労働ーサービス経清化とサービス労働

終わりに一働くことの意味

到達呂標は、「働くことJの意味について、歴史・文化的背景を知ることで、現代における意義

や問題性を考え直してみたい。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:その都度指示するが、たとえば石川晃弘他『産業社会学』サイエンス社など

j去 品同

・子 A 
もり した し ろう

森下史郎
2車E
1-4年
直二二璽

本講議は、法学の基礎知識を理解することをテーマに、法学への道では法の解釈と適用を、刑法

では犯罪と刑罰というテーマで、犯罪とは何か、刑罰とは何か、応報刑、教育刑、少年法と刑事責

任能力、正当防衛と緊急避難、安楽死、死刑、仮釈放、執行猫予等の問題を、また労働法では労働

契約、労働条件、解雇、不当労働行為、争議行為等の問題を具体的判例を紹介しながら議議をすす

める予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキス卜名: r法学j森泉章有斐閣ブックス

参考書: r判例法学j酒井/西村鋪有斐閣ブックス
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j去 品‘4
子 E A 

もり した し ろう

森下史郎
"2"11!在
1-4年
後期

本講識は、民法、憲法の基本問題の理解というテーマで講識を進め、契約取引と法で

は、契約の成立と効力を、市民生活と不法行為では、過失責任、無過失責任の涜れの中で、不法行

為の成立要件、効果を、家族生活と法では、婚姻、夫婦、厳婚、扶養、相続、遺言等を、また憲法

では、人権の性格一普遍性、不可侵性、固有性ーという観点から、外国人の人権、人権の私人間効

力の問題、新しい人権の問題を検討する予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキスト名: r法学J務泉箪有斐閣ブックス

参考.: r判例法学j酒井/西村編有斐閣ブックス

法
品尚

子・

日常生活のなかの法

B 一一一- I2単位肴凶漏域|・1-4年
|前期

普通に暮らしている限り 、多分多くの人が裁判所に出かけることもなく、法律を意識することも

ほとんどないだろう。とすると、法律に関わるということは特別のことなのだろうか。しかし、日

常生活の中には、裁判にまでいたらないまでも法的思考を必要とする問題は少なくない。例えば、

家庭の中で物の取り合いが起こった時、どのように解決したらいいか、友達が運転する車に同乗し

ていて事故を起こした場合、友人に損害賠償の請求ができるか、といった例をもとに、法的思考と

法的解決の意義を考えていきたい。常識的な考え方と裁判所の判断のずれについても具体例に則し

て見ていきたい。

評価方法 :筆記試験

テキス卜名:松井茂配他 『はじめての法律学』有斐閣

注意事項:小型判でよいので「六法Jを用意すること。

より詳しい内容については、httφp:jjwww.kuiぬs.a飢c.伊rhaωoyamajの中の「授業案内Jを

参照のこと。
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法
品尚

子 E B 
あおやま はる 曹

青山治峨

重一
一

映画からj去を考える

法の世界はとっつきにくいものかも知れない。特に日本人にはその傾向が強いが、西洋人にも法

嫌いは少なくない。しかも、現在では法の領域も細分化され、全体像を把握することは専門家でさ

え決して容易なことではない。'そこで本講義では、法学 Iで学んだ身近な問題をさらに展開するた

めに、映画を通して法的な問題を一通り理解できるように試みる。これによって、法的思考や法的

な枠組みを知り、さらに法律の世界に関心をもってもらうことを期待している。

法的思考は、通常の常識に反する場合もあるが、それは決して非常識ということではない。英語

では法学のことを jurisprudenceという。ぞれは、複雑な現実の問題を解決するために人類が叡智

prudenceを集めてきた成果なのである。

評価方法:筆記試験

テキスト名:野田進他『シネマで法学』有斐閣

注意事項:小型判でよいので『六法Jを用意すること。法学 Iを履習していることが望ましいが、

こちらから先に受講しでもよい。

より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac担/-haoyama/の中の f授業案内j を

参照のこと。

政 ミA
Jロ

品同
守』 A 

いけ や ともあ曹

池谷知朗
2 !宮古
Tご互主主

先進諸国の政治

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

は先進デモク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ごとがあるので、積

極的に参加してほしい。
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政 治
品尚

子

デモクラシーについて考える

E A 
いけ や ともあき

池谷知閉

現代政治は一般にデモクラシーとして展開している。われわれはデモクラシーについてどの程度

知っているのだろうか。そもそもデモクラシーとは何か、歴史上デモクラシ一体制が成立するのは

一体いつなのか、デモクラシーは国民が主役の政治というが本当だろうか、日本のデモクラシーは

欧米のデモクラシーに比べて問題があるのではないか、多数決はデモクラシーの唯一の決定方式な

のだろうか。この講義では、デモクラシーについての以上のようなさまざまな疑問にたいして、ま

ずデモクラシーをどのように考えることができるかについて考察する。次いで、各国のデモクラシ

ーを比較しながら検討したい。

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E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。

新聞やTVの政治報道に接することを習慣としてほしい。

政 主ム
Jロ

現代日本政治の課題

，¥M 
守』 B 永井

ひもし
~a: 

'ロ

芝 草E
1-4年
前一一扇

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、ぞれと車の両輸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。なぜそうなった

のか、その解決策は何か。民主政治の出発、日米安保体制、 55年体制、高度成長とパプルの崩壊、

自民党一党支配の終潟、政治改革と行政改革、 f国際貢献J論と自衛隊の海外派遣、沖縄基地問題な

どをテーマに、 21世紀の日本が進むべき方向をみんなで考えてみよう。あわせて、政治学の基礎的

な概念を学ぶ。そのために、新聞・テレビ・雑誌などの政治ニュースに関心をもち、それを読み解

く力を養いたい。

評価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素も加味する。

テキスト名:テキス卜は特に指定しない。参考.は授業申に適宜紹介する。

注意事項:r政治学 1Jの次に r11 J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。
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政 主ム
'ロ

日本の「国際貫献j

品晶'"
守』 E B 

なが い

永井
… | 2 単位|

活 | 1-4年|
| 後期|

「政治学 1Jを受けるかたちで日本の国際的役割について多様な視点から考察する。主要なテー

マは、日米同盟を輸とした安全保障、アジアとの関係を中心としたOOA(政府開発援助)と経済

開発、環境保護などのグローバルな課題。日本の内外の情況が滋変ずるなかで、いずれのの問題も

既成のモデルがもはや通用しなくなってきていると同時に、国際関係のアクターの多様化にともな

ってわたしたち一人ひとりが新しいモデルの創造に参画できる時代となっている。日本国憲法を読

み直しながら、その理念を21世紀の国際社会の発展にいかしていくためにはどうしたらよいか、真

の平和とは何かを考えたい。

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)、

五百旗頭翼編『戦後日本外交史J(有斐閣)、寺島実郎『国家の蛤理と企業の諭理』

(中公新書)。その他は授灘中に適宜紹介する。

注意事項 :r政治学 1Jを受講したあとに円IJをとるのがのぞましい。

経済学 1 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 (GOP)のしくみとその決定メカニズム、経済成長と景気循環、生産と消費、物価と

インフレーション、対外経済取引と国際収支・為替レート，財政と金融政策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:筆記試験

テキスト名:r入門の入門ー経済のしくみj、大和総研、日本実業出版、 1999年、その他適宜資料を

配布する。

注意事項 i経済学 1(前期)一一>経済学11 (後期)の順に受講しでも、逆に、経済学11 (前

期)一一>経済学 1(後期)の願でもよい。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L、。
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経済学 n A B 
すげ のぶ ひこ

小菅伸彦

ミクロ経済学を中心に

(1)経清理論や経済政策の歴史的変遷、 (2)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:筆記試験

テキス卜名:未定(簡聞な教科書を用いる。)

注意事項:経済学 1(前期)一一>経済学11(後期)の願に受講しでも、逆に、経済学11(前

期)一一>経清学 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L、

IL' 理

臨床心理学入門

I!晶ι
弓ー A 

た はらしゅん じ

田原俊司
言耳fsi
Tτ互事
前一一葡

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-I0(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、穆病、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。

テキスト名:田原俊司(編著)rいじめ相談室j八千代出版

伊藤隆二・松本恒之(編)r現代心理学25章』八千代出版
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，υ 理

カウンセリング入門

島尚

子 E A 
た はらしゅん じ

田原俊司
2 葺~ f宣
Tτ互草

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11、教育心理学、教育相談のいずれか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:伊蕗隆二・松本恒之(編)r現代心理学25章』八千代出版

田原俊司(編著)rいじめ相談室j八千代出版

，υ 理

認知心理学入門

品尚

子 B . C 条命蝋 ljzg
人闘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、主として環境から受け取った情

報の処理、即ち環境の認知の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)
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IL' 理学 E 

認知心理掌入門

B . C や べ ふみえ

矢部富美枝

芝草十百「寸
1-4年|
後 期 |

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、より高次の情報処理過程である

情報の保存・利用、即ち記憶・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実蹟心理学』東京大学出版会

注意事項:定員60名(抽選)

， 

心理学 1 0 E 

祉会心理学入門

や べ ふみえ

矢部富美枝

社会の中で生きる人聞の心理過程を扱う社会心理学の中で、主として人聞の社会的行動における

自己の意味や働き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:閉田芳久他著『社会心理学』有斐間
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，υ 理 学 nD 

社会心理学入門

や べ ，s.みえ

矢部富美枝
三豆E亙
1-4年
盃二二重

社会の中で生きる人聞の心理過程を扱う社会心浬学の中で、主として他者の認知に関する領域に

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:閉田芳久他著『社会心理掌』有斐閣

教 育
品M
子・

あずま

東 敏徳 全票
前一一扇

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。ぞれはとりもなおさず、 f教育とは何かj という間いにつながる。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

で上の聞いを考えていく。なお教臓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

行う。

テキス卜名:東 敏徳著『教育って何だろうJ(ユージン伝、 1鈎5)
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文化人類学 1 A 

異文化・他者の文化人類学的理解:基本的アプローチ

よし だ みつひろ

吉田光宏

文化人類学の基本的なパースペクティプ、概念、方法論、問題点等を検証する。

三三正亙
1-4年

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、 (7)
実証主義と解釈主義。

評価方法:筆記試験。授業への参加。

テキス卜名:テキストは、以下のような入門書からの掠粋を適宜使用。

Kottak， C. Phillip. 1997. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural 

Anthropology. 

Schultz， Emily A.，and Robert H. Lavenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspective 

on the Human Condition. 

佐藤楊哉 1992 rフィールドワーク:書を持って街ヘ出ょうj 東京:新陽社。

|文化人類学 n A 
よし だ みつひろ

吉田光宏

典文化・他者の文化人類学的理解:社会構造とアイデンテイテイ

2車直
1-互主主

異文化/他者理解のための文化人類学的視点を紹介する。以下のようなトピックを検証する:(1) 

アイデンティティ形成と反抗;(2)消費行動の社会性、政治性;(3)感情表現の文化的意味。

文化人類学の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。授業への参加

テキスト名:テキストの指定はなし。以下のようなものの擁粋を適宜読む。その他随時紹介。

Lu也， A. Catherine. 1988. Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian 

Atoll and their Challenge to Western Theory. 

Schultz， Emily A.，and Robert H. Lavenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspective 

on the Human Condition. 

浜本満と浜本まりこ編 1994 r人類学のコモンセンス』東京:学術図書出版社。
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文化人類学 1B C 
みたむら しげ たか

三田村成孝
Z 車亙
1-4年

文化人類学の基礎的概念としての文化について学んでいく。文化という概念は、そのうちに実に

多様なものを含み、それらをめぐり多くの理論が展開されてきた。文化は、人聞がっくりあげたも

のであるが、またその中に生まれた人聞をつくりあげていくものでもある。文化の遭いは民族に

、様々な特徴を与えている。 一見とらえどころのない様にも見えるこの文化というものの回りを少し

歩いてみたい。

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。

文化人類学 nB C 
みたむら しげ たか

三田村成孝
2.m 
T二互草
優一一雨

北海道アイヌ民族の文化について学んでいく。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、文化、民族について学んでいく。

評価方法:筆記試験。

テキスト名.，なし。参考文献は捜業の中で紹介する。
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文化人類学 1D E 

ヒ卜の一生

安倍
~ I‘2単位|
肇 | 1-4年 l

| 前期|

文化人類学の基本項目を、ヒトの一生という形で講義する。ヒトは自らの意思に関わらず、生ま

れ、成長し、老い、死ぬ。ここには周囲の人々が持つ価値観の一部が集約されている。と同時に、

世界中には自分たちの知らない価値観がいかに豊富に存在するかにも気がつかされるだろう。人が

持つ価値観の奥深さ、面白き、怖さを認識できるようになることが本講義の到達地点といえる。

主な内容:ヒトはなぜ「文化Jをもつのか 11死と文化 皿誕生の文化

wr一人前Jとは何か vr老Lりの文化 VIr通過儀礼j 理論

評価方法:筆記試験が原則。「一発Jに自信のないものは、各自レポートを作成の上、提出して

も良い。詳しいことは各自質問に来ること。

テキスト名:村武、佐々木(編)r文化人類学』 有斐閣

文化人類学 n0 U 
「他者jとは雄のことか

あベ

安倍
τ功喧

宰
2.& 
1-4草
福一一扇

本講義の目的は、前期で学んだことを踏まえつつ、文化背最の異なる者、すなわち他者を私たち

がどう捉えているかを考えることである。町の中で偶然、そうした人と出会い、行動を共にするこ

とになったとき、私たちは f彼/彼女Jにどのような感情を抱き、どのような行動体系に沿ってゆ

くのか。本講義では「他者Jとは何かからはじめ、ぞれが文化現象にどのように繁がるのかを考える。

主な内容:1 説話の中の f他者J 11都市の中の「他者j と I文化J m r交換j と文化 W婚

姻と文化 VDualismという発忽法 VI ethnogenesisとは何か VIIフィールドワーク

評価方法:筆記試験が原則。 f一発Jに自信のないものは、各自でレポートを作成の上提出して

もよろしい。詳しいことは各自で質問に来ること。

テキス卜名:村武、佐々木(編)r文化人類学』有斐閣
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L竺 j去 A 
会 H ・a ・ .....， I2単位 l
議~史郎 11-4年|

|前期|

本講識は、憲法の人権論に焦点をあて、近代憲法の確立過程で主要な役割を担うことになった人

間の基本的自由、平等の問題、とりわげ、法の下の平等、表現の自由、信教の自由、経清的自由、

プライパシーの権利等を、現実の社会において、どのように保障されているのか、されていないの

か、憲法の解釈論ーとくに判例を通じて批判的に検討する予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキス卜名: r憲法j猪俣、後醸編敬文堂..考.:r新版憲法判例J阿郵、池田編有斐聞双・

憲 法 E A 
…一 -一|2単位|
謀長""F史副 |1-4年|

寸 | 後期|

本講識は、現代的人権とされる社会権一生存権、教育をうける権利、勤労権、労働基本機をも含

む一公権力による不当な逮捕、監禁、拷問等を受けない保障としての人身の自由、憲法改正論争の

争点になっている戦争放棄、戦力不保持と自衛隊の問題、国民主権原理、人権論の大原別である平

等主義と矛盾する象徴天皇制等を視野に入れて批判的に検討する予定。

評価方法:定期試験

テキスト名: r憲法j措俣/後醸編敏文堂

参考書:r新版憲法判例j池田/阿部編有聾閤苅.
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憲 法

人権情

B あおやま はる き

青山治城
2 車直
1-4年
重二二璽

強盗の(金を出せという)命令と税務署の(金を払えという)要求とはどこが違うのだろうか。

それは後者の要求が f法律j に基づいたものだという点で違うわけだが、それでは、人はなぜ「法

律Jに従わなければならないのか。ぞれは、憲法の規定に基づいて正式に制定された法律だからで

ある。では、憲法にどうしてそんな力があるのだろうか。私たちは憲法の制定に立ち会ったわけで

はないのに、そんな昔の憲法に現在の我々が拘束されるのはどういうわけだろうか。この問題が、

憲法における人権論の要諦である。この点を日本国憲法に即して考えていく。

人権概念は、必ずしも法的概念だけではなく道徳的な概念としても用いられる。平和に生きる権

利とか汚染されていない環境で生活する権利などがそれにあたる。また、権利は保障されるべきも

のであると同時に積極的に獲得していくべきものでもある。従って、憲法に直接規定されたもの以

外にも「新しい人権j を考えていく必要がある。この点で、日本国憲法の人権保障は、 f法治主義j

とは異なる意味での「法の支配jの理念と深く関係していることの理解を目指したい。

評価方法:筆記試験

テキスト名:市川正人『ケースメソッド憲法』日本評鵠社

薗見俊輔他編『英文対駅 日本国憲法を読む』絶・房

注意事項:小型判でよいので「六法Jを用意すること。より詳しい内容については、

http://www.kuis.ac必1/-haoyama/の中の f授業案内Jを参照のこと。

[竺 j去 E B 
あお やま はる

青山治城

国家樋構鵠

三重3互
1-4年
後期

憲法という「法律Jは他の法令と少し途ったところがある。一言でいえば、憲法が立法者を決め、

ぞれの作る法律に正統性を与えるものだからである。つまり、何が正統な「立法権者Jであるかを

決めているのが憲法なのである。もちろん、拘束力をもった判決を下す権限をだれがもつのかを決

めているのも憲法である。法学的に言えば、そうした諸権限の総体、連鎖が「国家Jなのであり、

憲法は国家を構成するものなのである。しかし、国家あってこその憲法であり、国家が憲法を作る

のだという議論も根強く残っている。日本国憲法に即しながら、憲法と国家の関係を考える。

現在の憲法は、占領下アメリカの指導によって作られた経緯から日本国にはふさわしくないとい

う議論もある。その中には、「憲法J自体不要ではないかという「廃憲論J もある。こうした点を

考えても、現憲法の基本理念である「立憲主義Jr法の支配Jの意義を十分に理解されるように配

慮したい。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:阪本国成『憲法 1J有僧堂

鶴見俊輔他編『英文対駅 日本国憲法を臨む』相書房

注意事項:小型判でよいので「六法Jを用意すること。より詳しい内容については、

http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを参照のこと。
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経

人はなぜ働くのか

声 同

昌
品a.t，
号』

か とうじよう じ

加藤譲治
芝草在
1-4草
爾一一葡

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

よって利溜を襲得することにある。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

生身の人闘である。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』津田寓徴、有斐閣

注意事項:出席重視

経 営

「働き方jがかわる

""'" 子 E 加藤譲治

2.& 
Tτ互草
福一一扇

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鋤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 f日本的経営j 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 f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。

テキスト名:教材はそのつど配布ないし指定する。

注意事項:受講条件とはしないが、 f経営学 1Jの受講を望む。
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統 計
品尚

子 A 
しぼ はら のぷ ゆき

芝原信幸

芝草在
1-4年
爾一十葡

本講義において、まず、現実の統計データの記述に閲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。

講義に際しでは、統計解析の背後にある、統計理論を学び取っていくことを主眼&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、統計学に諜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であり、統計データ分析の醍醐味を味わって頂きたL、。

使用ソフトとしては、Excel，SPSSを用いた授業であるが、特に、SPSSの使用が必要になる人

に向いているだろう。

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。

注) SPSS:統計解析用ソフトの一つ

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。

テキスト名: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: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)

統 計 ~ 
子 E A 

しぼ はら の，S; ゆ曹

芝原信幸
2.& 
Tτ互草

重二二璽

前期の統計学 1Aで学んだ回帰分析を基礎として、主成分分析、因子分析、判別分析、クラスタ

ー分析、等々の多変量解析や、分散分析などの、統計学の応用に中心を置いた講義を中心として授

業を進めてみたい。

授業は統計解析の実践演習を主として行うことにする。

統計データ処理に興味を持つ人にとって、統計解析の醍醐味を満喫することができる授業内容で

あると思う。

統計パソコンソフトとしては、 SPSSを中心としたものであるが、随時、 Excel等の表計算ソフト

も併用していくつもりである。

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:※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。

(ただし、統計学 Iの内容程度の統計の基本的知識を持つ者は例外とする。)

※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)
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統 計
品同

子・ B 
しぱ はら の，). 申書

芝原信幸
21If"在
1~4年

亙二二重

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。

講義に際しでは、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。本講座はExcelを用いての統計データ処理を

中心に展開してい〈ことにし、必要に応じSPSS等の統計解析ソフ bも併用してになろう。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: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: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)

統 計
品同

子 E B 
しぱ はら のぷ ゆ曹

芝原信幸
E宮古
Tτ互草
福一一扇

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

論のみで終わらせないように、コンピュータを用いての実践演習を併用した授業となる。また、語
学教育等へ応用として、分散分析も紹介してみたい。

使用パソコンソフトとしてはExcelを中心とした授業展開になろう。

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。

テキスト名: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、フロッピーは各自周癒すること。

注意事項:※講座の性質上、原則として、統計学11の履修者は、統計学 iの履修者に限定する。

(ただし、統計学 Iの内容程度の統計の基本的知識を持つ者は例外とする。)

※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)
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生 物

生物と珊場とのかかわり

品同
守」 A 

てらだ みな

寺田美奈子
2車十E
1-4事
前一一雨

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J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 1回 生物と環境のかかわり①

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

7回生物と水環境

8回 様々な水環境と生物の生活

9回生物と大気環境

10回生物と土嫌環境

11囲気候と植生

12回 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。

生 物

生態系と環境問題

品同

子 E A 
てらだ みな

寺田美奈子
"21Ir在
1-4年
福一一扇

新聞やテレピ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、さらに現在おこ

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ずけながら、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

1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 10回 熱帯林の破嬢と地球環境

5回 植物生産と食糧問題 II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 12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:生物学 IAを履修していることが望ましい。
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生 物 "tM， 
寺 B 

てら だ みなこ

寺田美奈子

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>

2 !官官
1-4年
前一一扇

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

.熱手替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

-葛西臨海水族圃見学

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 ~ 
弓ー E B 

てらだ みな

寺田美奈子

一一
一

生態系と環境問題く簡単な実習とビデオテープ学習による>

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。 II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)

-熱帯林の破嬢と地球環境(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: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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化 品尚

子
お ぐらひ吉

小倉久子
2!t!m 
Tτ4~事
前期

生活化学

f化学Jと問いただけでアレルギーをおこす人はいませんか。てとも，私たちの生活はあらゆると

ころで化学の恩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，その中から「化学Jを取り出して説明します。

前期は講義(おはなし)中心に行います。

テーマ例

-ものが燃えるということ

お酒のはなし

.ミネラルと栄養

.石鹸と挽剤

・シルクとナイロン

.ダイオキシン

・原子の構造，周期表(最小限の理諭)

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.テキス卜は特に使用しない。

イヒ 品凶
守』 E 

お ぐらひさ

小倉久子 一一円
実践生活化学

化学Hでは身近な化学を実感としてとらえて貰うために，簡単な実験を行いながら，化学的な視

点を養うことを目的とします。

テーマ例

・ものが溶ける。

・酸性，アルカリ性

.生活排水と水質汚濁

.洗剤の分析

・食品添加物しらべ

など

評価方法:レポートと筆記試験

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。

注意事項:実験が主となるので， 8割以上出席して，実験レポートを提出すること。
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自然科学概論 1 A 高向
たカ'(.，
邑S
77司Z

方程式をめぐって

みなさんは中学校で一次方程式や二次方程式を、高校ではさらに次数の高い方程式を習ったこと

と思います。しかし、それらは方程式を「解く Jことに主眼をおいており、どんな方程式でも必ず

解はあるのか、 三次以上の方程式には解の公式などはないのか、などの疑問には必ずしも答えてく

れなかったと思います。

この講義では方程式に関する上記のような素朴な疑問に答えてゆくと共に、方程式の研究に心血

をそそいだガウスやアーベル、ガロア遠の業績について紹介して行く予定です。

予備知識としては、中学までに習った数学を覚えていれば十分です。

評価方法:筆記試験、およびレポートにより評価する。

テキス卜名:テキストは特に指定しません。

自然科学概論 nA たか む曹

高向 協崇

円周率、円、球の世界

みなさんは恐らく、円周率は3.14...から始まって永遠に終わる事のない数だということを聞いた

事があるでしょう。また、円の面積や球の体積が円周率を用いて計算されることも習ったことでし

ょう。しかし上に書いたようなことが何故成り立つのか説明せよと言われると、その理由は習った

ことがないのに気付かれることと思います。

実はこれらのことは紀元前の時代にすでにある人物により解明されていたことです。この講義で

はその人物が如何にして上の問題に立ち向かっていったかを紹介する予定です。

予備知識としては、中学までに習った数学を覚えていれば十分です。

評価方法 :筆記試験、およびレポートにより評価する。

テキス卜名:テキス卜は特に指定しません。
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自然科学概論 1B . C 

人類は自然をどのように理解してきたか

とく もと こと よ

徳元琴代

人類はおよそ200万年の普より、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間、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、平常点の総合評価

テキスト名:r科学史傷舗』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』平田寛朝倉膏盾

『科学の歴史』大沼正則青木.庖

注意事項 :VTR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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自然科学栂論 nB . C 

現代における科学按術の発展と人聞社会

とく もと こと よ

徳元琴代

2 1亘亙
1-4年
後期

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関われている。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突破口を見い

出したい。科学・技術が身近な存在となるだろう。

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) 巌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

ンピューター、石炭、石油、原子力開発 ー産業革命と科学・技術

(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 一現代科学・技術の特質

(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。一世界と日本の比較

評価方法:レポート提出、平常点の総合評価

テキス卜名:r科学史慨論』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図説科学按術の歴史』平田寛朝倉.庖

『病気の社会史』立川昭二 NHKブックス

注意事項 :VTR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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身体運動文化論
とみ まつ 曹ょう いち

富裕京

身体性と文化

身体は自然の一部としてヒトと文化を結ぶ座であるといわれています。ヒトの持つ身体的特性、

即ち、身体性の究極の文化の一つがスポーツではないかと考えているのです。また、現代社会で指

摘されている身体性の欠落の反比例がスポーツの今日的隆盛につながっているのではないかとも考

えているのです。

本講義は、身体各部位の持つ格言、諺を手がかりに身体性と文化の関係についてみます。あるい

は人の振る舞い、作法、呼吸、姿勢などの身体所作、さらに、基本的運動である歩行、走、跳、等

の身体性と文化について考えます。また、時には身体性確認のために自らの身体を動かしながらと

いう実践も交えた授業です。

評価方法:出席重視。レポート提出多数あり。両者による総合評価。

テキス卜名:ハンドアウトしたものをテキストとして使用。あるいは授業内で指示。

健康科学論 A

身体運動と生活習慣病

B 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の椴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，身体運動がもたらす効果について理解を深め，日

常生活での運動の生かし方を学ぶことを目的としている。

講義内容

1 .生活習慣病(がん，動脈硬化，心臓病，一糖尿病，肥満)

2.身体運動が身体機能にもたらす効果

3.身体運動の生活習慣病に対する効果

4.連動不足の害

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:捜業中にプリントを配布する。

注意事項:受講希望者が150名を越える場合には人数制限を行う。
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体育・スポーツ(バスケットボール)A. B 持動議桑

スポーツ(バスケットポール)を楽しむ

2 車一面
1-4年

爾商7夜扇

自らが積極的にスポーツに取り組み、体を動かすことの楽しさを体感する。授業は初心者・初級

者の基本的技術習得を中心に行うが、ゲームを通じての実践的な技術向上を目指すためにも早い段

階からゲームを行っていく 。中・上級者は初心者・初級者への援助を率先し助言能力及ぴ技術指導

能力を高める。

・バスケットボールの特性とルールを学ぴ、バスケットボールの楽しさを知る 0

.班ごとの練習やゲームを通じてコミュニケーション能力を高める。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。運動技能の良否

は評価の対象にはならない。

テキス卜名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:バスケットボールシューズ(室内シューズ)及ぴ運動にふさわしい服装を用意するこ

と。施設や用具及ぴ授業内容を充実させるため、人数制限をすることがある。また男

女別の人数設定を行う場合もある。

体育・スポーツ(卓球)A . B IALAs耐 b[山

卓球を楽しむ

スポーツはコミュニケーション手段として最良の方法である。楽しむために自己の技術アップを

はかり、シングルス、ダブルスのゲームを通してクラスのコミュニケーションの向上を試みる。尚、

インストラクションは英語で行われる。

評価方法 :授業への取り組み方、出席蚤視。ドリルチェック。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトあり。 VTR。

注意事項:用具は大学で用意。体育館シューズ、運動できる服装。

- 488-



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 ゅ曹

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 (FootbaIl)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。

体育・スポーツ(フライングディスク)A.B 

フライングディスクスポーツ入門

いちのせ よし ゆき

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いう)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穫では、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 吉田
あっし

敦
三旦主盆
1-4年
前~M .蚕爾

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、翌年にソフトポ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。ぞれ以後、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、ソフトボールの技術(投げる、捕球す

る、打つ)を主体的に学習し「みんながうまくなることJ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。 1.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:ソフトボールの用具(パット、ボール、グローブ)は、大学で準備されています。雨

天時には講援を行いますが、テキストは特にありません。

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 

スポーツ(バドミントン)を楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋補宏
三て車一面
1-4年

前期・後期

バドミントンというスポーツを通して、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、ゲームを主体にして基礎技能を高める。

①バドミントンの特性とJレールを学び、バドミントンの楽しさを知る。

②生涯スポーツに関われるように余暇享受能力を高める。

③仲間とともにスポーツを行う楽しさを知る。

評価方法 :1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3. レポート

テキスト名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項 :バドミントンシューズ(室内シューズ)及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。
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体育・スポーツ(テニス)A. B IALASTAIR HoELAND 

テニスを楽しむ

テニスのプレイを楽しむことのできるストローク、ボレー、サーブの基本技術をマスターし、ダ

プルスのゲームを楽しめるようにする。 60分前後の運動量は健康維持の目安になる。また学生生活

の充実プログラムとしておすすめする。尚、インストラクションは英語で行われる。

評価方法:授業への取り組み方、出席重視。ドリルチェック。まとめのレポートによる評価。

テキスト名:VTR 

注意事項:用具は大学で用意。テニスシューズは各自で用意。

体育・スポーツ(テニス) c ど いひろの1St

土井浩信

生涯スポーツとしてのテニス

この授業は、初心者初級者を中心にして行う。したがってテニスの中・上級者の受講は控えて頂

きたい。

スポーツを自ら積極的に楽しむと共に、そのスポーツの楽しみに自分がどれだけ寄与出来るのか

という、スポーツ本来の目的に対する根本的な素養をテニスを通して学習していく。テニスの基礎

的な技能の習得をめざしつつも、常に他者に対する視点を重視して学習を展開していこうと考えて

いる。

評価方法:授業への積極的な取り組み、および出席を重視して評価を行う。必要に応じてレポー

トを課す場合もある。課題に対する理解度を見ていくが、テニスの技能に関しての評

価は行わない。

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。こうした点

は受講態度としての評価の対象になる。

学習効率の関係で、受講人数を30名以内とする。希望者が定員を超える場合は抽選を行う。
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体育・スポーツ(カヌー)

カヌーを楽しむ

とみ まっ きょう いち

冨 柏 京

三 つ直
1-4年
前期

カヌーを自由に操作する技術を習得し房総の海や河川を体感する。カヌーは、私たちをより自然

に近づけてくれる占そこで、この授業では、単にカヌーの技術習得だけでなく自然環境の現実を認

識する場とする。

評価方法:実践への取り組み、出席重視。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトテキスト使用

注意事項:平常授業と夏期期間の集中合宿による授業です。実習費実費。

体育・スポーツ(オリエンテーリング&登山)
とみ まっきょう いち

冨給京

秋の山野を楽しく歩く

登山の基本要素である「地図読みJr歩き方Jなどを地図とコンパスゲームであるオリエンテー

リングをすることによって学び、その技術を登山に応用する。更に、 一泊を要する山を選ぴ「登山

計画j に基づいて山行を実施する。

評価方法:実践への取り組み、出席重視。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトあり

注意事項:土日、祝祭日の利用あり。実習費実費。
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体育・スポーツ(スクーパダイビング)

スクーパダイビング入門 (Cカード取得講習〉

むら の 曹よ み

村野清美

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行われ、そのスポーツを通じて様々

な環境について考えていこうとするものである。

.cカード取得講習

「安全潜水の基本Jr潜水知識Jr潜水マナーJr潜水技術Jの実践学習。

.自然環境理解 l

スクーパダイピングを通じて自然の大切さ、素晴らしさを体感し、自然との関わりについて考える。

.生活環境理解

宿泊を伴う実習を通じてコミュニケーション能力を高めるとともに人々との関わりについて考える。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合評価する。

テキス卜名 :Cカード取得前習用教材、実施要項及びプリントを配布する。

注意事項:前期平常授業と夏期休暇中を利用しての授業であり、宿泊形態をとるため別途費用が

必要となる。また授業内容の充実と安全性を考え受講人数を制限することがある。

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 ゆき

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。

テキス卜名: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。
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体育・スポーツ(フィットネス)A. B 

運動と健原

いちの せ よし ゅ曹

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、健康の鍛持・精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(からだ気づき)

「体力の評価Jr身体運動がもたらす効果Jr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。

テキスト名: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、施設及ぴ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(スキー)

ブリティッシユヒルズで楽しむスキー

むら の きよ み

村野清美

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

頂から下まで降りることを目指す。(滑走距隠:2000m) 

-技術に応じて班編成を行い、技術力向上を図るとともにコミュニケーション能力を高める。

.スキーというスポーツを通して自然の素晴らしさや自然との関わりについて考える。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:実施要項忍び必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:後期平常授業と春休みを利用しての授業であり宿泊形態をとるため別途費用が必要と

なる。また、授業内容を充実させるため人数制限をすることがあり希望者が多い場合

には抽選となる。
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体育・スポーツ(ゴルフ)
ど い ひろのお

土井浩信

生涯スポーツとしてのゴルフ

ゴルフの実技学習を通して、その特有のスポーツ文化に接し、スポーツの実践や見る視点を学ぶ

と共に、自分自身の身体との対話能力を高めていく。

O体育スポーツ的プログラム

ゴルフの基礎技能の修得。 ゴルフの練習方法の学習。

ゴルフに関連したスポーツ文化の学習

ゴルフのルールとマナーに閉する思想的な背景の学習。

評価方法:学習態度、出席点、学習目標達成度に応じた総合的な評価を行う。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項 :0この授業は、大学のグランド(雨天時は体育館)を使って特殊な練習用器材を使つ

て行うものである。ゴルフ専用の練習場(打球場)やゴルフコースに出て行う授業

ではない。あくまでも、ゴルフ入門的なレベルで開講ずる授業であるから、ゴルフ

経験者の受講は控えて頂きたい。

0ターゲットバードゴルフなど、ゴルフ的スポーツの紹介も行う。こうした競技的な

種目と講義を通して、ゴルフ競技への理解を深めてL、く。

0授業の特性から、受講人数を20名以内とする。希望者が多い場合は抽選を行う。

体育・スポーツ(ウオーク&ラン)A . B- よし だ

吉田
あヨJ

敦

「走っている時、何を考えていますか?J。私が現役時代によく他の人から質問された言葉であ

り、 一流のランナーにもよくインタピュアーが質問する言葉です。このさいはっきりと答えておき

ましょう。調子のいい時は「どこでスパートしょうかなJであり、惑い時は「苦しい。でもゴール

まではがんばれJと考えていました。 一流のランナーもあまりかわらないと思います。しかし、

「人はなぜ走るのですか?J、この言葉に対する答えはいまだに見つかっていません。受講者皆さん

と一緒に考えたいと思ってます。さて、 f歩くことJと「走ることJは人聞の「自然的J行為だと

思われがちですが、この二つの行為は「文化的Jでもあるのです。この授業では、この二つの行為

を実践するだけでなく、講義の中で生理的、歴史的(競技史的)、文化的に考察することを目的と

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。 1. 出席状況 (3分の2以上)、 2.授業での

実践(わかる、できる)、 3.授業についてのレポート

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

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。ジョギングシューズ及びウォーキングシューズ等、走ることのできるシュー

ズを用意して下さい。
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体育スポーツ(筋力トレーニング基礎)A.B 

自分の身体を知る

たか はし ただ ひろ

高橋補宏

トレーニングやダイエットの知識は、メディア等のあらゆる情報から得ることができる。しかし、

現実は知識の認識不足や誤ったトレーニングにより、効果が得られないケースも見られる。

そこで本講義では、筋力トレーニングの基礎知識を学び、自分にあったトレーニングプログラム

を作成し、実践による身体変化や自分の身体の見直しをはかることを目的とする。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3.レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:室内シューズ及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及ぴ授業内容を充実させるため、受講人数を20名とし、希望者が多い

場合は拍選とする。

体育・スポーツ(バレーボール)A. B 

スポーツ(バレーボール)を楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋補宏

「スポーツを楽しむJをキーワードに受講者がスポーツを楽しむことを前提に授業を展開する。

そして、楽しむという過程の中で、自らが積極的に授業に取り組み、友人とのコミュニケーション

能力を高め、生涯スポーツに関われるように余暇享受能力を高める。

授業はゲームを主体とし、基礎技術を高めると同時にバレーボールの特性とルールを学ぴ、バレー

ポールの楽しさを知る。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3.レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:バレーボールシューズ(室内シューズ)及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及ぴ授業内容を充実させるため、人数制限することもある。
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体育・スポーツ(インデイアカ)A. B 話議議議

ニュースポーツを楽しむ

インディアカとはバドミントンコートでネットを挟んで行い、羽根付きボールを用いたニュース
ポーツである。ゲームはバレーボールのルールに準じて、 1チーム4人で行う。 本授業はスポー

ツの楽しさを体感するとともに、友人とのコミュニケーション能力を高め、生涯にわたってスポー

ツや運動に関われるように余暇享受能力を高めることを目的とする。授業は主にゲームを中心とし、

ゲームの中で基礎技術を身につけ、 Jレーyレ等を理解してもらう。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3.レポート

テキスト名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項 :室内シューズ及ぴ運動にふさわしい服装を着用すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。

体育・スポーツ(実践救急法)A・B
むら の きよ み

村野清美

本講義ではスポーツ中に起こり得る外傷及び障害の必要性について理解し、その処置法を実践で

きる能力を養うことを目指します。

内容 ・RICE処置法

-包帯法

・固定法

・心配蘇生法

-テーピング法

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:未定

注意事項:運動のできる服装が望ましい。また施設及び授業内容を充実させるため受講人数を20
-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(ダイエットエクササイズ)A.B 

スポーツと栄援を考える

むら の きよ み

村野清美

健康的な生活を送るために必要な[スポーツと栄養」はダイエットを行う上でもとても重要なも

のです。これらの正しい知識を理解して行わなければ自分の体を痛めつけることにもなりかねませ

ん。本講義ではスポーツと栄養の関わりを理解し、自分自身の健康管理を考える能力を養うことを

目指します。

. 1日の活動と食事内容についての調査を行い、その結果をもとに食事改善を進めてL、く。

-各週ごとに様々な実技を行い、活動強度による消費カロリーなどの違いを知り、自分に合う運

動を見つけ出していく

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、課題提出、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:実技を行う際には種目ごと運動にふさわしい服装及びシューズを用意すること。また

授業の充実を考え受講人数を20-30名に制限し人数が多い場合には抽選とする。

体育・スポーツ(ティームビルドゲームズ)A.B IALASTAIR HOLLAND 

ゲームを通してチームワークやコミュニケーションスキルを上達させる。

ゲームの持つ様々な特性を用いて、チームワークやコミュニケーションがゲームの結果をどう左

右するのか、実践しながら考察する。尚、インストラクションで使用される言語は英語です。

評価方法:活動への参加意欲、出席重視。それぞれの課題レポート。

テキス卜名:ハンドアウトあり。

注意事項:運動できる服装。指示に注意。
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3.研究科目

1 )ヒューマン・コミュニケーシヨン科目

コミュニケーシヨン論 1A 

コミュニケーシヨンとは

サウクェンファン

SAU KUEN FAN 

本講義ではまずコミュニケーションという研究分野を位置づけ、概説する。次に、社会言語学の

観点からコミュニケーションに関する基本概念を紹介し、例をもとに日常生活における日本人の言

語行動、言語外行動を分析する。授業では、出席者のグループ発表やディスカッションを取り入れ、

さまざまなコミュニケーション問題について考察する。

評価方法:出席、授業への積極的な参加、課題により評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が25名を越える場合は、 4年生、 3年生、 2年生の順で選考する。

コミュニケーション論 llA

ポライトネスから見た日本人同士のコミュニケーション

サウー クエンファン

SAU KUEN FAN 

本講義ではポライトネスの概念を導入し、日本人同士のコミュニケーションにおける特徴を考察

し、分析する。取り上げるトピックは、自己紹介、依頼、陳謝、感謝、マイナス待遇表現を予定し

ているが、学生からの希望も取り入れていく。授業では、出席者のグループ発表やディスカッショ

ンを取り入れ、特に第二言語としての英語習得との関係について考える。

評価方法:出席、授業への積極的な参加、課題により評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が25名を越える場合は、 4年生、 3年生、 2年生の順で選考する。
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コミュニケーション論 1B 
ばやし としお

小林登志生

本講義では、コミュニケーション学の基本的な概念とモデルについてテキストに従って講義する。

学期を通して人間のコミュニケーション行動の様々なレベルと場およびチャンネル、現代の社会や

国際関係とコミュニケーション、情報化社会におけるコミュニケーション形態の変容等について学

ぶ。テキストの他に各自の日常生活の中に豊富に在る様々な人との関係、事象も教材として活用し、

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、機能について

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.授業中 20%

授業総数の213以上の出席

.クラス討論への積極的参加

.受講態度等

2.中関期 30% 
小テストの受験回数と成績

.レポート類の提出

3.期末期 30% 

試験の成績

最終レポートの成績

テキスト名:中西灘之著 I人間関係を学ぶ11章一コミュニケーションへの招待jくろしお出版

コミュニケーション論 llB
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各グループが関心を有するコミ

ュニケーションの課題、問題を選択し、学生主体のグループ・プレゼンテーションを中心に前期学

習内容をさらに考察し理解を深めることを目標とする。

評価方法:1.授業中 20%
授業総数の2/3以上の出席

.クラス討論への積極的参加

.受講態度等

2.中間期 30% 

小テストの受験回数と成績

.レポート類の提出

3.期末期 30% 

試験の成績

最終レポートの成績

テキス卜名:宮原哲著 「コミュニケーション最前線j松柏社

参考図.:クラスで指示する。

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 1を受講していることを条

件とする。
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コミュニケーション論 1C ユデイツトヒダシ

JUDIT HIDASI 

Interaction by communication 

This is an introductory course to cover the main principles and concepts of communication， in 
particular those of human communication. This is a one-year course. In the first term we will cover 

*出edefinition and models of communication， 

*出eprocess of communication as a means of human interaction， 

* perception and communication， 

合 verbaland non-verbal communication， 

* codes and channels in communication， 

* listening， 

台 relationshipsin process. 

The course aims at presenting different communication theories based on linguistic and psychological 

approaches. During the course study sheets， exercises and discussion will be used to enhance the 
aw訂 enessof communication processes. 

評価方法:Attendance and cJass p紅 ticipation，homeworks and reports wi出 specialemphasis on 

presentations. 

テキスト名:梼 S.LTubbs & S. Moss: Human Communication. McGraw-HiII， Inc.， New York， 1994 

or any later edition (Chapter 1・6)ISBN 0・07・065487・5

昏 Handouts

注意事項:The course is run in English， but interaction， presentation by students is also possible in 

]apanese. Written works釘 eto be submitted in English. 
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コミュニケーション論 nC
ユデイ ツ ト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Types of Communication 

The course aims at exploring different types of communication depending on context. Moving from 

interpersonal to intergroup communication contexts communica-tion strategies will be presented 

through case-studies. 

* Two-person communication 

* Interviewing 

合 Small-groupcommunication 

* Public communication 

* Organizational communication 

* Mass communication 

* Intercultural communicaton 

* Speech and the communal fuction 

* Ethics and communication 

By fusing current and traditional communication theory， fundamental concepts and important s悩lls

students will develop a broader understanding and higher awarenessof communication processes. 

評価方法:Attendance and cJass participation， homeworks and presentations. 

テキス卜名:骨 S.LTubbs & S. Moss: Human Communication. McGraw-Hill， Inc.， New York， 1994 

or any later edition (Chapter 7-14) ISBN 0-07-065487・5

後 Handouts

注意事項:The course is run in English， but interaction， presentation by students is also possible in 

Japanese. Written works紅 eto be submitted in English. 
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コミュニケーシヨン論 1D. E 
まえ だ なお

前田尚子

コミュニケーシヨンを見る眼を餐う

ふだん人は、とくに意識することな〈コミュニケーションを行なっている。このコースでは、日

常の身近なコミュニケーションを、学問や研究の対象として見つめ直すための素地を養うことを目

的としている。具体的には、身近なコミュニケーションを学聞を通して考察することの意義とは何

か、学問としてのさまざまな「コミュニケーション諭Jが、日常のコミュニケーションのどのよう

な事柄を、どのような方法によって、また何を問題視してきたのか、といったことについて考えて

いきたい。

授業では、各自の具体的な体験をもとに、コミュニケーションについて考えることを目指してい

る。そのため、出席者には、ディスカッションや発表などを通して、積極的に授業に参加すること

が求められる。

評価方法:出席状況、授業への積極的な参加、発表・レポートなどを総合的に評価する。

テキス卜名:授業の申で参考文献を紹介する。

コミュニケーション論 nD. E I、前面笛争

コミュニケーションを見る眼を聾う

「コミュニケーション論 1Jで身近な事例を通して学んだことに基づき、各自が、それぞれのコ

ミュニケーションにまつわる問題意識をもち、実際にそれらを見つめ直すことを目指している。具

体的には、「コミュニケーション論Jで扱う種々のトピックの中から、各々関心のあるテーマを選

び、既存のコミュニケーション理論を参照しながら、自ら問題を調べ発表し、レポートにまとめる

という作業を行なっていく。「コミ こLニケーション論 1Jと同様、出席者には積極的にディスカッ

ションに参加することが求められる。

評価方法:出席状視、授業への積極的な参加、発表・レポートなどを総合的に評価する。

テキスト名:綬業の中で参考文献を紹介する。

注意事項:前期の「コミュニケーション諭 1Jを履修していること。
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コミュニケーション論 nF 

メディア社会における日常コミュニケーション

あお ぬま

青沼 智

コミュニケーション論の中級コース。前年度の「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Jとしてのコミュニケーション『学J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

テキス卜名:第一回目の捜業の際に指示する。
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異文化コミュニケーション論 IA
ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Understanding Crosscultural Communication 

百lecourse aims at exploring the building blocks of intercultural communication by introducing its 

basic concepts touching upon aspects like: 

* internati(;mal， domestic and personal awareness， 

合 cultureand communication， 

会 formsof intercultural communication， 

* perception and culture， 

* verbal and non-verbal processes， 

* perception of our own culture， 

* diversity of cultural pa悦，erns，

* acti羽tyorientation， 

* differing images， 

* stereotypes and prejudices. 

It points out the critical issues one might face and experience at crosscuJturaJ interactions. At出e

same time the course also s住ivesat giving guidance to avoiding miscommunication in intercultural 

settings by raising awareness of intercultural competence. 

評価方法:Attendance and class participation， interactive contribution， presentations. 

テキスト名:L.A.Samovar， R.E.Porter & Nemi C.Jain: Understanding Intercultural Communication. 

Wadsworth Publishing Company， Belmont， 1981 or any later edition (Chapter 1 . and 

n.) ISBN 0・534・00862-3

注意事項:The course is run in English， but inter百ctionincluding presentations is also welcome in 

Japanese. Written con住ibutions紅 ehowever to be submitted in English. 
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異文化コミュニケーシヨン論llA
ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Interaction in intercultural settings 

This is the second semester of introduction to intercultural communication. The course offers an 

insight study of verbal and non-verbal messages in intercultural setting and ways to improve 

intercultural communication competence. The main topics to be discussed are as follows: 

* Language and meaning 

* Language and culture 

* Subculturallanguage codes 

* Symbol systems 

* Functions and limitations of non-verbal communication 

* Messages of silence， space and time 

会 Potentialproblems in intercultural communication 

* Improving intercultural communication 

This course helps to understand and analyze the process one undergoes in encountering another 

culture. The course aims to raise awareness of this process by demonstrating methods of learning how 

to anticipate di任erenとesand master alternative reactions rather than withdrawing. Examples of 

crosscultural experience and intercultural communication are taken from a wide v紅白tyof cultures. 

評価方法:Attendance and c1ass participation， presentations. 

テキス卜名:骨L.A.Samovar，R.E.Porter & Nemi C.Jain: Understanding Intercultural Communica-
tion. Wadsworth Publishing Company， Belmont， 1981 or any later edition (Chapterm. 

and N.) ISBN 0-534-00862・3

* Handouts 

注意事項:The course is run in English， but interactions inc1uding presentations are also welcome 

in ]apanese. Written contributions紅 ehowever to be submitted in English. 

- 506一



異文化コミュニケーション論 lB 白 盛誘

メディア映像における異文化のイメージ

映画、テレピなどの映像メディアに映り良される異文化へのイメージ、ステレオタイプ、またそ

の使い方の意味を読み取り、分析、理解する。この授業ではアメリカ、ヨーロツパ、アジア、日本

などのフィリムや、テレピ番組、 CMを観ながら，みんなで議論を進めることにする。ここで扱う異

文化の問題とは、異なるエスニシティにかかわるだけだはなく、少数集団やジェンダーの問題など

を含めた広い意味でとらえられる。私たちが意識的・無意識的に持っている異文化に対するイメー

ジがどのように作られてきたか、iJ!たどのように人々に共有されているのかを見つめ直すことによ

って、異文化への新たな理解の第一歩を目指す。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科.は用いない。

注意事項:この授業は「異文化コミュニケーションIIJに連続的につながるものである。

異文化コミュニケーション論nB 自 盛誘

メディア映像における異文化のイメージ

「異文化コミュニケーション 1Jの授業に続くものとして、映画、テレビなどの映像メディアに

映り出きれる異文化へのイメージ、ステレオタイプ、またその使い方の意味を読み取り、分析、理

解する。この授業の目標としては、まず、重なる実践によって、 映像メディアに対するリテラシー

能力を高めること。第2に、個人の課題を中心に問題意識の分析、意見をまとめる能力を高めるこ

ととする。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科.は用いない。

注意事項:原則として「異文化コミェニケーション論 1Jの受講者に限る。
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異文化コミュニケーション論 IC
わだ

和田 純

本講義のテーマは、「多文化の共生Jである。文化的な多様性を尊重し、様々な文化の共生を実

現していくためには、相互の認識や理解を深めるだけでなく、協力して共に汗を流し、共通の課題

に取り組んでいく協働が欠かせない時代になってきている。そして、相互理解を深め、協働を進め

るためには、自分自身を深く認識し、自分の立っている位置を明確に認識していることがますます

重要になってきている。

そこで、本講義では、グローバルな視点とローカルな視点の両方から、日本および日本人の立つ

位置を改めて振り返り、自分自身を歴史的かつ同時代的に再認識する回路を自分の中に築き上げる

ことを目指す。

その回路の構築に向けては、「多文化の共生Jを念頭におきながら、

(1) 世界を見る視点を変える(目から鱗を落とす)、

(2) 文化・歴史・社会・政治・経済などの広い文脈から日本・日本人を考え直す、

(3) グローパリゼーションの中での日本の位置と課題を考え直す、

という三つの切り口からのアプローチを試みる。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキスト名:請彊に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項: 1 を履修しなければHは履修できない。

異文化コミュニケーション論nc 和田 純

2 て面
2-4年
後期

異文化コミュニケーション論 Iにおいて、日本および日本人に関わる「自己認識Jを深め、「多

文化の共生」の意味を考えた上で、本講義では、文化は緩触を通じて相互に影響しあい、絶えず変

容していくものであることを、歴史を踏まえながら、グローバルな視点から考える。

「統合Jと「分散Jが世界的規模で同時進行するグローパリゼーション、メディアの個人化を急

速に推し進める 1T (情報技術)革命一一こうした、かつて人類の経験したことのない大規模な変

化の中で、文化の接触もその様態を大きく変えてきている。

本講義では、文化の緩触や文化の変容の諸相を、侵略・植民地支配といった強制を伴う形から、

意識的に展開される今日的な国際交琉、経済活動を伴うポピュラ一文化の拡散などまで、様々な具

体的事例を取り上げて、そのダイナミズムを考える。

履修者の人数にもよるが、プリゼンテーションや討論なども取り入れる予定である。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート ・最終レポートで総合的に評価

テキスト名:講訟に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項:1を履修しなければIIは履修できない。
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異文化コミュニケーション論 1D 

接触鳩面での日本人と外国人

サウクェンファン

SAU KUEN FAN 

本講義は社会言語学の視点から日本人と外国人とのコミュニケーションについて概説する。はじ

めに、母語場面と接触場面の概念を導入し、例をもとにさまざまな言語現象を分析する。次に、接

触場面研究で重要な社会文化問題、社会言語問題、 言語問題を取り上げ、日本人と外国人とのコミ

ュニケーションの特徴を考察する。

評価方法:グループ・プロジェクト、小テスト、出席・授業参加で評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が20名を越える場合は、試験による人数調整を行う。講義は主に日本語で

行うが、プリント教材は英語のものが中心になる。

異文化コミュニケーション論llO

接触燭面での言語管理

サウクヱンファン

SAU KUEN FAN 

本講義では、日本人と外国人とのコミュニケーションにおいて、表面化した問題だけではなく、

表面化していない問題を含め、「言語管理Jという言語計画の理論を用いて考察することを目的と

する。具体的には、日本人が外国人とコミュニケーションをする際、どのような援触の規範を持ち、

自らの規範からどのように逸脱に気づき、気づかれた逸脱をどのように評価し、調整するかのプロ

セスを分析していく。

評価方法:グループ・プロジェクト、レポート、出席・授業参加で評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が20名を越える場合は、試験による人数調整を行う。講義は主に日本語で

行うが、プリント教材は英語のものが中心になる。
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対人コミュニケーション論
ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Interpersonal interactions 

This is a course to cover the main principles and concepts of interpersonal communication. During 

the semester term we will cover 

* the process of interpersonal communication， 

会 communicationskil1s in context， 

合出ecomponents of interpersonal communication in a social context， 

* popular models of interpersonal communication， 

* men and women from a communicative perspective， 

* new technologies in interactive communication. 

， The course aims at presenting the importance of interactive and interpersonal skil1s. During the 

course study sheets， exercises and discussion will be used to enhance interpersonal communication 

competence. 

評価方法:Attendance and ciass participation， homeworks and reports with special emphasis on 

presentations. 

テキス卜名:骨 PeterHartley: Interpersonal Communication (2nd) ed.) ， Routledge， London and New 

York， 1999 ISBN 0・415-18107-0(pbk) 

骨 Handouts，study sheets 

注意事項 :The course is run in English， but interaction， presentation by students is also possible in 

]apanese. Written works are to be submitted in English. 

- 510-



レ卜リカルコミュニケーション論

レトリカルなレンズでコミュニケーションを考えてみよう

あお ぬま

青沼
さとる

智

この科目は「レトリックJというキーワードを適して、私たちの日常的なコミユ'ニケーションに
ーついて分析し、論じ、理解を深めることを目標とする。ここでいうレトリックとは、単なることば
の「あやJや「形式Jではなく、 f説得Jr討議Jr権力Jr暴力Jr思想Jrテツガク」とL、ったさま

ざまな「もの・ことJを指す。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、グループ発表、期末試験

テキスト名:第一回目の授業の際に指示する。

非言語コミュニケーション論IA
ます もと とも

桝本智子

「コミュニケーションJというと、言葉で伝えるメッセージという印象を受けがちである。しか
し、私達の日常生活では半分以上のメッセージを言語以外の「非言語j 的な方法で受け取っている。

非言語とは、顔の表情、手振り、服装、姿勢、時間、空間の概念等、言語以外の様々な伝達手段を

意味する。このコースでは、非言語コミュニケーションが私達の行動にどのように影響しているの

かを学び、コミュニケーションへの洞察力を深めていく。

評価方法:授業への参加度(出席は不可欠)、レポート、発表、試験

テキスト名:第一回目の捜叢で指示する。

注意事項 :このコースでは、授業中の実験や課題を通じて、自分で実際に観察、経験することを

重視し、各々の授業への貢献度を期待する。定員を40名とし、第一回目の授業で選考

する。
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非言語コミュニケーション論llA
ます もと とも

桝本智子

非言語コミュニケーション Iで学んだ基礎概念を研究によってさらに深めていく。学期の初めに

研究方法を学び、研究プロジェクトに取り組む。これはグループプロジェクトで、各グループで興

味のあるトピックを遺ぴ、創造的な研究を行う。

評価方法:中間報告、最終発表・レポートを課題とする。

テキス卜名:第一回目の授業で指示する。

注意事項:非言語コミュニケーションIの単位を取得した学生に限る。
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非言語コミュニケーション論 18
ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Communication without words 
This is an introductory course to covcr the main types and issues of nonverbal communication， in 

particular those of human communication. ln this term we will cover 

. the basic concepts and types of nonverbal communication， 

. the process of nonverbal communication， 

. perception in nonverbal communication， 

. territory and space， 

. physical appearance， 

. body movements and ppsture， 

. touching behavior， 

. facial e却 ressions，

. eye beha吋or，

. paralingusitics， 

.対rtualterritory. 

The course aims at developing a basic understanding of nonverbal behavior. It puts special emphasis 
on the different meanings and importance of nonverbal behavior in different cultural settings. During 
the course video， study sheets， exercises and discussion will be used to enhance the awareness of 
nonverbal communication processes. 

評価方法:Attendance and class participation， homeworks and reports wi出 specialemphasis on 

presentations. 

テキスト名:Mark. L. KNAPP:Essentials of Nonverbal Communication. Holt， Rinehart and 
Winston， New York， 1980 or any later edition ISBN 0・03・049861-9
Handouts， worksheets 

評価方法:The course is run in English， but interaction， presentation by students is also possible in 
]apanese. Written works are to be submitted in English. 
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メディア・コミュニケーション論IA.B 自
ソン ス

盛窮

[マスコミュニケーションJと「大衆社会j というこつの現象を輸に、その社会的な関係や概念

を歴史的に検討し、現在、私たちが日常的に接したり、利用したりしているメディア、 たとえばテ

レピ、新聞、雑誌、ラジオ、広告などにおけるポピュラ一文化の歴史的、社会的機能と意味を考え

てみる。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科・は用いない。

メディア・コミュニケーション論RA.B 白 盛誘

「マスコミュニケーションJと「大衆社会Jという二つの現象を輸に、その社会的な関係や概念

を歴史的に検討し，現在、私たちが日常的に接したり、利用したり‘しているメディア、 たとえばテ

レビ、新聞、雑誌、ラジオ、広告などにおけるポピュラ一文化の歴史、社会的機能と意味を考えて

みる。「メディアコミュニケーション論 1Jの継続になるが、理論的な視点より 、実際の素材を使

ってみんなで討論する。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキス卜名:特定の教科.は用いない。

注意事項:rメディア・コミュニケーション論 1Jの受講者であることが望ましL、。
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メディア・コミュニケーション論IC 』 ばやし としお

小林登志生

高度情報化時代を迎え、情報および通信技術 (IT)の果たす役割や機能について議論が高まって
いる。本講義では人間のコミュニケーションにおけるメディアについての基本概念を学び、テキス

トに基づきヒューマンおよびテレ・コミュニケF ショユィの様々なメディア、ネットワークについて

焦点をあて授業を進める。 21世紀のボ?ダレス時代におい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・ファクターがどのように係わるかについて理解を
深め、広く世界を見る目を養うことを目標とする。

評価方法:1.授業中 20%

授業総数の2/3以上の出席

クラス討論への積極的参加

受講態度等

2.中間期 30% 
.小テストの受験回数と成績

.レポート類の提出

3.期末期 30% 
-試験の成績

最終レポートの成績

テキス卜名: r教育メディア科学ーメディア教育を科学するj

根元昂監修、文部科学省メディア教育開発センター編、オーム社

参考図.: rグローバル・コミュニケーション一新世界秩序を迎えてのメディアの挑戦j ボー

ル・フレデリツク著、 JII蛸末人・武市英雄・小林豊志生駅、松柏社

注意事項本講義は授業を効果的に進めるために受講生の数を30名に制限する。受講する学生に
はこれまでに何等かのコミュニケーションの講義を受講した学生を求める。
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メディア・コミュニケーシヨン論llC
」 ばやし としお

小林登志生

本講義では、前期の授業を踏まえ、高度情報化社会、ボーダレス時代におけるマルチメディア・

テクノロジーという現代のキーワードに焦点をあて、先端情報・通信技術が従来のヒューマン・コ

ミュニケーションにどのような影響を及ぼすかについてさらに掘り下げた授業を進める。特に新た

な世界秩序構築に向けての様々な国際社会におけるメディアの果たす役割・機能とコミュニケーシ

ョンとの関わりについて考察することを目標とする。この目標に向けて学生の関心トピックを選定

しクラス内で模擬遠隔授業・ミニ国際会議をクラスで設定し、受講学生自身の積極的な貢献を基に

学生主体の討論を中心に進めて行く 。

評価方法:1.授業中 20%

授業総数の2/3以上の出席

.クラス討論への積極的参加

.受講態度等

2.中間期 30% 
小テストの受験回数と成績

.レポート類の提出

3.期末期 30% 

試験の成績

最終レポートの成績

テキスト名: r教育メディア科学・メディア教育を科学するj

坂元昂監修、文部科学省メディア教育開発センター編、オーム社

他に必要に応じてビデオ教材を用いる。

参考図書: rグローパル・コミュニケーション一新世界秩序を迎えてのメディアの挑戦J ポー

ル・フレデリツク著、川繊末人・武市英雄・小林登志生訊、松柏社

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。
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メディア・コミュニケーション論 lD
みどおか 曹よし

御堂岡 潔

国家・国民間の相互認績とメディア

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、滑らかな相互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〈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、講義内容を把湿しているかどうか

に関する試験をおこなう。
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組織コミュニケーシヨン論 IA
わだ

和田
じゅん

純

人の活動に組織は不可欠である。そして、組織は、そこに参加する人々のコミュニケーションの

あり方によって、有用で生産的な仕組みにもなれば、束縛するだけの非生産的な仕組みともなる。

人が組織を使いこなすのか、組織に人が従属するのか、結局は、組織内で組織を構成する人々の関

係のあり方と、組織内と組織外の人々の関係のあり方が全てを決していくこととなる。個人の自己

実現も、組織の存在意義も、ぞうした関係性に左右されていると言ってよい。

本講義では、国家や自治体といった「政府J、営利目的の民間組織である「企業j、民間非営利で

公益の実現をめざす「民間非営利セクターJ(NGO・NPO・財団・ボランティア組織など)の

三つのセクターにおける使命、意志決定、マネジメント、実行、評価などのプロセスを比較検討す

るなかから、それぞれのセクターの機能と果たすべき役割を考え直す。

基本テーマは、何が「公益Jで、どういうプロセスを経て誰がそれを決め、誰がいかにそれを実

現し、成果を他人といかに共有していくのかという点におき、実社会の実例を通じて考える。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキス卜名:山本正・和田純ほか rr官jから「民jへのパワーシフト一躍のための f公益jかJTBS 

ブリタニカ

注意事項:1 を履修しなければ、 Hは履修できない。

組織コミュニケーシヨン論 HA
わだ

和田 純

組織コミュニケーション論Iで比較検討した三つのセクターの中から、 Hでは、これから益々重要

性を糟し、社会の活性化に最も必要性が高いと考えられる「民間非営利セクターJ(NGO・NPO・

財団・ボランティア組織など)に重点を置き、そのセクターの全体像と課題を学んだ上で、民間非

営利組織の使命、社会的存在意義、マネジメントのあり方を考える。

日本社会では、民間非営利組織はまだ発展途上にあり、海外のモデルをそのまま移植するだけで

は乗り越えられない問題も多い。ここでも、何が「公益Jで、誰がそれを決め、他人とそれをいか

に共有するかが一貫したテーマとなるが、内外のNGO・NPOなどの実例や実際の担い手の体験等

を材料に、履修者が具体的な事業企画を案出し、プリゼンテーションと討論を通じて企画を実社会

に通じるものに煮詰めていく中から、発想の拡充と転換をはかつていきたい。

評価方法:授業への積極的な参加・貢献と事業企画の密度で総合的に評価

テキスト名:講義に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項: 1を履修しなければ、Hは履修できない。

媛修者が多い場合は、人数制限をすることがある。
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組織コミュニケーシヨン論 1B 

企業・自治体における組績コミュニケーシヨンの変化

うす い じゅん こ

臼井純子

近年、情報化の進展は、企業、地方自治体など様々な組織で、既存の組織コミュニケーションの
あり方を大きく変えようとしている。例えば、新たなコミュニケーションのツールの代表とされる

インターネットの発達は、家庭、地域だけでなく、企業、地方自治体などの組織内、組織聞のコミ

ュニケーションを飛躍的に変容させる。

本講では、既存組織(企業、自治体など)におけるコミュニケーションの実態、問題点を踏まえ、

情報化の進展による新たな組臓コミュニケーションについて理解を深めることを目的とする。ケー!
ススタディを中心に今後の展望について講義をすすめる。

評価方法:講義の最終回に筆記試験を行なう。

テキスト名:調援開始時に指示する。

組織コミュニケーシヨン論IlB
うす い じゅん こ

臼井純子

NPOの組織コミュニケーシヨンとグローパリゼーシヨン

NPOにおける組織コミュニケーションは企業・自治体とは違い、固有の組織目的を持つがゆえ

のメリット、デメリットがある。また、最近のグローパリゼーションの進展は、企業・自治体・ N
POなどの組織コミュニケーションを著しく変化させるとともに、これまでの社会における人聞の

コミュニケーションのあり方そのものを根底から揺さぶりつつある。

本講は、 NPOにおけるコミュニケーションの実態を踏まえ、グローパリゼーションの進展によ

る新たな組臓コミュニケーションについて理解を深めることを目的とする。ケーススタディを中心

に今後の展望について講義をすすめる。

評価方法:講義の最終回に筆記試験を行なう。

テキスト名:踊磁開始時に指示する。

注意事項:前期(組織コミュニケーション論 1B)と後期(組織コミュニケーション論11B) と

継続して受講することが望ましい
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コミュニケーシヨン論特講
ユデイ ツ ト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Eastern and Western Perspectives 

The course aims at broadening our thinking about communication as a fundamental process of 

society. Differences between communication as it is practised in the East and in the West wi1l be 

discussed. A look at communication白eoryfrom different cultural perspectives will contribute to the 

understanding and appreciation of the communication process itse!f， its diverse manifestations in 

different cultures and contexお.

合 Asianperspectives on communication theory: China， Korea， Japan 

* Perspectives on communication出eoryfrom the United States 

* Communication theory: East-West synthesis 

The readings and texts used for this course offer a discussion of basic presuppositions from a 

partic凶arcultural perspective and define useful new constructs for theory construction. 

評価方法 :Attendance and class participation， presentations. 

テキスト名:骨 Kincaid，D.Lawrence(edよCommunicationTheory-Eastern and Western Perspectives， 

Academic Press Inc.， London， 1987 (Selected chapters) ISBN 0・12-407470・7

骨 Handouts

注意事項:The course is run in English， but interactions and presentations are also welcome in 

Japanese. Written con仕itbutionsshould be however submitted in English. 
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国際ビジネス・コミュニケーシヨン論IA
アンソニー オグデン

ANTHONY C. OGDEN 

This course focuses on the importance of intercultural communication competence for e任ective

international business relationships. The course will sensitize students to important intercultural issues 

that can facilitate or frustrate international business transactions and will examine various 

communication strategies and protocols essential for'effective international business. As well， the 

course will enable ，students to ask the right questions in a multicultural environment and provide a 

forum in which to address how ]apanese culture plays out in international business communication. 

Themes explored will include international negotiation and decision making， intercultural conflict 

resolution， communication styles， and cultural value di丘erences.Students will interview international 

business managers andjor other employees of internationally oriented businesses. As well， students 

will work in teams to research one aspect of intemational business communication and prepare an in-

class presentation. Students will interview international business managers andfor other employees of 

internationally oriented businesses. As well， students will work in teams to research and deliver a 

professional， in-class presentation coverring one， aspect of international business communication. Each 

student will also research and read at least five current events articles over the semester and prepare a 

1・2page reaction summary for each. (2単位)

評価方法:The final grade is based upon class participation and attendance (2096)， individual 

interview report (2596)， IBC research & reaction summaries (2596)， in-class group 

presentation & reflection paper (3096). 

テキスト名:Handouts and individual student research. 

注怠事項:]apanese and/or English. Unless otherwise specuied， written work must be in English. 

This is a communication course， not a language course. Previous courses on interc叫旬ral

commuIiication would be helpful， but not required. 
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国際ビジネス・コミュニケーション論HA アンソニ ー オグデン

ANTHONY C. OGDEN 

This course focuses on the importance of intercultural communication competence for e任ective

intemational business. The course will sensitize students to important intercultural and intemational 

management issues出atcan facilitate or frustrate intemational business transactions and will examine 

various communication strategies and protocols essential for effective intemational business. The 

course will enable students to ask the right questions in a multicultural environment and provide a 

forum in which to address the global challenges of intercultural cooperation. Themes explored will 

include multicultural team development， the dimensions of organizational and national culture， 

managing cultural diversity， and cross-cultural transitions. Students will interview international 

business managers and/or other employees of intemationally oriented businesses. As well， students 

will work in teams to research and deliver a professional， in-class presentation covering one aspect of 

intemational business communication. Each student will also research and read at least five cu汀ent

events articles over the semester and prep紅 ea 1-2 page reaction summary for each. 

評価方法 :The final grade is based upon class participation and attendance (20%)， individual 

interview report (25%)， IBC research & reaction summaries (25%)， in-class group 

presentation & reflection paper (30%). 

テキスト名:Handouts and individual student research. 

注意事項 :]apanese and/or English. Unless otherwise specified， written work must be in Eng-lish. 

This is a communication course， not a language course. International Business 

Communication 1 is a perquisite for出iscourse. Third and fourth year students who have 

not taken IBC 1 may enroll in出iscourse wi出 instructorapproval. 
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国際ビジネス・コミュニケーション論IB

インターネットとビジネス・コミュニケーション

[講畿の目的]

か のうふみ

狩野史子

本講は、インターネットの出現をメルクマールとして、インターネットが社会やビジネスにどの

ような彫響を与え、どのような変化をもたらしたかを歴史的、体系的に捉えた上で、新しいビジネ

スモデルの中でのコミュニケーションのあり方を学び、これから国際ビジネス社会にはばたこうと

する学生の基礎知識の育成を目的とする。

{講義の概要]

Iでは、下記の内容を中心に講義を進める。

1.インターネットの出現による変化(社会、ビジネス)

2.インターネットビジネス市場の実態

3.インターネットビジネス基本知識の整理

4.インターネットビジネスの特徴

評価方法:筆記試験。出欠席を重視する。

テキス卜名:インターネットビジネス研究会『インターネットビジネス白・2∞勾ソフトパンクパ

ブリッシング 2001年12月
酪原洋『ケイタイ+マンガ 日本発ブロードバンド箪命』揖骸社+α新書 2001年12月

注意事項本講は、 IとIIとで「インターネットとビジネス・コミュニケーションj の全体像を

学習する構成になっているので、 1年を通じて履修することが望ましい。
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国際ビジネス・コミュニケーシヨン論nB

インターネットとビジネス・コミュニケーシヨン

[講義の白的}

狩野史子

本講は、インターネットの出現をメルクマールとして、インターネットが社会やビジネスにどの

ような彫響を与え、どのような変化をもたらしたかを歴史的、体系的に捉えた上で、新しいビジネ

スモデルの中でのコミュニケーションのあり方を学び、これから国際ビジネス社会にはばたこうと

する学生の基礎知識の育成を目的とする。

[講義の概要]

Hでは、インターネットビジネスをケーススタデイを中心に紹介し、実ビジネスでの生きた情報

を伝達することを目的とする。下記の内容を中心に講義を進める。

1.インターネットビジネスのビジネスモデル

(1) B2B [Business To Business] (企業間ネット商取引)

(2) B2C [Business To Consumer] (消費者向けネット商取引)

(3) クリックアンドモルタル(既存のリアルビジネスとネットビジネスの融合)

2.インターネットピジネスの展望とビジネス・コミュニケーションのあり方

評価方法:筆記試験。出欠席を重視する。

テキスト名:インターネットビジネス研究会『インターネットビジネス白書2∞2Jソフトパンクパ

ブリツシング 2001年12月

藤原洋『ケイタイ+マンガ 日本発ブロードバンド革命』講談社+α新. 2001年12月

注意事項本講は、 IとHとで「インターネットとビジネス・コミュニケーションJの全体像を

学習する構成になっているので、 1年を通じて履修することが望ましい。
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ネ土 .0. 
:zx 調 査 法

祉会調査の基礎(1)一社会調査の設計から調査報告書まで

農
クアン

光
三重亙
1-4年
前一一一扇

社会調査を行うために、多くの社会事象を理解する専門的な知識や訓練が必要である。本講義の

目的は、社会調査とは何かを理解した上、その基礎技術を身につけることである。社会調査を成功

させる重要条件といえば、まず調査票の作成であろう。しかし、調査票の科学的構成は決して聞き

たいことを質問にするだけのような簡単なものではなく、調査対象や調査テーマをいかに決めるか、

理論仮説をいかに組み立てるか、調査票の言語問題をどう考えるか、質問をいかに合わせるか、な

どなどの問題を解決しなければならない。本講義は、社会調査の設計から調査報告書までの流れを

できるだげ具体的な事例に基づいて次のような内容を説明したい。

①社会調査の調査設計

②サンプリングの方法

③理論仮説の立て方

④質問の作成と組合せ

⑤社会調査の実施問題

⑥調査報告書の作成

評価方法:l.学習態度

2. レポート

'3. 出席状況

テキス卜名:捜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 ..0. 
zコE 調 査 j去 E 

社会調董の基礎(2トコンビュータと闘賞データの解析

民 光
2.亙
1-4年
後期

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ので、昔手聞

を取る調査データの解析が簡単に出来るようになった。本講義では、まず調査察の整理という準備

段階から始め、そしてコンビュータソフトSPSSを利用してデータベースを作成し、データ解析を

することへ進みたい。授業の目的は、もっぱらコンピュータの知識や統計学の知識を勉強すること

ではなく、むしろ実例に基づいてコンピュータや社会統計の知識を応用することである。実践的練

習によってコンビュータになじみ、社会統計の基礎知識を身に付けるように指導したい。

授業の具体的な内容は次の通りである。

①調査票の整理

②データベースの作成

③調査データの整理とチェック

④SPSSというソフトの使用法

⑤質的データの分析

⑥量的データの分析

評価方法:1.学習態度

2.レポート

3.出席状況

.， 考 .:室 淳子、石村貞夫 rspssでやさしく学ぶ統計解析j東京国・、 1999
室 湾子、石村貞夫 rspssでやさしく学ぶ多変量解析j東京図書、 1999
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2)言語コミュニケーション科目

英語パブリツク・スピーキングA
ス テ ィ ー プ ン レ ン シ ャ ウ

STEVEN RENSHAW 

This course concentrates on developing skills in effectively presenting yourself and your ideas in 

public settings in English. From出iscourse， you should leam how to organize your ideas appropriately 

for various speaking situations and present them confidently in English to others. The course will 

consist primarily of delivering speeches. These will include the following: 

I. Introductions and Self Expression 

II. Speaking to Inform 

III. Persuasive Speaking 

IV. Speaking to Entertain 

Class activities will include lectures on how to prepare speeches， discussion of appropriate topics， 

presentation of speeches， and "post speech" discussion of each speech given. While topics should be 

chosen according to individual interest， special attention will be placed on developing the ability to 

communicate about your own culture publicly in English. 

評価方法:Since giving presentations and participating in presentations of others in class is 

essential， your grade明11be based on attendance， active participation， and completion of 

all speeches and public presentations. There will be no written examinations. 

テキス卜名:Textbook to be announced. Lectures and activities will be supplemented by handouts 

and other material supplied by the instructor. 

注意事項:Maximum Class Size: 25 

You should have at least aじLevelof English Proficiency (500 on TOEFL or similar score 

on Equivalent Exam). 

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and other material will be available online at the following 

URL: http://www2.gol.com/users/stever/pubspeak.htm 

Please check this page regularly. It is i-mode compatible and can be reached by ordinary 

browser or any internet compatible mobile device. 
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英語パブリック・スビーキングB うす い なお と

臼井直人

The objective of出isclass is to develop effective public speaking skills. Students are expected to 

first conduct research on some specific social issues， discuss them with other students， organize 

opinions and finally present them to an audience employing audiφ.visual aids. Students will work in 

groups and conduct research in the library. 

評価方法:attendance and participation in discussion 30% 

presentation performance 40% 

mid term and final papers 30% 

テキス卜名:to be announced 

英語パブリツク・スビーキングC

Public Speaking 

ベスパリー

BETH BARRY 
生旦宜
1-4年
前 期

The goal of this course is to help you become better thinkers and communicators. To do出atyou will 

have opportunities to give speeches and receive feedback on the performance. Also， you will study 

communication theories. Instruction will cover topics such as choosing and narrowing topics， s甘ucture

of a speech， organization， supporting ideas， argument and critical thinking， importance of audience 

analysis， and others. 

評価方法:Attendance， classroom discussion， speech outlines， speech presentations and critiques 

will be evaluated. Quizzes as needed to check for understanding and progress. No final 

exam. 

テキス卜名:Payne， James and Carlin， Diana Prentice. 

Getting Started in Public Speaking. National Textbook Company， 1994. 

注意事項:Those who wish to register MUST meet the C-level of English Language Proficiency 

(TOEIC 600， TOEFL 500 or STEP Jun・Ikkyu).
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英語パブリツク・スピーキングD

Public Speaking 

ベスパリー

BETH BARRY 

The goal of出iscourse is to help you become better thinkers and communicators. To do that you will 
have opportunities to give speeches and receive feedback on the performance. Also， you will study 
communication theories. Instruction will cover topics such as choosing and narrowing topics， structure 
of a speech， organization， supporting ideas， argument and critical thinking， importance of audience 

analysis， and others. 

評価方法:Attendance， classroom discussion， speech outlines， speech presentations and critiques 
will be evaluated. Quizzes as needed to check for understanding and progress. No final 、

exam. 

テキス卜名:Payne， James and Carlin， Diana Prentice. 
Getting Started in Public Speaking. National Textbook Company， 1994. 

注意事項:Those who wish to register MUST meet the C-level of -English Language Proficiency 

(TOEIC 600， TOEFL 500 or STEP Jun-Ikkyu). 

英語デイベー卜 1A 
うす い なお と

白井直人

The objective of this course is to develop appropriate oral proficiency and critical thinking skills for 
the purpose of argumentation in English. Students learn basic and advanced skills of debate as well as 

how to eva1uate arguments and make judgments in resolving a dispute. Students will work in groups 

and conduct research in the library. 

評価方法:attendance and participation in discussion 30% 

presentation performance 40% 

final paper 30% 

テキスト名:to be announced 
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キムウィルコックス
KIM WILLCOCKS 
ショーンサザーランド

SEAN SUTHERLAND 
C B 卜べデイ翠

ロ==ロ英

English Oebate 

You-don't have to be a politician or a lawyer to debate. Almost every day you tell people your 

opinions and support these opinions叩thexamples， and being able to speak clearly and persuasively is 

helpful for almost all occasions in life. ln出iscourse you will be introduced to the principles and 

practice of debate. You will explore the "紅tof argument" and you will research and debate new topics. 

This course will be taught by bo出 aBritish and a Canadian teacher and we hope出iswill introduce you 

to different styles of debating and different cultural perspectives. We believe in the proverb "1 hear and 

1 forget. 1 see and 1 remember. 1 do and 1 understand" and so we will begin actual debating early on in 

出ecourse. 

評価方法 :Attendance. Your performance in debates and the quality of your advice and comments 

on other people's debates. 

テキスト名:No book required. 

4 単位

1-4年
前一一葡子智本

ます

桝英語スモールグループコミュニケーションA

Some people love working in a group and other people are frustrated with group work. Working in 

groups and teams is important and unavoidable in life. 

ln出iscourse we learn 

* basic group and team concepts 

* how and why group experiences may both satisfy and frustrate you and other members of your 

groups 

* how to become aware of how communication operates in groups 

* how to work in a group e丘町tivelythrough exercises 

* how to identify conflicts and work toge出erto solve them 

評価方法:Attendance and class p紅 ticipation，group projects， presentations， exams. 

* Most of your grade will be based on group projects. In principle， each person in the 

group will receive the same grade for the group projects. Thus it is important出atyou 

establish trust and create a cooperative climate. 

テキス卜名:To be announced at the first day of class. 

注意 事 項:Class size: 25 

English language proficiency (TOEIC 600， TOEFL 500， or STEP Jun-Ikkyu) 
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英語スモールグループコミュニケーシヨンB スティープンレンシヤウ

STEVEN RENSHAW 

This course concen仕ateson theory and pragmatic application of communication principles in small 
groups. From this course， you should develop an understanding and an ability to effectively participate 
in groups in a variety of cultural settings but most especially in those which have an English speaking 

base. Topics will include: group formation， development of goals， group maintenance， group power 

s位uctures，leadership， goal completion， and group dissolution. By applying principles learned in class， 

you should increase your ability to understand， work in， lead， and evaluate English speaking groups. 
Class activities will include lectures and discussion of small group theory and (perhaps most 
important1y) actual participation in a group project from formation to dissolution. 

評価方法:Since participation with others in class is essential， 5096 of your grade will be based on 
attendance and active participation in the group project. The other 50% of your grade will 

be based on quality and timely completion of written group assessments， exams on 
lecture material， and other assignments. 

テキス卜名:Textbook to be announced. Lectures and activities will be supplemented by handouts 

and other material supplied by the instructor. 

注意事項:Maximum Class Size: 25 

You should have at least a C-Level of English Proficiency (500 on TOEFL or similar score 

on Equivalent Exam). 

The Internet is playing an increasingly important role in our lives. Schedules， special 

notices， class information， and other material will be available online at the following 
URL: http://www2.gol.com/users/stever/smallgrp.htm 

Please check出ispage regularly. It is i-mode compatible and can be reached by ordinary 

browser or any jnternet compatible mobile device. 
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英語オーラルインタープリテーションA.B はら おか しよう

原岡笠子
生亘亙
2-4年

前期・後期

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商の理解と演習を基に、詩、ドラマや小説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J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。

英語談話分析 A ・B
門川_ t... ~ ;:.i 11.川 14単位

長OSERTDE SILvAI3Jそf三

Discourse is concerned wi白 thestudy of the relationship between language and the contexts in 

which it is used. It describes and analyzes spoken language， such as conversations， classroom 

interaction， and formal speeches. In addition， it studies the ways written texts (newspaper articles， 

letters， instructions， stories， etc.) are organized. The aim of this course is to 'come to a better 

understanding of natural spoken and written English discourse. Contrasts wi血Japanesediscourse will 

also be considered. 

評価方法:Written homework. 

One test. 

One report. 

Attendance. 

テキス卜名:Undecided 

注意事項:This course is taught entirely in English. 
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日英翻訳法〔時事〕
モ ねかず

曽根和子
4 車直
2-4年
筆一一塑

時事問題に関する日英翻訳法を学ぶ。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、および毎回の小テスト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。

テキス卜名:日本語・英語の新聞及び維誌記事等

注意事項:受講資織は f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

、のコピーを必ず提出すること)

英 日翻訳 法〔時事〕
モ ねかず

曽根和子

一一
一

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、および毎回の小テスト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、 TOEIC680点、 TOEFL530点、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、スコアのコピーを必ず

提出すること)
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英 量五
回目 通 訳 法 A 

モ ねかず

曽根和子
4 車一面
2-4年
前期

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

た実技演習を遜じ、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: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。

テキス卜名:講師作成のスタディ・ガイド(授業の際配布)及び録音テープ等

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、 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

格証のコピーを必ず提出すること)

英語通訳法 1B ・C . D 

ウィスパリング同時過訊基礎演習

しばた きよみ

柴田パネッサ清美

4 車位
互=互豆手

前商7蚕扇

ウィスパリング(ささやき方式)同時通訳訓練法を語学教授法としてとらえ、その基礎技能訓練

を通して語学運用能力の強化を図る。各種 トレーニングの方法や目的を学ぴ、更に特殊技能訓練の

一環として訓練法の全体像をとらえる。学習形態はタスク・ベースト.eラーニングで 1週間に 1テ

ーマを原則に実技演習する。タスクでは教材以外の素材を発展練習する。訳出法は頭ごなし訳を基

本とするが、通訳者は異文化コミュニケーターであるとの観点に比重を置いた正確な訳出を追求す

る。主なトレーニングはシャドウィング、メモ取り、クイック・レスポンス、要約通訳、背景知識・

情報収集など。語集は約500語を学習する。

評価方法:出席、タスク・パフォーマンス、コンピテンシー・プロファイル、単語テスト

テキス卜名:柴田パネッサ『はじめてのウィスパリング同時過訊』南雲堂

高山英士 rWord Up!J南雲堂

注 意 事 項 :'8.C レベルの制限はないが、やる気のある学習者のみが対象

D(後期) C基準

パソコン所有者は有利
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英 雪量
回目 通 訳 法 E A 

そ ねかず

曽根和子
主亘亙
2-4年
福一一扇

「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j 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: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。

テキスト名:講師作成のスタディ・ガイド(授業の際配布)及び録音テープ等

注意事項:定員は30名、受講資格は「英語通訳法 1Jを履修済の学生

英 雲量
回目 通 訳 法

実践ゼミ ウィスパリング同時過訊

E B 
しぼた 曹よみ

柴田パネッサ清美

ウィスパリング同時通訳訓練法の主用トレーニングであるプロソディ一分析、シャドウィング、

サイトラ、リテンション、同時過訳、ウィスパリング商談通訳に焦点をあてながら総合的なトレー

ニングを行う。メモ取り練習は短いパラグラフ逐次通訳においての概念ごとにメモを取る練習が中

心となる。各自のタスクはパラグラフのウィスパリング練習、デリパリー練習、短文のワン・セン

テンス遅れ訳など。後半には模擬国際会議や模様商談プレゼンテーション等でスピーチ発表または

通訳パフォーマンスを磨く。語集は約500語を学習する。

評価方法:出席 タスク・パフォーマンス、コンピテンシー・プロフヂイル、単語テスト

テキスト名:柴田パネッサ『実践ゼミウィスパリング同時過駅』南雲堂

高山葵士 rWord Up !J南雲堂

注意事項:英語通訳法 Iの修了者C基準
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日本語プレゼンテーシヨンA.D よこ た さと み

横田智美

4 単位
1-2年

爾南7夜扇

この講座は、自分の意見や収集した情報などを日本語で明確かつ効果的に聴き手に伝える口語表

現力の養成をねらいとする。授業では、スピーチの展開の仕方、情報提示方法、さらには対人コミ

ュニケーションの基本などを学びながら、様々なテーマの口頭発表を通してスピーチの基礎的な技

能修得を目指す。多数の聴衆の前でスピーチをすることに苦手意識を持っている学生に、特に受講

してもらいたい。

授業は主として実習形式でおこなう。受講者には、口頭発表のために必要な情報を収集するなど

の事前準備が求められるとともに、 一人一人のスピーチに対して学生聞で相互評価を行うなど、主

体的な授業参加が望まれる。

評価方法:出席状況、レポート、口頭発表などを総合して評価する。

テキスト名:授業開始時に指定する。

注意事項:受講希望者が24名を超える場合は、抽選にて人数調整を行う。

日本語プレゼンテーシヨン B.E うす い なお と

臼井直人
4 車一面
Tτ互至手

前期・後期

こ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いく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

おけるリサーチおよびグループワークが要求される。

評価方法:出席および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C.F

f話し方教室jを超えて

あお ぬま

青沼 智

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.r模様的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。

評価方法:レポート、個人発表、グループ発表などを総合的に評価する。

テキス卜名:第一回目の授業にて指示する。

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。

日本語スモールグループ・コミュニケーションA
ょこ た さと み

横田智美

4 単語
1-4年
重二二重

この講座は、小集団レベル (3-10人程度)でのコミュニケーション活動について学ぶことを

目的とする。具体的には、家族や友人、サークル仲間などといった身近な小集団を例に挙げ、集団

内におけるコミュニケーションの特徴を考察していく。また、受講生には自らのコミュニケーショ

ン・スタイルに対する認識を深めるために、実際に所属する小集団を対象とした事例研究をおこな

ってもらう予定である。

評価方法:出席状況、レポート、クラス討論への貢献などを総合して評価する。

テキス卜名:プリント教材

注意事項:受講希望者が25名を超える場合は抽選をおこなう。
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日本語スモールグループ・コミュニケーシヨンB ます もと とも

桝本智子

このコースでは、スモールグループ・コミュニケーションの基礎理論を学び、グループプロジェ

クトを通じて実践していく 。日本特有のスモールグループ・コミュニケーションの性質を認識し、

その利点や欠点を分析していく 。同時に文化によるコミュニケーションの仕方の違いが、グループ

活動にどのように影響しているのか検討する。

評価方法:積極的なクラス参加、グループプロジェクト、テスト

テキス卜名:第一回目の捜業で指示する。

注意事項:学期中、数種類のグループプロジェクトをこなしていく。グループの一員としての白

覚と震任を持って履修すること。(定員:25名)

日本語デイベー卜 A.C うす い なお と

臼 井直人

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、デイ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、討諭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

なデイベート理論のレクチャー・ディスカッション、 2) r社会生活と批判的思考Jについてのデイ

スカッション、 3)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:出席およびクラスディスカッションへの参加、ディベート・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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日本語デイベー卜 B . 0 

デイベー卜の基礎を学ぼう

あお ぬま

青沼 智

教育ディベートの入門コース。日本語によるデイ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・模範ディベート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:即興デイベート、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:第一回目の捜業にて指示する

注意事項:受講希望者が25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。

ネ土 .0. 
Z玄 C::::::II 

き墨
田ロ

品同
号」 A 

Sociolinguistics 

ソニアイーグル

SONIA EAGLE 

4 車て直
2-4年
前一一一雨

In this course stress is placed on discovering and understanding the social or cultural component of 

language and the rule governed nature of language behavior. The. coぽ sepresents叩 overviewof the 

field of sociolinguistics， including language evolution， children's language， the Sapir-Whorf hypothesis， 
speech acts， pragmatics， phatic communication， kenesics， pidgins， Creoles and lingua仕anca.Dialect 
studies including those related to social class， gender， age and region are reviewed. 

Also outlined are discourse rules， written and spoken， inciuding intercultural variations. Field 

methods and studies in sociolinguistics will be examined. A consideration of bilingualism， multiling-
ualism and nationallanguage planning will be included. 

評価方法:1. Midterm and / or Final Exams 

2. Written book report on Japanese sociolinguistics studies from articie or book written 

in Japanese. The report明日 be in English based on prescribed formal Oral presenta-

tion if cJass 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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キ土 .0. 
z3; ~ 

苦
闘

声晶晶

子 B 
ひぴや じゅん

日比谷潤子
4 単位
2-4年
轟申請雇

私たちは、普段特に意識せずに言語を用いて意思を伝達している。コミュニケーションを円滑に

行うためには、言語はできるだけ均質であった方がよい。しかし現実には、地域によることばの違

い、年齢・性別・職業などの社会的要因によることばの途い等、さまざまな言語変異(バリエーシ

ョン)が存在する。この授業では、過去40年間に主として日本語と英語を対象として行われた研究

成果を概観しながら、 言語変異の諸相について検討してLぺ 。

評価方法:筆記試験・レポート・出席

テキスト名:中尾俊夫・日比谷潤子・服部範子「社会言語学標論jくろしお出版1997

意 昧 雪量
ロロ 用

~除

富岡
とく なが み さと

徳永美暁

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集の意味、・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。このクラ

スでは、まず言語の「意味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「意味諭J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、クラスデイスカッションへの参加、プロジェ

クトペーパーなどを総合的に判断して判定する。

テキスト名:①IYule，George. 1996. Pragmatics. Oxford University Press 

②その他、プリントにて配布
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3)コンビュータ・コミュニケーション科目

コンビュータ入門 A.B なかやま み曹 お

中山幹夫

コンビュータとネットワークの仕組み

今や情報技術は深く社会に浸透している。情報技術の仕組みを理解することは、豊かな人生のた

めに不可欠であり、何が有益で何が問題か、何が安全で何が危険かを判断する基礎を与える。そし

て、変化の激しさにたじろぐのではなく 、変化を生きがいにするような新しい価値観が求められて

いる。

本講義は技術的側面よりむしろビジネス/社会/生活の側面から、利用者の視点でコンビュータ

とネットワークの基本用語を理解し、情報技術の基礎を習得することを目標とする。内容は次の通り。

1.コンピュータとネットワークの歴史 2. コンビュータの仕組みと使い方 3.情報社会と情

報倫理 4.組込み型コンビュータ 5. ソフトウェアの仕組み 6.マルチメディア 7.インターネ

ットの仕組み 8. GUIとトラブルシューティング 9. コンビュータとビジネス

評価方法:出席状況、授業中に実施する小テスト、期末試験、レポートにより総合的に評価する。

テキスト名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

藤田英時『パソコン基本のきほん早わかり』ナツメ社

伏木田勝信『最新 情報・通信のしくみ』技術評論社

情報倫理教育研究グループ『インターネットの光と影』北大路書房

松原聡 nT革命が見る見るわかる』サンマーク出版

注 意事 項 :コンビュータの使用経験を前提としていないため、受講に際して予備知識は必要ない。
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コン、ビュータ入門 C
よし なが こう すけ

吉永耕介

現在使用されているパソコンは、 1940年代の初期のコンピュータの性能をはるかに超えています。

そして、道具として作られたコンピュータは、インターネットの発達に伴って、社会にさまざまな

影響を与えるようになり、われわれの仕事や生活を大きく変えてきました。コンピュータ技術がさ

らに進歩しつつあるなかで、どうやってこの道具をうまく利用して使用するかが、この授業の目的

である。

本講義では、大学の4年聞に学ぶコンビュータの基礎的知識や技能、特に、コンビュータ・リテ

ラシー I及びIlの前段階としての知識や技能を学ぶ。講義内容予定は、以下の通りである。1.パ

ソコンの基本操作 2.コンビュータの歴史と基本構成 3.入出力装置の仕組み 4.ネットワー

クとLAN 5.インターネットの概念と利用 6.応用ソフトの利用

評価方法:出席状況とレポートと試験の総合評価

テキス卜名オリジナルテキス卜使用

注意事項:実習もおこなうので、毎回必ず出席すること

コンビュータ・リテラシー 1A 
しぼ はら のぷ ゆき

芝原信幸

本講座は「コンピュータソフトの有効活用とその実践Jを中心に据えた授業を行っていく事にす

る。 Excelを用いて、簡単なマクロ機能とVisual 8asicの基本に触れていく事になろう。

できる限り多くのコンビュータソフトを対象とし、適用事例を学習し、各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、以後の研究活動や仕事の中で、情報機器を使って、

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、コンピュータソフトを使用しての授業となる。

本講座はコンビュータ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。

テキスト名: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: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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コンビュータ・リテラシ-llA
しぱ はら の，，. ゆき

芝原信幸

情報処理 IAの内容をさらに一歩進めた内容となり、各コンビュータ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、各コンピュータソフトウェアの活用事例の学習を中心としたものであるが、できれ

ばホームページ作成等にもチャレンジしてみたい。

評価方法:数回のレポート、半常の学習態度、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憲すること。

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、コンビュータリテラシ

-IAの履修者を主体とした講座であるが、各自の経験により、後期からの参加も

可能である。

※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)

コンピュータ・リテラシー18・C・G.H
ひ おきさき お

日置咲夫

fワードJで文章を作成する基本的な事項を演習し、 fワード」の基本をマスターすることを学習

の目標とします。

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、績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:成緩の評価は、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。

テキス卜名:開講時に指示します。簡易製本(ユニポストにて販売)
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コンピュータ・リテラシ-1[8・C・G・H
ひ おきさき お

日置朕夫

「エクセルJの貼り付け関数の使い方、表のグラフ化を例題等演習で学習します。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貼り付け関数を正確に

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が学期末の実技試験により判断し判定します。

テキス卜名: rエクセル演習j、実数出版

コンピュータ・リテラシー ID.E.K.L よし なが こう すけ

吉永耕介

現代は IT社会といわれており 、われわれの生活の中に情報機器を介したコミュニケーションが

一層急速化・ 一般化している。本講義では、コンビュータの基本的な操作や基礎的な情報活用能力

を身につけることを目的とする。講義形式で理論を説明し、ぞれに基づいた演習問題を各自が実際

に行い、自ら学ぶカを養う。対象はパソコン初心者の学生とする。講義内容予定は、以下の通りで

ある。1.Windowsの構造とファイル操作 2.WordとExcel 3.情報倫理と電子メール 4.インタ

ーネットと情報検索 5.ホームページ作成 6.プレゼンテーション(パワーポイント)

評価方法:出席状況とレポートによる評価。

テキスト名オリジナルテキス卜使用

注意事項:実習もおこなうので、毎回必ず出席すること
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コンピュータ・リテラシ-llD.E.K.L
よし なが こう すけ

吉永耕介

本講義では、コンピュータ・リテラシー Iで学習した事項の理解をさらに深めると共に、応用ソ

フトを活用して、問題解析能力を習得するこ tを目的とする。パソコンに関する知識が初級程度で

ある学生を対象としており、コジピュータ・リテラシー Iを履修済みであることが望ましい。学習

ソフトは、表計算ソフトExcel、統計分析ソフトSPSS、プログラミングソフトVisualBasicを使

用する。講義内容予定は、以下の通りである、1.データ分析・グラフ作成 2.需要予測・回帰分析

3.分散分析 4.データベース

評価方法:出席状況とレポートによる評価

テキスト名:オリジナルテキスト使用

注意事項:実習もあるので、毎回必ず出席すること

コンビューター・リテラシー 1F 
しぱ はら の，s，ゆ曹

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、表計算ソブ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)を使用しての授業となる。また、 Excel等の、マクロ

を組むための基本となる、 Visual Basic(VB)を、基礎知識程度まで授業内容を展開してみたい。

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。

テキスト名:テキス卜は使用せず、レジュメイ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: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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コンビューター・リテラシ-nF し1: はら のぷ 申書

芝原信幸

情報処理 Iの内容をき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

熔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、 visualbasic (特に、 VBA: Visual Basic for Applications) と、そのプログラミング

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

って、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、コンピュータリテラシー 1F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)

コンビューター・リテラシー I卜J

情報技術を使いこなす

なかやま み曹 お

申山幹夫

コンピュータ・リテラシーとは、コンピュータとネットワークをコミュニケーションの道具とし

て活用するカである。柔軟な発惣で使いこなし、トラブルがあっても独力で乗り切る力が必要である。

本講義では、コンビュータとネットワークを各自のコンテンツの表現手段として活用するために、

情報の収集と判断、課題解決、コンビュータ独特の文書作成のコヅや情報整理術を学ぶ。また学内

のLAN環境を活かしてイントラネット活用の実践カを習得する。内容は次の通り。

1 .コンピュータの基本 2.Windowsの構造 3.ネットワークとLAN環境の活用

4.電子メール 5.インターネット 6.Wordで学ぶアプリケーションソフト

7.Excelと統計処理

評価方法:出席状況および各テーマでの課題レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

毒島雄二『初心者のためのコンピュータリテラシー』共立出版

島望『かんたん図解 Windows2000J按術評鵠社

和田茂夫『メールのルール』オーエス出版

注意事項:コンピュータの使用経験を前提としていないため、受講に際して予備知識は必要ない。

実習室使用の都合で受講希望者多数の場合は制限あり(初回授業にて抽選)

- 546-



コンビューター・リテラシ-n卜J

情報発信力の強化

なかやま み曹 お

中山幹夫

情報技術の活用により、広範囲な情報発信と効果的で多彩な自己表現が可能になる。本講義では

コンビュータ活用力の向上において、特に情報発信力を高めることに主眼を置く。そのために、プ

レゼンテーションソフトを単にツールとしてではなく、効果的なプレゼンテーション資料の作成の

基本や発表の仕方を通して学ぶ。情報発信手段としてのホームページ作成においては、著作権や情

報倫理を学びつつ、表現内容を室視して全員が自分のコンテンツでそれぞれ異なるホームページを

作成する。 HP作成ツールとしては基本である HTMLと応用ソフトを習得する。内容は次の遜り。

1.Power Pointによるプレゼンテーション 2.HTMLによるホームページの作成と仕組みの理解

3.マルチメディア素材作成 4.ネットワークコンビューティング 5.ホームページピルダー

評価方法:出席状況および各テーマでの課題レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

田中i3rできるPowerPoint 2000Jインプレス

川名和子『はじめて作るホームページHTML編』按術評論社

広野忠敏『できるホームページピルダー2∞uインプレス

注意事項: rコンビュータリテラシー 1Jの事前受講が望ましい (WordとFile，Folder管理を習

得済)実習室使用の都合で受講希望者多数の場合は制限あり(初回授業にて抽選)

インターネット実習 A.B よし なが こう すけ

吉永耕介

インターネットの活用分野は教育、ビジネスに限らずまずまず拡大し、その果たす役割も多様化

してきた。と同時に、問題点も種々発生してきている。本講義では、情報モラルとインターネット

活用法を、講義と共に演習を遇して理解習得することを目的とする。インターネット学習では、課

題を設定しインターネットで情報収集を行い、その課題の解決法を探る。ホームページ学習では、

基本的な手法によるホームページ作成と各自のオリジナリティを活かしたホームページ作成をおこ

ない情報発信力を高める。講義内容予定は、以下の通りである、1.インターネットの概要 2.ネ

ットワークとエチケット 3.電子メール 4.ホームページ作成

評価方法:作成ホームページの評価と試験の総合評価

テキスト名:教科書とオリジナルテキスト使用

河西朝雄『改訂新版ホームページの制作』按術評論社

注意事項:実習もおこなうので、毎回必ず出席すること
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情報ネットワーク論

進化する情報ネットワーク社会

なかやま み曹 お

申山幹夫

世界規犠の巨大なインフラストラクチャーである高度情報ネットワークシステムは、従来の電話

網時代の情報の 『伝達』機能を超えて、情報の 『処理』と 『蓄積』の機能までをも包含している。

本講義では、社会的視点で情報ネットワークの役割を見つめ、仕組みの理解、基本用語の習得、

情報ネットワークの可能性と問題点、対策を理解することを目標とする。

1.情報ネットワークの発展と文化 2.ネットワークアーキテクチャと通信プロトコル 3.イ

ンターネットの仕組みとTCP/IP 4.情報ネットワークの構造と特質 5.情報ネットワーク社会

と個人 6.移動通信ネットワークとモパイルコンピューティング 7.ネットワークセキュリティ

とその役割j

評価方法:出席状況、筆記試験、レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図・は以下。

小槍山賢ニ『社会重量置としての情報通信』共立出版

白鳥則郎『コンビュータネットワーク』オーム社

大和総研 rI T用語ハンドブック』朔泳社

鈴木康策『インターネットの素朴な質問』あさ出版

竹下隆史『マスタリングTCP/IP入門編第2版』オーム社

メディアリテラシ

ディジタル時代のメディアリテラシー

なかやま みき お

中山幹夫
2T在
1-4年
福一一司

一般に学校では文字の読み書きを教えても、テレビやホームページの見方、電子掲示板の使い方

は教えない。人々はメディアの波に受動的にさらされているのが現状である。かつて情報発信は一

部のマスメディアという専門家の特権であったが、今や、インターネットにより各自がメディアの

発信者になれる時代になってきている。一方で、無責任な情報発信も指摘されている。現代社会を

主体的に生きるには、読み書きのようにメディアを 『使用』する能力、メディアを批判的・建設的

に 『受容』する能力、自分を自分の責任で 『表現』する能力の総合としてのメディアリテラシーが

必須である。

本講義では、ディジタル時代の現代におけるメディアの 『使用Jr受容Jr表現』の能力を講義と

演習を通して総合的に習得することを目標とする。そして、メディアの意図を見抜く力を持ち、新

しい時代におけるメディア表現者としての人材育成を目指す。

1.メディア分析 2.ニュースメディア 3. ジャーナリズムと人権 4. メディアの歴史と未

来 5.電子掲示板と氾濫する情報 6.チャットと電子メールの実態と活用 7.ディジタルメデ

ィアと表現活動

評価方法:出席状況、筆記試験、レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

岩波書庖『デジタル・メディア社会』水越伸

日本放送出版協会『日本のマスメディア』蕨竹暁
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情報 ネ土 .0. 
ZJ; 論 A 

あざ み とし お

生岡俊雄
2 車位
1-4年
前一一雨

メディアと音楽と社会

19世紀末のエジソンによるレコードという音楽複製メディアの発明を契機にして、音楽と私たち

の社会生活との関係は、大きくその様相が変化することになった。その後、レコードはSPから L
Pへ、さらにはデジタル時代を迎えて CDへと移行し、ぞれと同時に、ラジオ、テレビ、ビデオ、

そしてインターネットの出現など、音楽を取り巻くメディア・テクノロジーも発展して、その関係

はますます激しく複雑な展開をみせている。この講義ではこれらの動向を、さまざまな視点から多

角的に見て行く。方法としては実際の音楽や音楽映像を視聴しながら、理解を深めることにできる

だけ比重を掻く 。

評価方法:レポートの成果と出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定

情報 社 .0. 
:zx 

;;A 

言問 E A 
あざ み とし お

生閉俊雄 一一円
IT時代と音楽産業

]980年代に入った頃から、本格的な情報化社会の到来が言われるようになり、世界規模でのメデ

ィアのデジタル化が急激に進むなかで、われわれの社会は90年代のマルチメディア時代、 21世紀の

1 T時代へと進展してきた。このような変革のなかで、レコード会社を中核とする音楽産業は、わ

れわれの生活にとって重要な役割を演じてきた。この講義では音楽産業のこれまでの足取りと今後

の動向を、現代人の社会生活、特に若者の生活文化とのつながりのなかで考える。インターネット

による音楽配信事業の動向や、映画産業やカラオケ産業など、レコード産業と密接な関係を持つ、

文化情報産業の動きにも注目する。

評価方法:レポートの成果と出欠席を考慮する。

テキスト名:未定
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情報社会論 nB ・C

ジャーナリズム論

なが い

永井
ひろし
Z盆

'ロ

情報化時代をむかえ、新聞、テレビ、ラジオ、書籍、雑誌、さらにはインターネットなど多様な

メディアから、たえず膨大な情報が吐き出されている。われわれの日常生活は情報なしにはかんが

えられないが、それらの情報のすべてが正しいわけではない。情報洪水に流されて自分と社会の正

しい関係を見失うことのないようにするためには、情報を批判的に読み解く「メディア・リテラシ

ーJの力が不可欠である。そこで、ジャーナリズムという視点から、報道と人権、権力とメディア、

メディア産業の巨大化を主要テーマに現在のメディアが直面する課題を検証するとともに、具体的

なニュースの分析をとおして情報と社会の動きを複眼的にとらえる目を養いたい。

評 価方法:期末試験またはレポート

テキス卜名:テキストは特になし。参考文献や資料を綬集中に適宜紹介する。

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。

コンビュータと人間科学

コンビュータを遇して人聞を科学する

なかやま み曹 お

中山幹夫
2 単位
T二 互草

重二二璽

コンビュータと人問、ネットワークと社会は互いに類似関係にある。そのため人がその認識や行

動様式を誤ると人が情報技術を使うのではなく 、情報技術に人が使われ、人の精神活動に好ましく

ない影響を与える可能性もある。

本講義では情報技術は人間を科学した成果であるとの視点で、その成果を自分という人聞にフィ

ードパックする。コンビュータと人聞の共通点と相違点の把握、科学的理解を通して、コンビュー

タと人間への見方と関わりを考察し、ヒューマンリテラシー(人を知り人を動かす力)の撞得を目

指す。

1.コンビュータと思考 2.エキスパートシステム 3.人工知能と人間の知能 4. コミュニ

ケーション科学と進化 5.情報技術と心と体 6.コンピュータ中毒とネットワーク犯罪 7. コ

ンピュータネットワークと言語理解 8.サイパースペースとバーチャルリアリティ 9. ヒューマ

ンマシンインタフェース

評価方法:出席状況、筆記試験、レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:必要に応じてプリント資料を配布するので特に指定しない。参考図書は以下。

山田博『脳とコンビュータJNTI出版、機井俊夫『言語メディアを物語る』共立出版

下原勝憲 『人工生命と進化するコンビュータ』工業調査会

片方善治 『サイバースペース』海文堂、舘『バーチャルテックラボ』工業調査会

大須賀節錐 『ヒューマンインタフエース』オーム社
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コンビュータと国際ビジネス

情報社会における国際ビジネスと人材

なかやま み曹 お

中山幹夫

情報技術は国際化するビジネス社会を加速し、変化の速さは従来よりー桁近くスピードアップし ー
た。そして、コンビュータとネットワークの発展で情報公開と情報共有化が進む情報社会において

は、高い国際感覚と顧客指向を持つ人材、個性と創造的協調性の調和した人材、情報技術をビジネ

ス戦略に活かせる人材が求められている。

本講義は、情報社会における国際ビジネスのための人材育成を目的とする。講義ではグローバル
化ずる国際ビジネスの現状と課題について、各国企業のeービジネスの実例や身近な圏内ピジネスの
実態を通して学び、情報社会における国際ビジネスの核となる基本概念の実践的習得を目標とする。

1.国際ビジネスの現状 2. e-コマース 3.情報社会の経営戦略 4. e・ビジネス 5.情報社

会のビジネスプロセス 6.顧客を核としたビジネス戦略 7.サプライチェーン戦略と組織改革

8.ナレツジマネージメントと意思決定プロセス 9.人材マネージメント 10.情報社会の意識改

革と自己改革

評価方法 :出席状況、筆記試験、レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

米国商務省著『ディジタル・エコノミー2000米国商務省リポート』東洋経済

ラピ・カラコタ reービジネス』ピアソン・エデユケーシヨン

山田仁『インターネットビジネスJJMAM、熊谷直樹『すぐ分かるCRMJかんき出版
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4)国際研究科目

地域 国際研究講座
すげ の，5l ひこ

小菅伸彦

21世紀世界を読む-9.11テ口は世界をどう変えたか

地球レベルの問題群という縦糸、各地域・国に固有の問題群という横糸、この二つの糸が織り成

す国際社会のモザイク模様……。「外国語学部Jが英語では Facultyof Foreign Languagesではなく

International Studiesになっているように、外国語を学ぶことは、この二つの糸から出来上がってい

る国際社会を理解することと表裏一体なのです。

f地域・国際研究コースを履修したしりあるいは「どのコースを選択していいかわからないJと

いった学生諸君(特に 1・2年生)にまず最初に受講をお勧めしたいのが、この講座です(地域・

国際研究のねらいと内容については学生便覧に詳しい説明が出ていますので是非読んでくださ

い!)。

さまざまな国際問題・地域問題について、毎回、異なる講師が異なるテーマをそれぞれの専門分

野の切り口から「わかりすく解説しますJ。このようなスタイルをオムニバス形式の授業と呼びま

す。受講生は「日替わり(週替わり)定食Jのように、異なるテーマを消化していかなければなり

ませんが、多彩な知識を教えるということよりも、政治学・経済学・歴史学などの社会科学領域の

学問体系の方法論によって問題を読み解いてゆくことを通じて、学生諸君に社会科学の魅力に触れ

てもらうことが本講座の目的です。学生諸君が受講を通じて、何度か「目からうろこJの経験をす

る、そうであれば本講座は成功となるでしょう。

2001年9月11日のニューヨークのテロは、地域・国際問題をめぐるさまぎま分野でこれ迄の理解

を根底からゆさぶる程の大きな影響を及ぼしました。そこで、本年度はあえて2001年度と近いテ」

マを選ぴました。

学生諸君は本講座を2回、 4単位迄受講することができますが、教師は昨年度と同じ講義をする

ことはありませんので再受講に問題はありません。

民族紛争、国際平和、地球環境問題、資源食料問題、 IT革命、地域統合、南北問題、農村と都市、

家族と社会などをキーワードとして 21世紀社会の潮流を読みぬくために学問にはどのようなアプ

ローチが可能なのか、世界の各地域では実際にどのような問題に直面しているのか、どのような取

り組みがおこなわれているのかについて考えて行きます。

具体的な「メニュー(講義スケジュール)Jは第 1回講義時に説明します。

評価方法:毎回綬業終了時に、出席を兼ねたミニレポート(当日の講義の感想など :85サイズ

1枚程度)を提出します。期末に筆記試験を行います(詳細は授業で説明しますが、

試験の課題は授業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・筆記試験を総合して評価します。

テキス卜名:基本的に毎回レジュメを配布し、それぞれのテーマに関する基本文献を提示します。

- 552-



国 際 関 係

初世紀の国際政治史一二つの世界大戦

史
吉か た やす よ

阪国恭代
乞重亙
1-4年
前一一扇

本科目は国際関係を学ぶ学生のための現代史の講義である。とりわけ、国際政治・外交史の観点

から、 20世紀における戦争と平和について考えるための一助となることを願う。「国際関係史 1J 

では、 20世紀前半において発生した二つの世界大戦を中心に講義する。なぜこれらの戦争が勃発し

たのか?どのような戦争であったのか?どのような平和への取り緩みがあったのか?

講義では、背景として、主権国家と西欧国際システム、 19世紀末の帝国主義と植民地の世界を踏

まえ、第一次世界大戦の発生・展開・終結、戦間期の世界、第二次世界大戦の発生・展開・終結に

ついて考える。歴史に関連するビデオや映画なども利用しながら、授業を進める。

評価方法: (1) 期末試験、 (2) 課題、 (3) 出席を考慮する。

テキスト名:参考文献として、以下を勧める。石井修『国瞭政治史としての20世紀』有信堂;入江

昭『二十世紀の戦争と平和』東京大学出版会;松岡 完 f20世紀の国際政治』同文舘。

その他、随時紹介する。

注意事項 :0詳細は初回の授業にて説明するので、必ず出席することを勧める。

国

or国際関係史 IIJを続けて履修することを勧める。また、「国際関係史 IIJは、 f国

際関係史IJの履修を前提に講義を進めるので、事前に「国際関係史 IJを履修してい

ることが望ましい。

際 関 係 史 E 議白薬会
三皇盈
1-4年
後期

20世紀の国際政治史ー冷戦と冷戦後の世界

「国際関係史 1Jに引き続き、「国際関係史 IIJでは、第二次世界大戦後の国際政治・外交史、

とりわけ冷戦システムの発生、展開、終結、そして、冷戦後の世界ならびに諮問題について講義す

る。歴史に関連するピデオや映画なども利用しながら、授業を進める。

評価方法: (1)期末試験、 (2)課題、 (3) 出席を考慮する。

テキスト名:参考文献として、「国際関係史 1Jで挙げた文献に加え、以下を勧める。西川吉光

『現代国瞭関係史 IJと『現代国際関係史nJ (男洋.房)。その他、随時紹介する。

注意事項 :0詳細は初回の授業にて説明するので、必ず出席することを勧める。

or国際関係史 IIJは、 f国際関係史IJの履修を前提に講義を進めるので、事前に

「国際関係史 IJを履修していることが望ましい。
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国 際 関 係
事A

宙開 ι とう しん や

伊藤信哉
三三E亙
1-4年
前一一一雨

冷戦終結から10年を経たものの、「新しい国際秩序Jはいまだその姿を明らかにしない。しかし

そもそも、 21世紀の世界を、単純に「冷戦後Jととらえることは、はたして妥当であろうか。われ

われは、より長期的な視座から、現代の世界をとらえなおすべきではないだろうか。講義では、こ

のような視点から「国際関係の歴史j を分析することにする。

評価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキスト名:テキス卜は特に指定しない。参考文献については、授業の際に紹介する。

注意事項:授業に関する連絡は、専用のウェプ・ページ (http://白to.cool. ne. jp/griffon/index. h凶1)

を通じて行うので、定期的にチェックしておくこと。

国際関係論 n A 
い とうしん や

伊藤信哉

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登録できる。

2 車在
1-亙至言
語一一一扇

国際関係論Hでは、 Iで分析した歴史的な流れをふまえ、今日の国際関係の基本枠組がどうなっ

ているか、またどのような問題に直面しているかを、イシューごとに分析することを主眼とする。

さらに、国際関係についての諸理論(国際理論)についても、その概要を紹介することにしたい。

評価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキスト名:テキス卜は特に指定しない。参考文献については、授業の際に紹介する。

注意事項:国際関係議の単位を取得していることを、履修の条件とする。

授業に関する連絡は、専用のウェプ・ページ (http://s-ito.cool.ne.jp/gri丘onjindex.h回1)
を通じて行うので、定期的にチェックしておくこと。
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国際関係論 B 
なが い

永井 叫浩

戦争のない世紀をめざして

20世紀は戦争と革命の時代だったといわれる占では、 21世紀は平和の時代となるだろうか。二つ

の世界大戦のあとに長〈続いた米ソ冷戦が終わり、人々は超大国の核戦争の恐怖からやっと解放さ

れたと思ったら、今度は世界各地で民族・宗教がらみ地域紛争が激化しはじめた。 2001年9月には

米国で同時多発テロが発生、米国はアフガニスタンに報復戦争を開始した。しかしその一方で、平

和を築くさまざまな試みも続けられている。こうした国際情勢を読み解くための基礎的な知識と理

論を学ぴ、世界から戦争をなくすためにわれわれ一人ひとりに何ができるかを考えてみる。

評価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素を加味する。

テキスト名:テキストは特になし。参考書は授業中に適宜紹介する

注意事項:r国際関係論 1Jのあとに rII Jを受講するのがのぞましい。

新聞、雑誌、テレピ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 n B 永井
E均し
~a:: 
'ロ

グローパル化する国際社会

21世紀の世界を読み解くキーワードはグロ」パリゼイションである。モノ・カネ・ヒト・情報が

自由に国墳を越えて移動する時代となった。ぞれは国際社会に何をもたらそうとしているのだろう

か。グローパル化の進展とともに反グローパリゼイションの運動が激化してきているのはなぜなの

か。 2001年9月の米国同時多発テロもグローバル化との関係が指摘される。米国主導の市場経済の

明暗、地域統合の拡大、開発と地球環境の関係、南北問題などをテーマに、多様化・重層化する国

際システムへの理解を深め、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

を考えてみる。

評価方法:期末の試験・レポート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。.，考書は綬集中に適宜紹介する

注意事項:r国際関係論 1Jを受講したのちに r11 Jに進んでほしい。

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。
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国際関係論 1 C たか すぎ ただ あき

高杉忠明

言単位
1-4年
前期

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、 NGO(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、環境破媛、第三世界の貧困、民族・地減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、被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。

評価方法:講義内容ならびに教科書を熟読しで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、高杉忠聞編、『現代の国際政治』、ミネルヴア書房、 1998年

小此木政夫、赤木完湾編、『冷戦期の国際政治』、鹿慮義塾大学出版会、 1987年
w.ラフィーパ一、『アメリカの時代』、芦.房、 1992年

その他、授業で適宣紹介する。

国際関係論 n c たか すぎ ただ あ曹

高杉忠明

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11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。国際関係の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・オプ・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交の現状と問題点などである。

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、高杉忠岡編、『現代の国際政治』、ミネルヴァ書房、 1鈎8年

小此木政夫、赤木完爾編、『冷戦期の国際政治』、鹿慮義豊大学出版会、 1987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 ネ土 ..0. 
ZJ; 

国際社会とはいかなる社会か

論 A 
か とうじよう じ

加 '藤譲治

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-national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』梶田孝道、中央公論社

国 際 ネ土

日本社会の国際化とは

..0. 
Z玄 論 n A か とうじよう じ

加藤譲治

日本社会の国際化をめぐる問題を考える。ぞ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

に考えていく。それらを「文化と文明J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。

テキスト名: r外国人労働者と日本』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 際 ネ土
• .0. 
z4 

~ 

言問

農村開発ー貧困解決のための社会開発のあり方(1) 

B 
いわ い みさ曹

岩井美佐紀

途上国の貧困問題は、経清開発の進行と共により顕在化し、今日の最も緊急な課題のーっとして

認識されている。首都に人口が集中し、都市の貧困問題が生起してきた背景には、都市と農村聞の

圧倒的な経済格差があり、都市の社会的矛盾は農村の貧困問題とも密接に関係している。貧困とは

何かを社会学的に考察する際、アマルティア・センが提起した人聞の「潜在能力Jを充足させる条

件の欠如と捉えることができる。すなわち、初等教育を受ける機会の喪失(非識字)、乳幼児死亡

率や妊婦死亡率に表れる保健・公衆衛生環境の欠如などである。

社会開発とは、このような条件を整え、「潜在能力Jを充足させることによって福祉の向上を目

指す開発のことであり、怠の長い持続可能なアプローチが必要とされる。

本講義では、主に東南アジアと南アジアの農村における様々な貧困の表れ方を取り上げ、社会開

発が必要とされてきた背景や歴史的経線について解説するとともに、都市における貧困問題につい

ても適宜触れる。

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。

ピ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。

参考図書名:口パート・チェンパース著『三世界の島村開発:貧困の解決ー私たちにできること』、

明石書盾、 1鈎8年。

アマルティア・セン著『福継の経済学』、岩波書庖、 1鈎9年。

国 際 社 .0. 
%x 

~ 

言問 E 

麗村開発ー貧困解決のための社会開発のあり方(2)

U いわ ‘い みさき

岩井美佐紀

2車十在
Tτ互草
福一一雨

本講義の目的は、これまで高く評価されてきたり、効果を上げつつある幾つかの社会開発プロジ

ェクトを学ぶことを適して、発展途上国の地域的特質に着目し、どのような開発が有効であるかを

考えることである。

本講義で取り上げる社会開発は、主にベトナムにおけるリプロダクティプヘルス(性および生殖

に関する保健)とバングラデシュにおけるマイクロ・クレジットによる雇用創出である。これらの

取り組みを通して、農村の貧困層が陥っていた状況、具体的にどのような障壁を取り除くことを目

的とした内容であったのか、そしてそれを克服することによって貧困層の社会生活および福祉にど

のような変化が起きたのかを考察する。

プロジェクトの内容によっては、即効性のあるものもあるが、すぐに効果が自に見えるものばか

りではない。一つ一つの事例を見ながら、地域性を考慮した社会開発について共に考えてみたい。

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。

参考図・名:ロパート・チェンパース著『第三世界の鰻村開発:貧困の解決ー私たちにできるこ

と』、問石書盾、 1鈎8年。

アマルティア・セン著『福植の経済学』、岩漉・居、 1的9年。

注意事項:国際社会議 Iを履修していることが望ましL、
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国 際経済論 1 A 

国際経済の現状と国際経済学の墨磁

なか の

伸野
あきら

昭
2.&  
1-4年
前一一扇

グローパリゼーションが急進展する国際経済の現状と日本経済の関わりを入門レベルで講義す

る。また、グローバル市場における企業行動についても具体例を引用しつつ言及する。主要テーマ

は、①国際経済の現状と日本、②国際収支および国際マクロ経済学、③南北問題および国際強力、

④主要経済圏(欧州、米州、アジア)の動向と課題、である。理論の習熟とともに、経済データの

読み方に習熟することも重要な目標である。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:講義は配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国 際経済論 n A 

国際貿易の基本構造と貿易体制

なか の

伸野
あきら

昭

2 !官官
すτ互草
福一一葡

ミクロ経済学の応用としての貿易の基礎理論とWTO(世界貿易機関)を柱とする国際貿易体制

について講義する。また、国際貿易と密接な関係をもっ直接投資についても言及する。主要テーマ

は、①世界および日本の貿易、②貿易の基礎理論、③産業内貿易の理論、④WTOと国際貿易体制、

⑤直接投資、⑥地域経済統合、である。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキストは指定せず、配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に講穫を

進める。要事考文献は適宜紹介する。
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国際経済論 B 
すげ のぶ ひこ

小菅伸彦

世界経済の動きとそのメカニズム

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， GATT体制のもとで国際貿易の拡大を輸に総じて順調な

成長を続けてきた。東西冷戦の終薦や貿易と資金移動を通じた相互異存関係の強まりにより近年、

世界経済の一体化、グローバ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

ステムの脆弱性も目立ち始めている。発展途上国の2極分解など貧困問題解決への道は遠く、

GATTを発展的に継承したWTOでも各国聞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:筆記試験

テキス卜名:宮崎勇、田谷領三『世界経済図説』、岩波新書、2目泊、適宜補足資料を配布

国際経済論 n B 
、すげ のぷ ひこ

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、経済的厳陸のための条件、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:筆記試験

テキス卜名:宮崎勇、田谷被三『世界経済図説』、岩波新.、2ぽ臥適宜補足資料を配布

注意事項:国際経済論Iを受講してから受講することが望ましい。
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国際経済論 1 C 

国際金融の原理と応用

なか の

仲野
あきら

昭
2 !吾E
1-4年
前一一一扇

国際研究はもとより、国際ビジネスの実践のためにも不可欠な国際金融の原理と応用を学ぶ。主

要テーマは、①国際決済と外国為替、②国際収支と国際貸借、③為替政策、④為替リスクとその対

策、である。理論的な理解とともに、 IMF(国際通貨基金)等が公表する国際金融統計の読み方に

習熟することも目標のひとつとする。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:講積は配布するプリントと参考資料(相・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国際経済論 n C 

国際金融市渇と国際金融取引

なか の

仲野
あきら

昭

2 事 E
1-4草
後期

国際研究はもとより、国際ビジネスの実践のためにも不可欠な国際金融取引の原理と実際を学ぶ。

主要テーマは、①国際金融市場の歴史と現状、②国際金融取引の諸形態、③国際投資(直接投資と

証券投資)、である。②ではプロジェクト・ファイナンス、リース、デリパティプ(金融派生商品)

などのテーマも扱う。

評価方法:出席状況と期末試験

テキスト名:テキス卜は指定しない。予備知踊として、原信審 f国際盆融標論=新版:J(有聾問、

1997年)を用意することを期待するが、講義は配布するプリントと参考資料(和・英

文文献)を中心に進める。

， 
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国 際 経 営
:;A 

ollO 
なか の

伸野
あきら

昭

2~m 
1-4年
前期

経営のグローパリゼーションという文脈の中で、経営学の基礎と経営の実績を学ぶ。主要テーマ

は、①環境のマネジメント、②競争の戦略、③事業構造の戦略、④国際化の戦略、⑤計画とコント

ロール、⑥組織のマネジメント、⑦経営理念と組織分化、⑧国際経営と新しいビジネス・モデル、

⑨経営の国際化と日本企業の課題、⑩経営とセキュリティ、である。また、講義日程に余裕があれ

ば、英文財務諸表および国際会計基準等の制度的テーマにも言及したし、

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:プリントと関連資料を配布する。参考文献等は随時紹介する。

国 際 経 声‘!o
昌 論 E 

なか の

仲野
あきら

昭
2一車Tl
1-4年|
後期|

国際経営論 Iの予備知識を踏まえ、国際経営論の各論を講義する。主要テーマとして、①経営組 ，

織および経営戦略の新潮涜、②IT革命とマネジメント、③ナレッジマネジメント、④コーポレー

ト・ガパナンス、⑤国際経営とカントリー・リスク、⑥国際財務および税務、⑦リスク・マネジメ

ント、を予定している。必要に応じて予備知識の復習を行なうので、国際経営論。の履修を必須条

件とはしない。

評価方法:出席状況および期末試験

テキスト名:プリントと関連資料を配布する。参考文献等は随時紹介する
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国際マーケテイング論 仲野
~ _.' I 2 単位 、|

函 1 1-4年|
| 前期|

マーケティング論の基礎と国際マーケティング

マーケティングとは、「個人や組織の目的を達成する交換を創造するため、アイデア・財・サー
ビスの概念形成・価格・プロモーション・流通を計画・ 実行する過程であるJ(AMA1985年定義)。
国際マーケティング論は以上の意味でのマーケティングのあり方をグローパルな視点で考察するこ

とを目標とする。主要テーマは、①市場の国際化ないしはグローパライゼーションとマーケティン

グ、②国際マーケティング組織、③国際マーケティング戦略、④国際マーケティングと情報、⑤国
際マーケティングと法、 ‘⑥マーケティング・リサーチの基礎、である。また、世界の有力企業を題
材に事例研究を取り入れる。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:講畿は配布するプリントと多考資料(和・英文文献)を中心に進める。

多 国 t籍 A 
~ 業

「

j
↓

なか の

仲野
あきら

昭
2軍 E
Tτ互草
後一一一扇

多国籍企業の行動と分析の基礎

多国籍企業論を企業経営の国際化という視点から、その歴史的考察、国際経営論的考察、経済理

論的考察の3点から講義する。主要テーマは、①多国籍企業の概念と歴史、②多国籍企業の理論的
アプローチ、③多国籍企業の組臓と組織変更、④多国籍企業と財務、⑤日本の多国籍企業の現状と
課題、⑥多国籍企業と国際経営環境、である。

原理的考察に加え、世界と日本の多国籍企業を題材に、企業研究的要素も加味する。

評価方法:出席状況および期末試験

テキスト名:講義は配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を申心に進める。参照文献は随
時紹介する。
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国 際 取 ヨl 法
ふく だ もリ 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。は基礎編で、各国のビジネス

の背景の違い、国際化の意味、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、紛争解決の困難住などを概説する。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 1回のみ。平常点。提出物。

テキスト名: Wアメリカ商事法辞典』 福田 守利、 ジャパンタイムズ社。

その他は鰻初の授業でいう。

注意事項:クラスサイズは20名-25名程度。出席を重要視する。

国 際 取 ヨ| 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HはI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(国際売貸契約、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。

テキス卜名: rアメリ力商寝法辞典』 福田 守利、 ジャパンタイムズ社。

その他は最初の捜業でいう。

注意事項:クラスサイズ20-25名程度。出席を重要視する。
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国 際

国際法の一般理論

法 議詩ゆかり
Z単位
1-4年
前一一雨

近年の国際関係の緊密化、日常生活や労働の国際化は、国際法の知識をまずまず必要なものとし

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

律してい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)。

テキス卜名:西谷元編著『国際法資料集』を使用する予定

参考文献については、揖線中に紹介する。

注意事項: r国際法 1Jと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法 1J 

の履修を前提に講義を進めるので、「国際法 1Jを履修し、その後「国際法IIJを履

修するのが望ましい。

国 際 法

地球的課題と国際法

E 
たか l むら

高村ゆかり
芝草7苗「寸
1-4年 ，1
後期!

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

ている。本講義では、 f国際法IJ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.国際社会の平和と安全の維持、 2.

人権の国際的保障、 3.環境保護といった、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 P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:西谷元編著『国際法資料集』を使用する予定

参考文献については、請書豊中に紹介する。

注意事項: r国際法 1Jと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法 1J 

の履修を前提に講義を進めるので、「国際法 1Jを履修し、その後「国際法IIJを履

修するのが望ましい。
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国際機構論 1 A 

現在の国際社会と国際機備の位置および役割

なか の

伸野
あきら

昭

E 雇在
1-4年
商一一扇

国際社会のひとつの象徴的側面として国際機構の数と機能の糟大という漏れが観察される。これ

ら国際機構が、国際社会においてどのような理念と機能を担い、国際社会の秩序形成と発展にいか

なる貢献をしているのかを、国際連合のケースを中心に学ぶ。主要テーマは①国際社会の組織化と

国際機構、②国際連合の成立と組織、③国際連合の機能と課題、④国連NGOの役割と活動、であ

る。国際連合の活動を通して、国際社会が直面する重要課題(国際的な貧富の格差拡大等)にも言

及することとしたい。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキス卜はとくに指定せず、配布するプリントと参考文献(主として英文文献)を中

心に進める。参考文献は講線中に適宜紹介する。

国際機構論 B I益iR・フォール語手

国連専門機関、特にユネスコ(国連教育科学文化機構)について

テロ、貧困、開発、民族紛争、人口、環境、ジェンダ一等世界レベルの課題に、国連傘下の諸機

関は、各々どのように対応してきたかをまず検討する。特に国連機関の中で唯一文化を担当するユ

ネスコに焦点を絞り 、1946年の創設以来果たしてきた役割の推移を展望した上で、ユネスコが

1980年後半から他の機関に先がけて提唱し続けてきた「平和維持Jや「経済開発Jにおける文化

の役割について考えて行きたい。国際会議のシミュレーション等も導入する予定。

評価方法:授業の出席状況、発表やクラス討論の参加態度、レポート

テキス卜名:国連広報センター 『国際連合の基礎知識J(世界の動き社、 1998)

Peruando Valderrawa， "A History of UNESCO" UNESCO Publishing， 1995 

- 566-



国 際 機 構

国際尊門機関の理怠と役割

論 E 
なか の

仲野
一色 | 2 単位!
函 |1-4年 l

|後期|

国際機構論 Iの続編として国際専門機関の理念と役割を学ぶ。主要テーマは、①経済的専門機関

(lMF、IBRD、WTO等)、②社会的文化的専門機関(lSO、ILO、UNESCO等)、③

地域協力の国際機構。である。これらのテーマを通して、国際機構の活動と企業行動

との関わり(例えばIS0によるグローバル・スタンダードの形成や知的所有権保護問

題と企業の対応)といった課題にも言及する。

評価方法.'出席状況と期末試験

テキスト名:テキストは指定せず、配布するプリントと参考文献(和・英文文献)を中心に進める。
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5)日本研究科目

日 本 諸
問

島崎

子 概論 A
いの うえ

井上
まさる

優
生亘ヨ互
1-4年
前一一扇

「日本語学j とは「日本語Jという個別言語を対象とした言語学研究である。本論義では、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J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:伊鍍淳一『ここからはじまる日本語学~ (ひつじ書房， 1996年)

注意事項:出席者が100人をこえた場合は、第 1回の授業で抽選をおこなう。

日本語学概論 B いおり

庵
いさ お

功雄
4 車
Tτ互草
福一一扇

日本語のしくみを考える

日本語の全体像を、音声・音韻、形態、統語、運用、方言など様々な角度から概観し、普段何気

なく使っている日本語を客観的にとらえるカ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:庵 功錐『新しい日本語学入門ーことばのしくみを考えるー』スリーエーネットワーク

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。
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日 本 量量
ロロ

品尚

子 A 
いわもと え のく

岩本遠億
亙三E歪
1-4年
前一一扇

日本語の音声と音韻の体系について講義する。内容は調音音声学、国際音声字母、弁別素性、自

然音類、音韻過程(口蓋化、母音の無性化・中舌化、同一調音点同化など)、日本語の音韻史(ハ

行音の歴史、四つ仮名)、形態構造と音声の関係など。外国入学習者が発音に困難を感じる日本語

の音の調音方法を他の言語の類似の音の調音方法と比較することによって、発音矯正の方法などを

考えたりもする。授業は知識の積み上げ方式で進むので、前段階を理解していないと授業について

くることができなくなることに注意してもらいたい。

評 価 方法 :ほぽ毎週の小テストと期末テスト

テキス卜名:猪塚元・猪塚恵美子著『日本語の音声入門ー解説と演習』パベルプレス

日 本 霊墨
田回

品M
号」 B 

き がわゆき お

木川行央
4 車在
τ-41:言
語一一扇

音声はどのようにして発せられるのか、どのような音を私達は用いているのか、そしてその音が

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、日本語における音の変遷等。

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:テキストは用いない。

注意 事 項 :j教科書は用いないが、適宜プリントを配布する。

Q
u
 

no
 



日 本 白書
，t.l.4 

子 E A 
はせがわ のぷ 』

長 谷川信子

一一
一

現代日本語の文法システム

まず、日本語母語話者(皆さんのことです)が日本語の文の意味・構造や使用について無意識的

に「知っているJ規則性を意識化することから始め、次にその意識化された日本語の規則性を記

述・分析するために不可欠な文法概念や枠組みを導入し、日本穏を体系的に捉えることを目指す。

本講義では、日本語の様々な現象を扱うが、それらを常に、言語一般に共通する点、日本語に特有

な点の両面から考察する。本講義の内容は、言語学や各言語の概論クラス(英語学概論、韓国語学

概論、中国語学概論、スペイン語学概論、など)の知識をある程度持っていることを前提としたい

ので、そうしたクラスを既に履修していること(または、このクラスと同時に履修すること)が望

ましい。扱うトピックには、文構築の要素(述語のタイプ)、助詞、自動詞と他動詞、受け身文と

使役文、時制、単文と複文の構造、諮用的現象(人称、やりもらい表現、尊敬語)などが含まれる。

評価方法:ほぽ毎週出す宿題および期末テスト。出欠席も考慮する。

テキスト名:野田尚史『はじめての人の日本語文法』くろしお出版

長谷川信子『生成日本語学入門』大修館書后

日 本 霊童
ロロ

品尚

子 E B 井上 優

4 単位
1-4年
優一一扇

本講義では、現代日本語の文法的特徴について考える。とりあげる主なトピックは、「文の基本

構造Jr活用JrヴォイスJrテンス・アスペクトJrモダリティ Jr指示詞Jなどである。方言や古

典語、外国語との比較対照も随時おこないながら、現代日本語の特徴を相対的な観点から考えたい。

受講者には、 f定説Jにとらわれることなく、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、現代日本語の特徴について考えることを求める。

評価方法:出席ならびに試験

テキスト名:益岡隆志、田窪行則『基礎日本語文法(改訂版)J(くろしお出版 1992年)。
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日 本語 表現法
いで の けん じ

出野憲司

誰が読んでもわかり、誤解を生じることのない文章を「よい文章Jとし、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.は特に使用しない。

参考図書は授業時にその都度指示する。

注意事項:原則として、隔週の開講となる。詳細については、第 1回目に指示する。

人数が多い場合には、調聾することもある。

日本 三墨
田ロ 表 現 法 E 

1.論文 e レポートを作成する際の基本的知識を学ぶ。

-基本構成

・参考文献の収集方法

.注記の方法

・その他、

2.実用的文書の作成方法を学ぶ

-ビジネス文書の形式

-手紙文の書き方と作法

.その他

3. 自由作文

4.修辞法

いで の けん じ

出野憲司

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。

参考図書は授業時にその都度指示する。

注意事項:原則として、隔週の開講となる。詳細については、第 1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。



日 本 語
品凶

手 特 論 A
Jき がわゆ曹 お

木川行央

千葉県・東京都を中心とした地域の方言について考察する。方言の研究にはさまざまな方法があ

り、この地域の方言もいろいろな角度から研究されている。例えば、記述的な研究(音声・アクセ

ント、文法、語集)、言語地理学的研究、社会言語学的研究などである。この授業では、まず日本

語の中でこの地域の言葉がどのような位置にあるのか、方言の研究にはどのような分野があるのか

を見た上で、いくつかのトピックをとりあげ、自分の言葉がどのようなものであるのかを確認しな

がら、実際にどのようであるかを確かめていく。

評価方法:自分で調査等を行なった結果等をレポートとして提出してもらう。また出席など平常

点も考慮する。

テキスト名:テキス卜は用いない。参考書は適宜指示する。

注意事項:日本語学 Iを履修していることが望ましい。

日 本 量墨
田回 学 特論 B 

いわもと え のく

岩本遺億

4 単位
1-4年
後期

私たちは、「主語Jや『目的語Jという言葉をよく使いますが、それが何を意味しているのか理

解している人は少ないと思います。これらは構文上の概念ですが、ぞれが「動作主Jや「対象Jと

いった意味的な概念とどのような関係にあるのかということを、このクラスでは一緒に考えたいと

思います。特に、文の統語的な構造と意味的な構造の違いを理解した上で、両者の対応関係などに

ついて考えてもらいます。日本語に加え、これまでに一度も触れたことのないタイプの言語におけ

る「主語Jや「目的語Jについて考えることを通して言語の多様性とその根底に流れる共通性に目

を向けてもらうことができれば良いと思っています。

評価方法:数回の小テストと期末テスト

テキスト名:プリント
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日本語教授法 1 A あお き

青木ひろみ
亙喜f在
2-3年
前一一扇

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

方を意味、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(初回の捜業で提示)

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 1 B 

初級学習項目の分析

よし かわ まさ 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:W新文化初級日本語 1. nJ文化外国語専門学校凡入社

『新日本語の基礎 1. nJスリーヱーネットワーク

『みんなの日本語 1. nJ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 

日本語教育における「初級文法j

日本語を第二言語として教える際に必要な知識を学ぶ。

す があきお

須賀章夫

f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、ぞ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いく。

授業形態は、半講義形式(一方的に聞くだけでなく、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したものとなる。

評価方法:講義内試験、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「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。

富田隆行着『文j去の基礎知描とその教え方』凡人社

富田隆行着 n基本表現切とその教え方』凡人社

各種目本語教科.

注意事項:1.日本語学概論、日本語学 I、日本語学11を履修済みであることが望ましい。

特に、上記3科目の肉、 1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J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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L竺 本 諸
問 教 授 法 n A 着ネひろみ

4 1ftm 
互-4~
福一一扇

日本語教育実習を層修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 よし かわ まさ のり

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、ぞれをどのよ

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。

テキス卜名:未定

参考文献:r新文化初組日本語 1. n J文化外国語専門学綬凡人社

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 I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 I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

コースデザインと外国語教授法

j去 E C 
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。

4 !jm 
2-4年
福一一雨

「日本語教授法IIJ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プ・ワークを織りまぜでし、く。

また、本科目は必ずしも日本語教宵実習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したものとなる。

評価方法: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。詳細

は講義初日のガイダンスで説明する。

テキスト名:教科書は特に指定しないが、参考文献は以下の通り。

(r@Jは特に構磁内容全般に関係する)

。田中望著『日本語教育の法一コース・デザインの実際ー』大修館書信

O名柄迫他著『外国語教授法の史的展開と日本語教育』アルク

0高見漂猛蕃『新しい外国語教銀法と日本語教育』

また、教材分析を行う11合、適当な日本語教科.を授業中に指示する。

注意事項:日本語学概論、日本語学 I、日本語学11、日本語教授法 Iを履修済みであることが望

ましい。特に、上記4科目の肉、 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 A
よし かわ まさ のり

吉川正則

日本語の授業運営について実践的に学ぶ。授業は週 1コマであるが、毎週教案を作成し、マイク

ロティーチング (microteaching)を行うので、課題の準備に十分な時間を必要とする。前期、後期

を通して教育実習を行う予定。実習形態は、履修人数および外国人学習者の参加状況によって異な

る。希望者が多い場合は、履修条件を満たしている4年生を優先する。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

テキス卜名:未定(初回の捜業で提示)

注意事項:r日本語教員養成プログラムJに記載した履修条件を満たしていること。

日本語教育実習 B 議未ひろみ
n吉宮
3-互主主

連一一主

日本語の授業運営について実践的に学ぶ。授業は週 1コマであるが、毎週教案を作成し、マイク

ロティーチング (microteaching)を行うので、課題の準備に十分な時聞を必要とする。前期、後期

を通して教育実習を行う予定。実習形態は、履修人数および外国人学留者の参加状況によって異な

る。希望者が多い場合は、履修条件を満たしている 4年生を優先する。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、商接を行う。

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に記議した履修条件を満たしていること。
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近代日本文学論 松井住子

日本近代文学における I近代Jと f反近代Jのモメント

「西洋J との最初の出会い以来、日本人は世界認識をどのように変容させてきたのであろうか。

日本社会の基層に本質的な変化が果たして起こったのであろうか。日本の「近代Jの内実は、「近

代Jにとっての「他者性Jをも視野に入れてつつ重層的に把えられるべきものであろう。「近代j

と「反近代j を二項対立図式としてではなく、切断されつつ重なりあうような相互関係・対話関係

として捉え、近代的構制そのものの相対化を試みたい。明治時代、日本は啓蒙的理性主義(合理主

義)、科学主義および進歩主義を唱道する西洋近代に目標を定め「近代化Jを急いだが、「日本的伝

統j へのノスタルジアを残存させながらの苦難の道であった。この授業で取り上げる以下の近代日

本の小説家や歌人たちは各々の作品のなかで「近代Jと「反近代J(r近代Jにとっての他者的存在)

を切断面そして連続面としてあわせもっている。これをナイープな「西洋J対「日本j という二元

論に回収させることなく、日本近代(反近代を内包する)の時空の内実を多角的視点から考察した

L、。

評価方法:出席、レポート、学期末試験の総合評価とする。

テキスト名:初回講義時に指示する。

現代日本文学論

I戦争と文学:20世紀の記憶j

まつ い けい 」

松 井佳子

振り返ると20世紀は世界が戦争に満ち、そしてそれを自覚的に記憶/表象して次世代に伝えよう

とした時代であったと言えよう。戦争の記憶は決して戦争当事者だけの問題ではなく、戦争を知ら

ない「わたしたち]がいま直面しているグローパリゼーションや 1T革命あるいは憲法改正問題と

いった社会問題にいかに対応すべきかを考える際にも、決して忘れてはならない歴史認識である。

実際第二次世界大戦には何億の人々がこれに関わり、世界中の多くの人々がこの歴史的現象を観察

したのである。

この授業では第二次世界大戦の集団的記憶が日本の文学作品のなかでどのように表象されている

かを検証するとともに、これらの戦争文学が最近取り上げられている戦争論や戦争責任論について

考察する際にどのような論点を提供してくれるかを考えてみたい。

歴史的背景を理解するためにドキュメンタリーやビデオを随時導入する予定である。

評価方法:出席、レポート、学期末試験の総合評価とする。

テキスト名:初回講義時に指示する。



日 本 近 代

20世紀の日本

史 A 
やまリょうけん じ

山領健
2 軍E
1-4年
前期

日本の社会も、日本の国家も、もともと今日のような社会、国家であったわけではなく歴史の中

で作られて来た事実を確かに知るために、起点としての開国・明治維新から敗戦にいたる近代日本

の歴史を学ぶ。

授業の基本的な形式は講義だが、聴講者一人一人が近代日本について最小限の基礎知識を獲得し、

さらにそれを拡充するために不可欠の歴史への関心を身につけることを授業の到達目標としたい。

評価方法:小レポートと前期末のテストで評価する。

テキスト名:テキス卜は松山巌 『世紀末の一年J(朝日選.)、朝日新聞社

日 本 近 代 史 B エー チャン

AYE CHAN 

日本と東アジアの関係

2.在
1-4宣言
語一一扇

日本の近代化は近隣のアジア諸国の人々のナショナリズム意識に大きな影響をあたえるととも

に、各国の主権にとって脅威となうた。中国と朝鮮半島の利権をJめぐり帝国主義諸国が衝突と結託

がくりかえすなかで、日本は19世紀末以来、この地域で独自の重要な役割を果たしてきた。講義で

は参考書と映像をまじえながら、日本と束アジアの政治関係の背景と異文化聞の相互作用を重点的

に見ていく。使用言語は英語と日本語。

評価方法:授業への参加、レポート提出、期末試験なで総合的に判断する。

テキス卜名:授業申に適宣紹介する。 ，
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日 本 現 1"¥; 

現代日本史

史
やまりょうけん じ

山領健

2車在
1-4年
後期

今日の日本の出発点は、 20世紀の半ば近く、 2度目の世界戦争での徹底的敗北であった。その出

発点から世紀の転換に至る歴史を、政治、社会、思想、文化などさまざまな側面から照らし出し、

確かめる授業である。

授業の前半は20世紀後半の日本の歴史の全般的概説を講義するが、後半は聴講者一人L 人の報告

を輸に、活発な討論で授業を進めたい。

一人一人の聴講者が現代日本について一定の基礎的な知識を身につけ、自らの問題意識を抱いて

現代日本の現実に立ち向かつて行く手掛かりを襲得することを、授業の到達目標としたい。

評価方法:小レポートを含む授業への参加の積極性と、後期末の筆記試験とで評価する。

テキス卜名:テキストは未定。授業の申で指示する。

注意事項:前期に開講される日本近代史の授業を聴講しておくことが望ましい。

日本大衆文化論 A.B 白 盛誘

Z官官
Tτ互歪事
前期

私たちは日常的に緩している日本のテレビ、映画、雑誌、マンガ、新聞などのメディアを取り上

げ、その歴史、社会的な仕組みと機能などを検討する。今年は日本の映画を取り上げる。日本の映

画史上大きな影響を与えた何人かの監督の作品を集中的に観ながら、日本映画の歴史や社会的な彫

響、意味などについてみんなで議論していく。クラスの人数制限あり。

評価方法:授業の出欠席、クラス討論への参加度、課題の評価

テキスト名:未定
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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(1) 

近代日本の思想について、一定の基礎的な知識と歴史的な展望を得るための手働かりとして、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思想集団の中から 8つを還ぴ、それぞれ

を近代日本の歴史的文脈の中に位置付ける。形態は概説の講義だが、近代日本の知識人たちの思想

と行動を集団の形成史やコミュニケーション過程、歴史的意義等の視角から照射することによって、

聴講者の思想と歴史への関心を触発、刺激したい。講義の内容は概ね次の通り。 1.尚歯会と幕末

の洋学者/2.明六社と明治軍事蒙思想/3.政教社と国粋保存旨義/4.理怨団と明治社会主義

以下後期の 〈日本近代思想史Il)に続く 。

評価方法:レポートによる。

テキス卜名:鹿野政直『近代日本思想案内J(岩波文庫別冊)、岩波.后。その他、必要に応じて資

料を配布する。

注意事項:この科目〈日本近代思想史 1)を履修後、引き続き〈日本近代思想史IDを履修する

ょう勧める。

日本近代思想史 E 山領健

近代日本の思想集団(2)

近代日本の思想について、 一定の基礎的な知識と歴史的な展望を得るための手掛かりとして、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思想集団の中から 8つを遺ぴ、それぞれ

を近代日本の歴史的文脈の中に位置づけて講義する。形態は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史やコミュニケーション過程、歴史的意義等の観点から照射すること

によって、聴講者の思想に対する関心を触発したい。前期の 〈日本近代思想史II)に続く講義の内

容は概ね次の通り。5.青絡社と女性解放運動/6.郷土会と大正期の学問/7.繁明会と第一次大戦

前後の言論/8.r世界文化』と 『土曜日』の抵抗運動

評価方法:レポートによる。

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.后。その他、必要に応じて資

料を配布する。

注意 事 項:前期に〈日本近代思想史1)を履修し、その上で後期にこの〈日本近代思想史11)を

聴講するよう勧める。
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日本倫理思想史 1A • B 

宮本武蔵における武士の精神と道の思想

うお ずみたか し

魚住孝至

宮本武蔵については、小説などの虚像が大きくその真の姿は知られていない。最近の研究で明ら

かになってきたその生涯を、時代背景と関わらせながら論じる。これまで殆ど知られていなかった

若い時期の著作からの展開を見たうえで、 『五輪番』を深く読みたい。『五輪書』は、剣術を核とし

た武士の生き方を書いている。武蔵を通して、中世から近世への転換期にあった様々な可能性をみ

るとともに、武士の精神と一つの道を極める思想について考えてみたい。

評価方法:講義後の感想、中間の小レポート、期末試験

テキス卜名:宮本武蔵『五輸書J(岩波文庫)

参考書:魚住孝至『宮本武蔵一日本人の道~ (べりかん社)

日本倫理思想史 nA 

芭蕉における詩と実存

うおずみたか し

魚住孝至

十五世紀末から盛んになった俳諮を、 言葉遊ぴの芸から人生の機微を詠う詩に高めたのは松尾芭

蕉であった。中世の隠者の伝統を受け継ぎながら、芭蕉は庵での生活と旅を繰り返し、連衆と交涜

する中で「誠の俳譜Jを成立させていったが、そこに至るまでの過程と「不易流行J、「造化にした

がひ造化にかえれJ、「高く悟りて俗に帰れJなどと説いた思想を問題としたい。

評価方法:講義後の感想、中聞の小レポート、期末試験による。

テキスト名:中村訊注 『芭蕉紀行文集J(岩渡文庫)

尾形他訳注『新訂おくのほそ道J(角川文庫)

服部土芳 『三冊子J(抄) (コピー版)
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日 本倫理思想史 1C . D 

日本の思想一人間以上の存在と人間

くぼ た こうめい

窪田高明

f日本人は生きることをどう考えてきたかJを学ぶ授業である。このクラスでは、日本人が人間

以上の存在と人聞の生との関係をどう捉えていたか、という視点から、日本人の生き方を考える。

人間以上の存在といえば、具体的には神とか仏を思い出すだろう。人聞の生き方の善悪を人間以上

の存在から引き出すことは、倫理の基本的な考え方の一つである。

ただし、神や仏のような存在に生き方の根拠を求めるからといって、神仏が人聞が個々の行為を

どう行なったらよいかということまで指示してくれるわけではない。やはり、人聞は自分がいかに

生きるべきか、みずから考えざるをえない。

この授業は、日本倫理思想史2CDとセットになってるので、そちらも履修してくれることを希

望します。

評価方法:学期末に試験を行う。資料、ノート、参考書の持ち込み不可。

テキス卜名:テキストは使用しません。資料を配付します。

注意事項:ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL h~tp://www.kuis.ac.jp/-kubota/ 

ID kubota 

Password kuis2001 

日 本倫理思想史 nC . D 

日本の思想ーこの世の中の倫理

くぽ た こうめい

窪田高岡

「日本人は生きることをどう考えてきたかj を学ぶ授業である。このクラスでは、人聞はこの世

界の中で生まれ.て、生きて、死ぬものである、という視点に立つ倫理思想を取り上る。このような

立場は、近世になると、きゅうに重視されるようになり、やがて人間中心の思想として構築されて

いく。

しかし、人間は人間にすぎず、あくまでも有限な存在である。また、一つの社会全体の判断も、世

界全体から見れば狭いものに違いない。そのような有限な人間が自分の行為の正しさを主張する根

拠になりうるのだろうか。この難聞は現在のわたしたちにとっても共通する問題であるはずだ。

この授業は、日本倫理思想史 1CDとセットになっているので、そちらも履修してくれることを

希望します。

評価方法:学期末テスト。資料、ノート、教科書の持ち込みは不可。

テキスト名: r日本思想史入門』相良亨、べりかん社

注意事項:ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/-kubota/ 

ID kubota 

Password l<uis200 1 
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日本の宗教 1 A 
うす い あっ

薄井篤子
2.亙
1-4年
前一一扇

日窓の民俗宗教

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J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b、。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。

テキスト名: f日本宗教の世界一 1 つの聖なる道~ H.パイ口ン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺.房

日 本の 宮
小 教 E A 

うす い あっ

薄井篤子

2 単位
1-4年
後一一一扇

日本の民俗宗教

日本の宗教 1A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。まじない、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。

テキスト名: r日本宗教の世界一 1つの聖なる道jH.パイ口ン・エアハート(岡田・新田駅)、

朱鷺書房
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日本の宗教 1 B 
うす い あっ

薄井篤子
三 一直
すτ互草

盟一一盟

日本宗教史く近世まで>

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。じ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。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、近世までをi震観する。

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日本宗教の世界一 1つの聖なる道jH.パイロン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺書房

日 本の 由
一
小 教 E B 

うす い あっ

薄井篤子
2車亙
1-4年
福一一扇

日本の宗教史〈近世から近代へ〉

IBの縦続として、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日本宗教の世界一 1つの聖なる道.JIH.パイ口ン・エアハート(岡田・新園駅)、

朱鷺書房

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 の 宮
小 教 C 

うす い あっ

薄井篤子

一一
一

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。政治と宗教運動の関係や阿新しい宗教運動の傾向など

に焦点をあてる。

評価方法:出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判窟する。

テキス卜名:未定

日 本 の 由
ホ 教 n c うす い あっ

薄井篤子
言耳f"lli
1-4年
後期

現代日本と宗教

本講座では 1Cの縦続として、日本社会における宗教の現在を検証じてゆく 。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るか、考察してゆく 。生命

倫理、葬儀、死後の世界、性倫理、政治との関係などが焦点となる。

評価方法:出席及ぴ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:未定

注意事項:1 を履修しておくことが望ましい



日 本

芸道思想の成立

宮古

~ 道 史
うおずみたか し

魚住孝至
Z豆E亙
1-4年
後期

日本の芸道の流れを簡単に見た上で、本格的な芸道論を展開した世阿弥の能芸論を問題にする。

『風姿花伝』の主要部を読んだ後、 『花鏡』以降の展開を見る。世阿弥晩年には禅の影響も強いが、

室町後期の水墨画や枯山水の庭等の樽文化を見た上で、茶の湯の成立とその諭を見てみたい。随時

ビデオ・図録を利用する。

評価方法講義後の感想、中間のレポート、期末試験

テキスト名:世阿弥『風姿花伝j(岩波文庫)
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日本芸能史 1A B 
いけ だ こういち

池田弘一

日本の伝統芸能の流れを近世を中心にたどり、浄瑠腐・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鴻を読み解く 。

2 ピデオ・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カを身につける。

2mm 
1-4年
前一一雨

※ 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。 1.出席状況。2.書写ノート。3.期末に提出

の観劇報告。

テキスト名: r枝註仮名手本忠臣蔵』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

f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、ぞれが説明でき

るようにする。

1 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。 1.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。

テキスト名: r綬註仮名手本忠臣蔵』土田 衡ほか、笠間書院

随時プリントを配布する。

注意事項: r日本芸能史 1Jを履修し、単位を得ていることを、本履修の基本条件とする。
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日本文化論 1A . B 
まつ お こういち
松尾恒

2T直
T二互事

重二二璽

日本の儀礼文化ー舞踊・祭礼・かぶき

我が国の伝統文化として現在に継承される舞踊や演劇、祭礼について、主として江戸時代に起源

を有する事例について講義する。
かみがか

日本の舞踊は、神濁りに起源を有する「舞いJと、興奮・歓喜の表現としての「踊りJとに大別

して考えることができる。近世初頭に、出雲のお国が「かぶき踊りJを創始して以降、歌舞伎を代

表とする照りの文化が開花する。「踊り j はまた、祖霊童を迎え供養する盆行事と習合して庶民層の

文化として全国に波及するが、この際、古代における疫病緩いの儀礼を起源とする、夏の祭礼と結

びついてゆく。

踊り・祭礼・かぶきを中心として、我が国の歳時文化としての、夏の行事の意味・意義を考えて

ゆきたい。

評価方法:レポート・筆記試験。 1 積極的な取り組みを期待する。出欠席を重視する。

テキス卜名:松尾恒一『儀礼文化論資料集成J(私家版)

日本文化論 n A . B 転車遍いち
| 2単位
|1~4年

|後期

かみがか

日本の僧礼文化一祈りと神葱り、芸能民の世界

我が国の伝統文化として現在に継承される舞踊や演劇、祭礼について、主として古代~中世に起

源を有する事象について講義する。

記紀神話に摘カ通れる、アメノウズメの神楽は、神怒りの表現であったことが明らかであるが、こ

うした亙女の神楽は、古代においては宮中における鎮魂の儀礼として、また近世までは諸大社にお

いても祈祷として演じられていた。神霊を身体に愚依させる「舞いJは様式化され、中世において

は白拍子や能をはじめとする芸術へと結実した。

アジア諸地域の事例をも交えつつ、現代に伝承される神楽等の特質をも考察の対象として、芸能

の担い手となった人々の身分・生活をも問題としてゆきたい。

評価方法:レポート・筆記試験。積極的な取り組みを期待する。出欠席を重視する。

テキスト名:松尾恒一『儀礼文化検資料集成J(私家版)

Qυ 



日 本文化論 1 C 
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観点から検証する。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いく。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。授業への参加

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掻粋が中心。参考図書例:

日

Hendry， Joy. 1995. Understanding Japanese Society. 

Lebra， Takie Sugiyama. 1976. Japanese Patterns of Behavior. 

Rosenberger， R. Nancy. Ed. 1992. Japanese Sense of Self. 

本 文化論 n C よし だ みつひろ

吉田光宏
2 lii!m 
1-4年
福一一葡

日本人のセルフとグ口ーパリゼーション

英語を通して、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、グローバル化

と日本人のアイデンティティ形成の関係を採る。いかに個々の日本人がこれまでの文化を「操作J

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。授業への参加。

テキスト名:テキス卜の指定はしない。身近な事柄を担った英文による議文からの妓粋。

重量考図・例:Kondo， Dorinne. 1997. About Face: Performing Race in Fashion and Theater. 

Tobin， J. Joseph. ed. 1992. Re-Made in Japan: Everyday Life and Consumer Taste加

a Changing Society 

Ogasawara， Yuko. 1998. Office Ladies and Salaried Men: Power， Gender and Work加

Japanese Companies. 

Moeran， Brian and Lise Skov. eds. 1995. Women， Media and Consumption in Japan. 

注意事項:授業は基本的には英語で行う。留学生をまじえて、スモール・グループ・ディスカッ

ションを行う。この授業の目的上、履修人数を制限することがある。
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日 本 美 術 史
U い1..1 .... I2単位 l
蓄持議争 |1-4年|

|後期|

浄土教の美術

浄土信仰にもとづく美術について絵画を中心に概説します。中国、日本の浄土園、来迎園、六道

絵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、ピ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。出欠席を考慮します。

テキスト名:宮 次男『日本の美術271 六道総』至文堂、 1叩8年
河原由雄『日本の美術272 浄土図』至文堂、 1989年
浜田 隆『日本の美術273 来迎図』至文堂、 1989年

日 本 美 術 史 E 
よし むら とし

吉村稔子
三亘E亙
1-4年

密教の美術

密教信仰にもとづく美術について絵画を中心に概説します。入唐八家の請来にはじまる密教画の

代表的作品をとりあげ、その受容と展開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。出欠席を考慮します。

テキス卜名:有賀祥陸『日本の美術却5 平安絵画』至文堂、 1鎚3年
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日 本 政

日本の政治制度:理諭と実際

&ム
，口

~勘

言問
いけ や ともあき

池谷知朋

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違いも考慮しながら、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.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。

日

新聞報道やTV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。

本 政 ~ 
Jロ

~ 

面冊 E 
いけ や ともあ曹

池省知問

日本の政治制度:理鵠と実際

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j

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違いも考慮しながら、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.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。

新聞報道やTV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。
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日本経済論 1 A 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

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固となった日本は、
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バブル崩壊後の金融

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時代を追いながら概観し、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。

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/バブル崩媛と金融・財政の破綻/経済のグローバル化と情報化/21世紀へ

の課題。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:使用しない。簡単な年衰を配布。

注意事項:日本経済論11とは独立した講義なので単独受講でも良いし、 I、11の順で受講して、 II、
Iの順で受講しでも良L、。

日本経済論 n A すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

現代の日本経済(各論)

日本経済論 Iでは総体としてみた日本経済の変遣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・禍祉、情報化、経済協力などの分野毎に掘
り下げ、理解を深める。

また、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。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:使用しない、適宣資料を配布。

注意事項:日本経済論Iとは独立した講義なので単独受講でも良いし、I，IIの願で受講しでも良い

し、 H、 Iの願で受講しても良い。
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日本経済論 B 
うち だ しげ お

内田茂男
2 1吾E
1-4年
前一一一扇

日本経済は、急速な発展を遂げたb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、バブ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、授業中の課題提出と期末テスト。

テキスト名:教科.は使用しない。参考文献を適宜指示。

日本経済論 n B 
うち だ しげ お

内田茂男
2.6i 
1-互草
後期

ここ十年聞の日本経済の成緩は、あまりに惑い。半分以上の期聞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。どう対処すればよいのか。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カ

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:授業中に出す課題数回と期末テスト。

テキスト名:内田茂男「これで納得!日本経済の仕組みj日本経済新聞社(日経ビジネス人文庫)
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日 本外 交 史

朋治開固から第二次世界大戦に至る聞の日本外交

つる た かめよし

鶴田亀良
2..m 
1-4事
前一一葡

日本の対外関係につき、まず明治維新までの大きな琉れを概観した後、明治以降の日本の外交、
とくに昭和期における第二次世界大戦に至る聞の日本の外交を中心に取り上げる。各時代における
各課題に対する日本の首脳、外交当局者の考え方・対応、その聞における軍部の動向、圏内世論の
動き、一方、欧米諸国のアジアへの進出に伴うアジアをめぐる大国関係、日本の対応など複雑な要
因を総合的に分析・考察する。

現在の日本外交にもかかわりのある外交史における具体的な例を取り上げて、討議等も盛込みな
がら f考える力J、「ものを見る目Jを養うことにより国際社会で活躍を希望する学生に役立つよう
活気あるものにしたい。

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: r日本外交の軌跡I細谷千博著、 NHKフックス、日本放送協会刊。

参考文献: r三訂『日本外交史慨説JJ池井恒着、慶応通信刊。

注意事項:日本外交史 Iから始め、その後11を履修するのが望ましい。

日 本 外

戦後日余年の日本外交

交 史 E 
つる た かめよし

鶴田亀良
2.& 
1-4年
優一一葡

第二次世界大戦後、サンフランシスコ講和条約調印、国連加盟を経て展開されてきている日本外
交の50余年のプロセスをたどる。その問、アジア周辺国との「戦後処理J、ソ連(ロシア)、韓国、
中国等との関係正常化をめぐる課題と対応、一方、日本の戦後の経済発展に伴うグローバルな課題
への日本の対応、さらに、主要先進国首脳会議(サミット)、 APECなどを通じての日本の協力など
を中心に取り上げる。

「アジア太平洋地域の安定と繁栄の確保Jr平和と繁栄の21世紀の構築Jをめぐる課題とそれら
への日本の寄与、あり方など日本外交の全般的な対応につき学生と共に考えることに努める。

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。

テキスト名: r戦後日本外交史j五百旗頭蝿鋼、有斐閣刊。

参考文献: r日本外交の軌跡j細谷千樽著、 NHKブックス、日本放送也会刊。

注意事項:日本外交史 Iから始め、その後、 11を履修するのが望ましし、。
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日 本 社 .0. 
n 

~・
面岡

日本社会の近代化はいかにすすめられたか

加藤譲治

2mm 
Tτ互草
前一一雨

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J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 I開発独裁J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、講絞社学術文庫

注意 事 項: r日本社会論IIJの受講を望む。

日 本 社

これからの日本を考える

.0. 
Z玄

;;A 

面開 E 加藤譲治

2..m 
1-互草
福一一扇

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、経済大固とし

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

料を提供したい。

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』富永健一、講談社学術文庫

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。
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国際言語文化学科 I 



1 .外国語科目

1 )英語科目

Freshman English 1 
生三邑丘
1 年
前期

The Freshman English course is an integrated skills class designed to help the overall proficiency of 
the students. It includes work on speaking， listening， reading， and writing. Students' English skills are 
improved through a number of different interactive activities. 

Freshman English n 千旦豊
福一一扇

The Freshman English co'urse is an integrated skills cJass designed to help the overall proficiency of 

，出estudents. It includes work on speaking， listening， reading， and writing. Students' English skills are 
improved through a number of different interactive activities. 
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Sophomore English 1 
三三邑盆
2 年
前期

The sophomore English course is an integrated skills class designed to help the overall proficiency of 

the students. It includes work on speaking， listening， reading， and writing. Students' English skills are 

improved through a number of different interactive activities， as well as by doing research on a variety 

of subjects. 

Sophomore English n 三旦豊
福一一葡

The sophomore English course is an integrated skills class designed to help the overall proficiency of 

the students. It includes wor註onspeaking， listening， reading， and writing. Students' English skills are 

improved through a number of different interactive activities， as well as by doing research on a v訂 iety

of subjects. 
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Media English 1 
2 1主主
2 年
前一一扇

The Media English course develops the students' ability to understand English as used in出emass 

media. Coursework covers all skills， including reading， writing， speaking， and listening， and it will also 

develop students' group discussion skills. 

Media English n 三皇盆
2 年
福一一扇

The Media English course develops the students' ability to understand English as used in出emass 
media. Coursework covers all skills， including reading， writing， speaking， and listening， and it will also 
develop students' group discussion skills. 
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Business English 1 F 
マーク フレイザー

MARK FRASER 
三旦盆
1-4年
前一一扇

Business English is an English language class for students planning to work in business in the future. 

The aim of this course is to provide a general introduction to出euse of English in the business world. 

The focus of the classes will be on developing English language skills used in various business contexts， 

such as greetings， planning， company information and business communication. 

評価方法:Class and group work， participation， final exam 

テキスト名:No assigned text 

Business English n F 
マーヲ フレイザー

MARK FRASER 
三旦丘
1-4年
t蚕--，扇

Business English is an E'nglish language class for students planning to work in business in the future. 

The aim of this course is build on skills and knowledge developed in Business English 1. 

The focus of the classes will be on developing a business plan for a new business venture. 

Areas covered during the course include marketing， company and product descriptions and finance. 

評価方法:Class and group work， participation， newspaper journal and major project 

テキス卜名:No assigned text 

注意事項:Pre-requisite=Business English 1 
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Language Lab G H 
ス テ ィ ー プ ン カ ツ テ ィ ン グ

STEVEN CUTTI NG 

Language lab aims to improve the students' overall pronunication and listening comprehension skills. 

A main foocus of the course is giving students practice with individual sounds， words and longer 

phrases an~ sentences. Class attendance is vital， and students will be expected to master the basic IPA 

phonetic symbols. 

評価方法:Tentatively: c1ass participation 40%， Examinations 60% 

テキス卜名:Judy Gilbert. Clear Speech. Cambridge University Press. 1993 
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2)地域言語科目

インドネシア語基礎 I

一一
一

インドネシア語は文字がアルファベットであり、音も子音と母音の組み合わせが多く発音しやす

いので、イシドネシア語を初めて本格的に学ぶ学生も楽しく Eつ抵抗なく授業に臨むことができま

す。週5聞のうち、3回を2名の日本人講師による文法説明、 一回を外国人講師による会話と単語、

そして一回を簡単な文法をふまえた上での講読という内容で進めます。学生が聞いているだけの授

業では語学は上達しないので、講師より学生に多く発言してもらう工夫をし、基礎I終了時には簡単

な会話ができ、インドネシア人とコミュニケーションを取れる程度までの実力がつくよう授業を進

めます。基礎レベルのインドネシア誇では単語をしっかり覚えていけば会話がある程度できるので、

特に単語の暗記にカを入れます。

評価方法:出席状況、授業中の態度、筆記試験を総合的に評価。

テキスト名:舟田京子 fやさしい初歩のインドネシア語J南雲堂、その他。

5 車 E
1 年

重二二亙

インドネシア語基礎Iで学んだ内容を基に、より広く、深くインドネシア語を学びます。文法はこ

の基礎11で一応すべての説明を終えます。単語は日常会話で使用するものの他、雑誌などに登場す

る一段階上のものも覚えます。会話は日常会話が楽にできる程度まで進める予定です。一般の講義

ばかりでなく、インドネシア音楽を聴いたり、映画を見たり 、耳からもインドネシア語を学び、ま

たインドネシア語を通し、インドネシアの生活、社会、文化を紹介します。

インドネシア語基礎 E

評価方法:出席状況、授業中の態度、筆記試験を総合的に評価。

テキス卜名: rやさしい初歩のインドネシア語j南雲堂、

fやさしいインドネシア語の決まり文句j南雲堂、その他。
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インドネシア語墨礎 E

一一
一

インドネシア語皿ではインドネシア語の総合的なカを身につけることを目標とする。

インドネシア語基礎皿 aはインドネシア人講師による会話の授業で、今まで習ってきた単語、文法

を駆使しスピーキングとヒアリング中心に授業を進める。インドネシア語基礎阻 b，eでは文法を扱

い、インドネシア語基縫I及びIIで学んだ基礎文法知識を更に深め、中級、上級へと進み、どのよう

な文章をも読解及びライティングできる力を養う。

インドネシア語基礎皿c、dでは b、eの文法と平行し、インドネシアに関し書かれた文章を読み、

語学力と共にインドネシアに関する知識も身につける。またインドネシア音楽のディクテーション

も行う。

評価方法:筆記試験、授業への参加度を総合的に判断

テキスト名:未定

5Bf在
互一一軍

盆一一塑

インドネシア語基礎Wはインドネシア語の要である文法の最終段階である。学生一人一人が今ま

で学習してきた中で取りこぼしが無いか確認し、またそれを捜業で補充しながら各自インドネシア

語文法をマスターする。授業では各学生の未修得な部分を補足し、どのような文章にも対処できる

力を身につけることを目標とする。

インドネシア語基礎Naはインドネシア語基礎皿 aの内容をグレードアップし、インドネシア語

によるプレゼンテーション、ディスカッション、ディベートの訓練を行う。

インドネシア語基礎Nb、eではインドネシアの純文学、雑誌、新聞など、実際にインドネシア社

会で読まれている文章を読む、また公文書作成などの作文を中心に授業を進める。

インドネシア語基礎Nc、dではインドネシア語基礎mc、dの内容を引き続き行う。

インドネシア語基礎 U

評価方法:筆記試験、授業への参加度を総合的に判断

テキスト名:未定
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ベトナム語基礎 I
5車在
1 年
前一一扇

ベトナム語は、六つの声調を持つ言語で、南北に長い国土には、様々な方言が存在する。授業で

は、北部の首都ハノイで話されている方言を中心に習得する。ベトナム語基礎 Iでは、まず発音練

習を徹底的に行う。その後、基本文法を学ぶと同時に、それらを使った用例を多く学び、ベトナム

語に「慣れるj ことを目指す。授業では、簡単な会話やニュースなどを織り込んだピデオ教材など

も多用し、ベトナム語のスピード感、ニュアンスなども体得できるようにする。毎回、復習を欠か

さないことが肝要である。

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:未定

ベトナム語基礎 E
5 車 1宣
1 年
優一一雨

ベトナム語 Iに引き続き、基本文法を学習すると同時に、ベトナム語の運用能力をさらにアップ

させることを目指す。会話における丁箪 ・尊敬語などの複雑な表現や、対人関係による多様な人称

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

ける。

また、辞書を用いることによって、語集を矯やし、「慣れるJベトナム語から、自身の考えを述

べたり意思表示ができるような「使えるjベトナム語に発展させる。

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:未定
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ベトナム語基礎 E

一一一
一

ベトナム語の中級レベルの文法および表現を学ぶ。 1週間の授業の構成は、基礎3回、応用2回

とする。基礎の授業は、初級よりも複雑で発展的な文法の構文や詩集を学ぶとともに、十分な練習

を積み上げる。応用の授業は、主に会話・ヒアリングと作文である。

より多くの語集を駆使し、運用能力を高めるために、授業には必ず出席すること。

評価方法:小テスト、期末テスト、および出席状況を総合的に評価する。

テキスト名:未定

ベトナム語基礎 U
5111& 
~一葦
福一一扇

より高度の内容を理解するため、購読の授業を取り入れる。 1週間の授業の構成は、購読2回、

会話、ヒアリング、作文をそれぞれ1固とする。購読の内容は、文化・社会に関する内容の記事や

論説を中心とする。より多くの文献にふれ、ベトナム的な表現や言い回しを学び、文脈に沿った解

釈・訳出などを行うことによって、ベトナム語の高度な運用能力を鍛えることを目的とする。

また、ネイティプスビーカーの会話の流れや速度に対応できるように、より実践的なベトナム語

の会話やリスニングの能力を養う。

評価方法:小テスト、期末テスト、および出席状況を総合的に評価する。

テキス卜名:未定

- 607-



タ イ 雪量
回目 基 礎

5 • i豆
干一一葦

重二二璽

タイ語は、5つの声調と独特の文字をもっ言語です。まず、日本語には存在しないタイ語の発音

を身につけ、次にタイ文字とそのつづり字のルール、そして釜本的な文法を学びます。文字およぴ

文法基本的なパターンの学習と並行しで、簡単なタイ語文の読み書きと会話練習を行います。

評価方法:小テスト、学期末試験、出席を総合評価。

テキスト名:字戸清治 『やさしいタイ語文字の読み書き』大学書林、 1992年。

タ

佐厳正文/ワツタナー・ウテイチヤムノン『実用タイ語会話uスリーエーネットワ

ーク、 1991年。
赤木攻、野津幸治、佐醸憎史、宮本マラシー 『タイ語読解力質成講座』めこん、 1999年。

イ き玉
ロロ 基 礎 E 

51lsi 
1 年
後期

前期に引き続き、さらに基本文型を学習して表現力を鍛えると同時に、場面に応じた会話表現の

習熟と、まとまった長さのタイ語文の読解力向上に努めます。日常生活で使う基本的な会話カを身

につけ、タイの小学校の教科書が読めるレベルを目指します。

評価方法 :小テスト、学期末試験、出席を総合評価。

テキス卜名:佐藤正文/ワッタナー・ウテイチヤムノン『実用タイ語会話1Jスリーエーネットワ

一夕、 1991年。

赤木攻、野津幸治、佐蔵樽史、宮本マラシー 『タイ語欝解力聾成講座』めこん、 1999年。
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タ イ 霊童
ロロ 基 礎 E 

5.& 
2 年

直一一盟

主として、会話、聞き取り、読解、作文の四つの側面から、タイ語の運用能力を鍛えます。会話

では、比較、使役、依頼、伝聞などのさらに進んだ表現を身につけ、これらの表現を用い、状況に

応じて、自由に会話できる力を養います。聞き取り能力向上のためには、タイ語のニュース番組の

ビデオを用い、実践的な表現と語集の習熟を目指します。また、まとまった長さのタイ語文を読み、

読解カを身につけると共に、タイ語作文の練習も行います。

評価方法:小テスト、学期末試験、出席を総合評価。

テキス卜名:Benjawan Poomsan Becker， Thai for Ad'咽 ncedReaders (Bangkok: Paiboon Poomsan， 

2000). 

佐藤正文/ワッタナー・ウテイチヤムノン『実用タイ語会話uスリーエーネットワ

ーク、 1991年。

タ イ 雲墨
田ロ 基 礎 N 

5.& 
E一一軍

重二二重

前期に引き続き、さらに会話・聞き取り・読解・作文全ての蘭での応用力の向上を目指します。

会話では、日本やタイの政治・経済・社会・文化などについて、意見が交換できる力を養います。

聞き取りでは、一定の長さのドキュメンタリーや映画などのビデオを見て、あらすじを正しく捉え、

さらにそこから語集や表現を学んでいきます。読解では、辞書を用いて、タイ語の新聞・雑誌記事

を読む練習を行います。作文では、与えられたテーマについて、論理的にタイ語の文章表現を行う

練習をします。

評価方法:小テスト、学期末試験、出席を総合評価。

テキスト名:教材は、適宜、指示する。
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ポルトガル語基礎 I
豆三E亙
1 年
前期

ポルトガル語を公用語とする国はブラジル、ポルトガル、 5つのアフリカ諸国などがあり、世界

で7番目に多く話されている言語である。同専攻はもっとも多くのポルトガル語人口をもち、日本

とも歴史的に馴染みの深いブラジル・ボルトガル語を対象とし、日本人とネイティプスビーカー教

員による授業を行う。週5時間の授業内容は前期・後期を通じて文法 (2時間)、会話(l時間)、作

文(1時間)、講読(1時間)とする。前期ではまずポルトガル語の音や綴り、イントネーションに

慣れた上で、巌も重要である動詞活用、名詞・形容詞の性数変化などを身につけるとともに、基礎

的な会話の訓練を行う。

評価方法:出席(重視)、課題の提出、ミニテストおよび中間・期末テストなどによる総合評価。

テキスト名:授業内で指定テキスト、辞書などを紹介する。

ポルトガル語基礎 E
5車E
T一十至
福一一扇

前期の「ポルトガル語基礎IJに続き、ポルトガル語の基礎運用能力を身につける。文法に関して

は初級文法(各時制における動調活用、直説法と接続法の違いなど)をマスターする。作文・講読

については簡単な文章作文、また新聞記事の読解能力を身につける。さらに会話では前期に続いて、

よく使われる表現・構文などを利用して、実際に自分の言いたい内容を相手に伝える練習を行う。

評価方法:出席(重視)、課題の提出、ミニテストおよび中間・期末テストなどによる総合評価。

テキスト名:捜業内で指定テキスト、辞書などを紹介する。
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ポルトガル語基礎 E
5 亘1宣
言一一「草
前期

「ポルトガル語基礎 I/IIJに続き、ポルトガル語の基礎学力の向上を目指す。週5時間の授業

内訳は、前期・後期を通じて文法(l時間)、会話 (2時間)、講読(l時間)、作文(l時間)である。

昨年に比べ会話の時闘を婚やすことで重点的にボルトガル語の「話すJr聞く J訓練を行う。文法

については既習の文法事項を確認するとともに応用カを養う。また作文・講読では新聞や雑誌記事

を題材に、文法知識、読解力、作文カなど総合的なポルトガル語運用能力を身につけることを目的

とする。

評価方法:出席(重視)、課題の提出、ミニテストおよび中間・期末テストなどによる総合評価。

テキス卜名:授業内で指定テキスト、辞書などを紹介する。

|ボルトガル語基礎 U
5車在
芝一一葦
語一一扇

前期の「ポルトガル語基礎illJの継続だが、これをもってポルトガル語の基礎学習コースの仕上

げとなる。 3年次・ 4年次のポルトガル語はより実践的で応用能力を要する授業になるので、この2
年聞に学んだポルトガル語の基礎について改めて確認する。いずれの授業もテキストのほか、新聞

記事やビデオ教材などを今まで以上に活用していく予定である。

評価方法:出席(重視)、課題の提出、ミニテストおよび中間・期末テストなどによる総合評価。

テキスト名:捜業内で指定テキス卜、辞書などを紹介する。
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2.基礎科目

l竺 礎 演 習-1--28 
=ー王宮古
1 年
扇一一扇

本演習においては、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、その他、大学における研究生活のあり方等、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且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する。

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肉容を独自に組み立てて授業を行うこ

とになる。

評価方法:成績の評価は、出席点 ・平常の学習態度・提出物などを総合的に判断する。

注意事項 :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が指定されるが、後期

の演習は学生が自由選択するクラスとなる。

基 礎 演 習-29 伊藤 敬

一一一一日本人の教育観

広岡照幸著 『日本人のしつけは衰退したか一「教育する家族Jのゆくえ』を取り上げ、われわれの

教育観をあらためて見直してみることにする。たとえば、よく「家庭の教育カが低下したJといわ

れるが、それはどうなのか。家族、学校、地域との関係を含め、歴史的、社会学的視点などから検

討することにより、さまざまな事実が明らかになってくる。この演習を遜じて、 一般的常識的なも

のの見方にとどまらず、多面的に、より本質的な問題のとらえ方、論理の立て方など多くのことを

学ぶことをねらいとする。

評価方法:レポート提出。出欠席を考慮する。

テキスト名:広田照幸著『日本人のしつけは衰退したか-r教育する家族Jのゆくえ』講談社現代新

書講談社

注意事項:受講生は20人までとする。
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基 ' 礎 演 習 -30 樋笠勝士
三三重亙
1 年
福一一雨

評蹟文をつくる

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〈関わるものである。この基礎演習では、このようなコミュニケーシ

ヨ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、できるだけ客観的

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・芸術などの嫌々

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J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

2 単位 1
1 年|
後期|

教科書中心の学習をしてきた高校生までの教育とは違い、大学生は多数の書籍や新聞・雑誌、ホ

ームページなどから情報を入手し、自分の意見を構築していかなければならない。授業の中では、

あふれる情報の中からどのようにして必要な情報だけを選択し、どのように整理し、どのように

「自分の意見Jとしてまとめていくかというテクニックを、講師の指導の下訓練していく。
取り扱うテーマは、「異文化体験J、「発展途上国事情Jを中心とするが、基本的には各受講生が

基 礎 演 習-31 
たか ぎ

高木 日耕

自分で選ぶものとする。

評価方法:出席状況、レポート、プレゼンテーションによる総合的な評価

テキスト名:必要に応じて多考文献を紹介するが、基本的にはプリントを配布する。
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I .... .......... ......tl.... I芝草在

習ー 32'I釜iR-フォール起争| 1 年
| |後期

基 礎 演

新聞の論評のレジュメ(要約)作成、論理の展開方法、レポートの書き方、口頭発表の内容・技

術を、演習を中心にしたグループ討論を通して指導。言語は、日本語・英語可。参加した学生は相

互のパフォーマンスを評価する。

評価方法:演習・出席及び参加状況を評価し、学生聞の相互評価も考慮する。

基 礎 演 習 -33 藤田知子

口頭発表とレポートの作成

言語、 より具体的には、日本語の成り立ちに興味をもっ人のための基礎演習です。

2*亙
1 年
優一一扇

高島俊男 (2001) r漢字と日本人J(文春新書、 720円)をテキストとし、毎回少しづっ読み進め、

不明な個所は分担を決めて調査し、解説を加え、理解を深めていきます。学生が中心となり 、教師

も参加して討論し、毎回必ず時聞をとってその回の内容についてコメントを書いてもらいます。そ

こから自分が興味をもっ問題を見つけだし、学期末に筆記レポートとしてまとめます。

評価方法:授業や討論への参加度、毎回のコメント、期末のレポートにより総合的に評価します。

出席は当然求められます。

テキスト名:高島俊男位∞1)r漢字と日本人J(文春新書、 720円)
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基 礎 演 醤 -34 みな がわ こう いち

皆川厚

2 車亙
1 年
福一-.

音楽の科学と実際

民族音楽学の基礎知識の紹介と，それに基づく世界音楽(ワールドミュージック)への理解。並

行して班編成を行い，各班任意のテーマとコンセプトによるCD自主制作のシミュレーションを行う。

評価方法:各班ごとの作業及び発表を評価する。

テキスト名:テキス卜は特に用いない。

基 礎 演 習 -35 よし むら とし 』

吉 村稔子

一一
一

絵画の見方

本クラスでは、絵画の見方をテーマに基礎演習を行います。主として西洋の素描を題材として、

作品の見方、見たものの解釈や分析の方法、自己の見解を文章で表現する方法を学ぶことを目標と

します。毎回、具体的な課題をもとに、討論と小論文の作成を行います。

見れば分かる、という言い方がありますが、見方が不注意であったり、見たことを合理的に解釈

できなかったりすると、分かったとは言えません。文字資料を読む場合についても同じことが言え

ますが、このクラスでは絵画資料を題材に考えてみましょう。

評価方法:平常授業における提出物。

テキスト名:適宜資料を配布します。
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歴 史
岸晶.t，

弓ー

世界現代史ー20世紀はどういう時代だったか

A 
や ま り ょ う け ん じ

山領健
2 車 1宣
1-4年
前一一葡

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" )。

「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。文字通り現代世界をまるごと相手にして格闘

するので教師も学生も大仕事だが、その “大変さ"を逆に生かして興味の続く授業の形を工夫した

い。前期の授業では二つの世界戦争が中心になる。

評 価方法 :平常の授業への参加、期末試験などを組み合わせて評価する。

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。

歴 史
品同

子

世界現代史-21世紀への転換

E A 山領健
言事E
1-4年
優一一雨

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" )。

「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。文字通り現代世界をまるごと相手にして格闘

するので教師も学生も大仕事だが、その“大変さ"を逆に生かして興味の続く授業の形を工夫した

い。後期の授業では第2次世界大戦後の世界の激変が中心になる。

評価方法:平常の授業への参加、期末試験などを組み合わせて評価する。

テキスト名:テキストについては授業での指示を待つこと。
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歴 史
品尚

子 B 桂 芳樹 時一
くルネサンス史>."tV世紀前半

現代ヨーロツパ世界の基本的原形が形成されたルネサンス時代の主要問題を扱う。北イタリア3

都市国家の発展と初期資本主義の形成/フイレンツェの古典ギリシア文献学受容/書記官文化・市

民的実践倫理としての初期人文主義/フランスの後期百年戦争と f中世の秋J/ r聖なる狂気J

ジャンヌ・ダルクと魔女現象/ヴェネツィアの地中海貿易とムスリム文化の流入/プレスター・ジ

ョン伝説とポルトガル・エンリケ航海王子の海洋探険/フイレンツェのメディチ家支配とルネサン

ス芸術の革新/ルネサンス精神の精華:サンタ・マリア大聖堂/ルネサンス教皇権の確立と宗教的

協和運動の行方:コンスタンヅ、パーゼル公会議/東西両教会統一フィレンツェ公会議:ピザン

ツ・ヘレニズム文明との遭遇/写本蒐集と古代思想の復活:プラトン主義、新プラトン主義、へル

メス主義、教父哲学/新たな問題意識: r人聞の尊厳Jr宇宙における人聞の位置J/ニコラウス

V世の世界政策とローマの都市計画

評価方法:レポート、平常点などを総合する。

テキスト名:教材はプリントを配布。重量考文献は授業申、適宜指示する。

歴 史 ~ 
子 E B 桂 薬品

夏草E
1-4年
後期

くルネサンス史>."tV世紀後半

1453年の東ローマ帝国の滅亡と百年戦争の終結/ニコラウスV世・コジモによる五大国体制の構

築/初期ルネサンス指導者の交代と時代精神の転換/市民的人文主義から超越論的人文主義へ/フ

イレンツェ・プラトン・アカデミーの設立/宗教的普遍運動とナショナリズムの撞頭/スイス誓約

同盟、プルゴーニュ戦争、スペイン統一、フランスの中央集権化/ヴェネツィア・トルコをめぐる

国際危機/争乱の70年代:パ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/新プラトン主義・へルメス主義の制覇:フィチーノとピコ/芸術の内面化、「根

源的形象界Jとしての芸術:ボッティチェッリとレオナルド/ルネサンス宇宙論・占星術・ 「ヘル

メス科学j の発展/ルネサンス建築・庭園の理論/地理上の発見/ルネサンスの技術箪新:航海技

術、印刷術、銃砲/rイタリアの平和Jの終涛シヤルル咽世のイタリア侵略/イタリア・ルネサ

ンス文化の全ヨーロッパ的光被

評価方法:レポート、平常点などを総合する。

テキス卜名:教材はプリントを配布。参考文献は授業申、適宜指示する。
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歴

日本国制史

史
品同

子・ U 粛藤 融

言 て直

1-4年
同I一一扇

日本の古代における国家の形成は、東アジアの国際環境と切り離して考えることは出来ないが、

原始的な国家機構は巨大古墳に象徴される大和政権期にも存在した可能性が指摘されている。中華

帝国の律令法典を国家運営法として受容することを契機に成立した古代国家が、どのようにして中

世国家に移行したのかについて国制史という観点から概観し、日本史に対する理解を深めることを

目標とする。なお、ここでいう国制史とは、単なる政治史ではなく、各時代における国家の性格の

相違を踏まえた国家史を指す。

講義例:大和政権/聖徳太子と大化改新/天智・天武朝/律令国家/天平時代/桓武朝/

延喜 ・天暦の治/摂関政治/院政/平氏政権と鎌倉幕府の成立/執権政治/

得宗専制政治/建武新政

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:佐々木準之介ほか編『栂論日本歴史』吉川弘文館

歴

日本国制史

史 ~ 
弓』 E C 粛藤

白隠

融

言 て直
1-4年
福一一葡

日本の中世国家は武家政権が公室長政権を凌駕する形で展開していったが、応仁の乱などを契機に

中世的秩序が崩織し、群雄割拠の戦国時代を経て新たな幕童書体制が形成されて近世国家に移行する。

その実態を国制史の観点から概観して、日本の前近代に関する理解を深めることを目標とする。

講義例:足利幕府/義満の時代/応仁の乱/戦国大名/織豊政権/江戸幕府の成立/

元禄時代と正徳の治/幕政改革/務政改革/黒船来航と尊皇捜夷

評価方法:論述試験と平常点

テキスト名:佐々木準之介ほか編『棟論日本歴史』吉川弘文館
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歴 史
品a..r，
子・

対外交渉史(東アジアの日本)

D 粛藤
包偽

融
2 車 E
1-互草

重二二重

近代における国家聞の通交とは質的に異なるが、前近代においても様々な形で国家聞の交渉は行

われてきた。古代から中世に機けて、日本は中国王朝を頂点とする東アジアの国際秩序のもとでど

のような国際関係を取り結んでいたのかを概観して日本史に対する理解を深めることを目標とする。

講義例 :親志倭人伝/倭の五王/遺陪使/百済救援の役/遣唐使/新躍と渦海/

遣唐使廃止とその後/日宋貿易〆元冠/日明貿易と倭冠

評価方法:論述試験と平常点

テキスト名:西陽定生 『古代東アジア世界と日本』岩波現代文庫

必要に応じて参考文献を講義中に紹介する。

歴 史
品尚

子

対外交渉史(世界の中の日本)

E D 粛蔵
と鍋

融
三重宝
1-4年
優一JVJ

古代から中世前期における日本の対外交渉は、中国王朝を頂点とする東アジアの国際秩序を前提

に展開していたが、中世後期になると、西欧社会が大航海時代を迎えたことで否応なしに西欧を基

軸とする国際環境の渦に巻き込まれることになる。中世後期から近世に焼けて、日本がどのような

対外交渉を行っていたのかを概観して日本史に対する理解を深めることを目標とする。
講義例:日明貿易と倭冠/南蛮貿易/鎖国/長崎貿易/朝鮮通信使/琉球慶賀使/

黒船来航と開国/安政条約

評価方法:論述試験と平常点

テキス卜名:西崎定生『古代東アジア世界と日本』岩波現代文庫

必要に応じて参考文献を講穣中に紹介する。
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歴 史 ~ 
号L E 

えんどう み ゆき

遺藤美幸

一一
一

近代世界とヨーロッパ

「近代世界システム論Jでヨーロッパ近代史を概観する。この講義は、「ヨーロツパ中心の歴史

観j に検討を加え、「非ヨーロッパ的j な視点で歴史を再考するとともに、現代社会におけるアジ

ア(日本)の立場や役割について一考することを最終目的とする。講義の主なテーマは次の通りで

ある。大航海時代から始まる「中核J、「周辺J種論/なぜヨーロッパが「中核Jになったのか/rヨ

ーロッパの発展Jがもたらしたもの/r後進Jr先進Jの意味/r近代世界システムj の展開(ポ

ルトガル、スペイン、オランダの場合)/イギリスの工業化と奴隷貿易/なぜイギリスが最初の工

業国になったのか/フランス革命がもたらしたもの/イギリスの「産業革命Jの意味/イギリスは

「衰退Jしたのか/移民の問題(中核から周辺へ)/ r近代世界システム論j の今後/世界のヘゲ

モニーを握るのは誰か/アジア(日本)の立場と役割

評価方法:レポートもしくは筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定(量初の捜業で指示する予定)

歴 史 ~ 
守・ E E 

えんどう み ゆき

遠藤美幸
2 .!i吾E
1-4年

重二二車

近代世界とヨーロッパ

「近代世界システム論j でヨーロツパ近代史を概観する。この講義は、「ヨーロッパ中心の歴史

観Jに検討を加え、f非ヨーロツパ的j な視点で歴史を再考するとともに、現代社会におけるアジ

ア(日本)の立場や役割について一考することを最終目的とする。講義の主なテーマは次の通りで

ある。大航海時代から始まる f中核J、「周辺J理論/なぜヨーロツパが「中核jになったのか/ rヨ

ーロッパの発展Jがもたらしたもの/r後進Jr先進Jの意味/r近代世界システムJの展開(ポ

ルトガル、スペイン、オランダの場合)/イギリスの工業化と奴隷貿易/なぜイギリスが最初の工

業国になったのか/フランス革命がもたらしたもの/イギリスの「産業革命Jの意味/イギリスは

「衰退j したのか/移民の問題(中核から周辺へ)/ r近代世界システム論Jの今後/世界のヘゲ

モニーを握るのは誰か/アジア(日本)の立場と役割

評価方法:レポートもしくは筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:未定(憲初の授業で指示する予定)
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哲
品尚

子

再び孤独について考える

A 品釜議長
2 !雇E
1-4年
前一一雨

人聞は皆孤独である。決して他人の心は見えないし、 言語などを使って可能な限り内面を伝達し

ようと(あるいは聞き取ろうと)しでも、完全に同じものを共有することは不可能である。その上

「私Jからしか世界は見えない。どのようにしても客観的な立場、第三者的な立場、自分の価値観

を隠れた立場に立つことはできない。どのように考えても常に「私Jが存在し、つきまとい、しか

もその「私Jというフィルターを通じてしか世界は見えてこないからである。このように考えてく

ると、「社会Jや「友人」や「恋人Jや「言語Jや「コミュニケーションJや「同じ経験j といっ

たものは一体何のために成立し、或いは、どうして成立しているのであろうか。もしかしたら、そ

の成立は幻想なのであろうか。もしそうなら、どうして幻想という資格で成立しているのであろう

か。或いは、もしかしてそれは、幻想ではなくて、そのような「一致Jや「共有Jを実現しうる

(または、実現の可能性を信じられる)論拠をもっているのであろうか。

このような問題意識を皆で考えてゆきたいと思う。授業は人数が少なければゼミ形式をとる予定

である。

評価方法:試験で判断する。

テキスト名:適当なテキストを教室にて指定する。

哲
品凶

手」

更に孤独について考える

E A 品笠版差
2雇在
1-4年
後期

前期の問題意識を前提にして、人間の絶対的孤独やその克服の可能性等の問題を、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。
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哲

大学と哲学

品尚

子 B 
ひ かさかっ し

樋笠勝士
主主主主
1-4年
前了一一雨

「哲学とは何かJという聞いを、 f大学とは何かJという聞いに絡ませて考えてみたい。それを、

以下のような講義の構成で進めていきたL、
1)イントロダクション: r知への愛Jとしての哲学

2)哲学の外側:広義の哲学としての教養活動(パイデイア)

3)哲学と教養と恋:プラトンの場合

4) 哲学と教養と学問 :アリストテレスの場合

5)大学の成立: r大学 (universitas)Jとは何か

6)大学の教養教育 liberal訂 tsの志向するもの

7)哲学と大学

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。

哲

教事Eと哲学

品尚

子 E B 樋笠勝士

2軍E
Tτ互草
後期

『哲学とは何か/大学とは何かJという聞いを掲げて、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。前期の概説を踏まえて、後期は特殊講義を行う。また、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・試験等で総合的に判断する。

テキス卜名:適当なテキストを教室にて指定する。

注意事項:科目の性質上、哲学 I8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。
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哲

問題意請の発現

~ 
ヲー C 

ひ かきかっ し

樋笠勝士
Z重立
1-4年

哲学的な活動には、その探求の欲望の内容から見て大きく分けて二つある。「世界を知りたいJ

と「自分を知りたいJである。古代哲学から始まって、この二つの問題意識は、それぞれヴァリエ

ーションをつくりながら、また相互に関わりながら現代にまで行き渡っている。その両者の関係は、

極端な場合だと、「自分を知るJことが、ぞのまま「世界を知るJことになることもある。また、

被然と区別して、どちらを採るかという要求を掲げるものもある。このように、見方によって相当

離れた思索が誕生してしまうことから、何が見えてくるであろうか。或いはそこに何か知られざる

基本的な問題があるだろうか。このような立場から、本講座では、この二つの問題意識自体と、そ

の関係について考えたいと思う。

この問題意識について、学生もできるだけ自分の問題として(実は自分の問題そのものなのだが)

受け止めてもらえればと考えている。

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。

哲

問題憲慣の展開

品尚

子 E C 樋笠勝士
2.& 
Tτ互草
福一一雨

前期に考察した f哲学的な活動Jについて、更に深めて考えてみたい。前期が基礎編だとしたら、

後期は応用編である。先ず、関連する文献を読んで問題意識を共有することを目指す。そして、実

際の人聞の活動を、クラスでディスカッションして、できればプレゼンテーションも検討したい。

履修者数によって変わるが、もし人数が少なければゼミ形式を採用したいからである。

最初に集まった学生からアンケートをとって、どのような問題意識があるのか、それをどのよう

に授業に生かしていくのかを学生と共に考えたいと思う。

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。
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倫 理

近代の「方向づけj

品同

・子 A . B み やけ まさ ずみ

宅正純
芝草在
1-4年
前一一葡

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J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、「自由主義的個人主義Jr近代家族」

「競争社会Jr自然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(夏目滑石、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の受講を許可する。

倫 理
品~
号L E 

ひとを f理解するjとはどういうことか

A . B み やけ まさ ずみ

宅正純
2..m 
Tτ互草

本講義では、「所有関係J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Jの機能や「時間性j のあり方を考察する。その際、知覚世界の論理(メロデイ

や色彩の現われ方)について論じ参考とする。

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。

テキス卜名:プリント、および『それからJ(夏目減石、角川文庫版)。

注意事項:倫理学IIAは、倫理学 Iを履修した者にのみ、受講を認める。
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宗教学 I 1 A B 

宗教現象の諸相

ゃ うち よし あ曹

矢内義顕
2m&  
1-4年
前一一葡

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、多積多様な宗教現象を網躍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。

1宗教どは何か 2聖なるもの 3神と神々 4神話と儀礼 5消浄性の規定

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 n A 

世界の諸宗教

B 
ゃ うち よし あき

矢内義顕

夏草在
ττ互草
福一一一雨

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、以下の三つの宗教を取り上げ、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。

1ユダヤ教 2キリスト教 3イスラーム

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・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
鼻Lι
守一 A B 

いい だ

飯田 前
勇

2 亘E
1-4年
前一一扇

『古事記』の神話

『古事記』を取りあげ、日本神話を概観する。日本最古の古典である 『古事記』には、スサノヲ

の命によるヤマタノヲロチ退治や因備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、『古事記』 という書物に、このよ

うなかたちで記載されていることを知っている人は、かなり少ないに違いなL、。まず、『古事記』

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』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遣

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』

文
~ 

子・ E A B 飯田
いさむ

勇

三宮官官
Tτ互草
後期

万薫の恋敵

文学11の講義では、特に 『万葉集』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、『万葉集』 の恋歌の有り

様に求められないこともない。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:教材は講議時に配布する。
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文
，v..r， 
・子 C D 

いの うえ まさ あっ

井上正篤
三三互亙
1-4年
前期

「愛j、「罪」、「死j、「実存J等をキーワードに、内外の名作を鑑賞する。小説のこまやかな読み
込みと、人生を文学的・哲学的に深〈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

そのビデオを鑑賞する。

評価方法:レポートを課す。 詳細は掲示する。

テキスト名:サガン : r悲しみょこんにちはJ(新潟文庫)

石川達三: r青春の躍践.11(新潮文庫)

文

その他

~ 
弓・ E C D 

いの うえ まさ あっ

井上正篇
E宮古
T士互草
福一一葡

f愛J、「罪J、「死J、「実存J等をキーワードに、夏目激石の名作を鑑賞する。小説のこまやかな

読み込みと、人生を文学的・哲学的に深〈考察することを体得されたい。映画化・ドラマ化された

作品はそのビデオを鑑賞する。

評価方法:レポートを課す。 詳細は掲示する。

テキス卜名:夏目瀧石: rそれからJ(岩液文庫)

夏目瀧石: rこころJ(岩波文庫)

その他
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美 術 史 A 
よし むら とし

吉村稔子
2.豆
1-4年
後期

東洋の仏教美術

日本を除く東洋諸地域(南アジア、東南アジア、中央アジア、中園、事態国)の仏教美術(建築、

彫刻、絵画、工芸)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、その伝織と

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、ピ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:試験、レポート。

テキス卜名:前回線作監修 nカラー版]東洋美術史』美術出版社

美 術 史 E A 吉村稔子

言耳flii
1-互草
後期

日本の仏教美術

日本の仏教美術について概説します。飛鳥から鎌倉時代の仏教美術(建築、彫刻、絵画、工芸)

の代表的作例をとりあげ、同時代の東アジア美術の様相に言及しつつ、日本の仏教美術史の展開に

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:試験、レポート。

テキスト名:辻惟雄監修 rrカラー版]日本美術史』美術出版社
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美 術 史
| ー ~ I2単位|

B!釧フォ-d引よ4;I 

パリの美術館を訪ねて:オルセ一美術館

パリの美術館の代表的作品を鑑賞しながら、作品を美学・美術史上のみならず、地理、歴史、社

会学・社会史他様々な観点から分析し、美術作品を一人の人間創作としてのみならず、その時代の

創造として総合的にとらえることによって、美術により深い興味を喚起することを目標とする。例

えばマネの「草上の昼食j を取り'上げ、この絵が、この時代 09世紀後半)フランスでどういう意
味をもったのか? マネーとはどういう画家か? この絵に反映されているイタリア・ルネッサンス

絵画の伝統は、どのようなものだったのか? 登場人物は、どういう人逮なのか? 彼らの生活様

式はどのようなものであったのか? 等を探ってみよう。スライド・ビデオをフルに活用し、発表、

クラス討論を重視する。展覧会、美術館の見学も可能。

評価方法:授業の出席状況、発表やクラス討論参加の状況、レポート

テキスト名:高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブックJ(新書館、 1田8)
千足伸行監修『西洋美術史J(西村書庖、 2α氾)

ヴァレリー・メテ『オルセー見学ガイドJ(Art Lys，l鈎9)

術 史 E B|釧フォール耕三ヰ

パリの美術館を訪ねて:ルーブル美術館

ルーブル宮殿の歴史と、宮殿に住んだ王侯費族の宮殿生活について簡略に既説した後、宮殿が美

，術館になった経鱒や、美術館の豪華なコレクション成立過程を探索してみよう。またコレクション

の代表作品、例えば、古代オリエントの浮彫、エジプトのネフエルティティ像、ギリシャの「サモ

トラケのニケJrアヴィニオンのピェタJ、ドラトウールの「マグダラのマリアJ、ダヴインチやウ

ーツチェルロ等イタリア・ルネッサンスの画家達の作品を一点ずつ詳細に鑑賞し、美的鑑賞のみなら

ず各時代に生きた人々の社会環境、生括様式や歴史的背景を採ってみる。スライド、ビデオをフル

に活用、発表、クラス討論を重視する。

評価方法:授業の出席状況、発表、クラス討論参加状況、レポート

テキスト名:高階秀爾・三浦篤編『西洋美術史ハンドブック~ (新書館、 1998)
干足伸行監修『西洋美術史J(西村書居、20C旧)

ヴアレリー・メテ『ルーブル見学ガイドJ(Art Lys，2αね)
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E司
謹一目

品尚

子 入 門 A 藤田知子
Z至ゴ互
1-4年
前一一扇

外国語を学ぶ私たちは絶えず新しい知識を吸収し、話す、読む、 書くなどのいろいろな実践を

行っています。ぞうした営みと平行して、母語を含めた広い意味でのことばが私たちにとってどの

ような意味をもち、生きていくなかでどのようなカとなりうるのか、その限界も含めて考えてみる

ことが大切です。私たちはことばと一生つきあいながら社会のなかで生きていきます。ことばがも

っ位質をより深く理解し、人間らしく生きていくためにことばの力を身につけたいものです。授業

の前半は皆さん自身に青木三郎著 『ことばのエクササイズ』のなかの課題に取り組んでもらいます。

授業の後半で教師が解説を加えます。触れられていない項目についてはプリントを配布して補うこ

ともあります。

「入門j なので 1-2年次での履修をお勧めします.

評価方法:課題とレポートによる。

テキス卜名:青木三郎 (2∞2)rことばのエクササイズ』ひつじ書房、 14∞円。

注意事項:履習希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。

E司
量五
回目

鼻凶

弓ー 入 r， n A 
ふじ た とも

藤田知子
2.& 
1-瓦草
福一一雨

前期にひきつづき、青木三郎著 『ことばのエクササイズ』を使用します。できるだけ、前期・後

期と連続して履修することをお勧めします。授業の進め方も前期と同じです。授業の前半は皆さん

が 『ことばのエクササイズ』のなかの課題に取り組み、後半で教師が解説を加えます。

「入門j なので 1-2年次での履修をお勧めします。

評価方法:課題とレポートによる。

テキス卜名:青木三郎位∞2)rことばのエクササイズ』ひつじ書房、 14∞円。

注意事項:履習希望者が多い場合は開講時に抽選を行います。
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昌 語学入門 1 B 
-、・ぃ一車 | 2単位|

石居康勇 |1-4年|
|前期|

ことばの宇宙(1 ) 

ことばを材料とする理科の時間。言語を形作る究極の要素とは何なのか、音と意味という異質な

ものが結びつけられる言語システムとはいかなるものか、そのようなシステムが私たちの脳に発達

することの意味を考える。

評 価 方法;成績は中間試験と期末試験の2回の試験の成績に基づいて判定する。

テキスト名:テキス卜は未定。初回の授業で指示する。参考・として以下の本を単げておく。

申島平三・外池滋生『雷語掌への招待』大修館.盾， 1994. 

井上和子・原田かづ子・阿部泰聞『生成言語掌入門』大修館書庖， 1鈎9.

橋爪大三郎『はじめての構造主義』講談社現代新書898，1988. 

注意 事 項:履修希望者多数の場合には、履修者制限を行う可能性があるので、履修希望者はかな

らず初回の授業に出席すること。また、このコースは 1，11 を合わせて初めて内容的

に完結する。したがって、同一担当者の「言語学入門IIJを後期に続けて履修するつ

もりで履修計画をたててほしい。

E司
霊草
ロロ

ことばの宇宙 (2)

品 同
号』 入 門 E B 

いし い やす お

石居康男

E軍 E
1-4年
優一一葡

「哲学(= r自然哲学」すなわち今日の「自然科学J) は、宇宙というこの社大な書物に書かれ

ている。この書物は、いつもわれわれの眼の前に聞かれている。けれども、まずその言葉を学び、

ぞれが書かれている文字が読めるようになるのでなければ、この書物を理解することはできない。

(ガリレオ・ガリレイ)J人間言語という宇宙を読み解く 。「言語学入門 1Jの続き。

評価方法:成績は中間試験と期末試験の2回の試験の成績に基づいて判定する。

テキスト名:テキストは未定。初回の授業で指示する。参考書として以下の本を挙げておく。

井上和子・原田かづ子・阿部泰聞『生成言語学入門』大修館膏庖， 1鈎9.

竹内外史 『新装版 集会とは何か』講談社ブルーパックス1332，2001. 

渡辺正雄『科学者とキリスト教ーガリレイから現代まで』講談社ブJlrーパックス印6，1987.

注意事項: r言語学入門IJの単位を取得済みの者に限る。本年度前期に石居担当の「言語学入門

1 Jを履修した人は、(内容の連続性から考えて)続けて履修することが望ましい。
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-=r 
諸
問

~ 
号』 入 r~ C 

いずみ

泉
くに ひさ

邦寿
Z言rm
1-4年
前一一雨

この講義では人聞の「ことばJについて、その機能と構造はもちろんのこと，人間の認知能力と

のかかわりや，社会，文化といった言語外との関係をも視野に入れた広い立場から考察していきた

いと思います.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.前期、後期を

通すと、音声から意味・ 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ます。ことばの研究がふつうに考え

られているより広い地平へと通じていることを知ってもらうこともこの授業の目標のひとつです。

前期のこの授業では、言語研究の対象としてのことば、ことばの種類と分類、ことばの機能ーコ

ミュニケーション上の機能、社会的機能一言語記号の性質、 音声 ・音韻・形態素などを扱う予定です。

評 価方法 :定期試験、出席状況、課題等を総合して決めます。

テキスト名:鈴木孝夫 『教護としての言語学~ rことばと文化』、両方とも岩波新書。

E司
雪量
ロ悶

声色晶

子 入 r~ E C 
いずみ

泉 邦寿
2 事在
1-4年
福一一扇

この講義では人間の「ことばJについて、その機能と構造はもちろんのこと、人聞の認知能力と

のかかわりや、社会、文化といった言語外との関係をも視野に入れた広い立場から考察していきた

いと思います。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。前期、後期を

通すと、音声から意味・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ます。ことぽの研究がふつうに考え

られているより広い地平へと通じていることを知ってもらうこともこの授業の目標のひとつです。

後期のこの授業では、主として統語論、意味論、 語用論の分野の問題を扱う予定です。

評 価方法 :定期試験、出席状況、課題等を総合して決めます。

テキスト名:鈴木孝夫『ことばと文化』、『日本語と外国語』、両方とも岩波新書。
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巨司 語
品尚

子 誌面詰宇 11弓|門入 E D 

昨年度前期に関議した「言語学入門 1CJ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、意味諭、語用論、統語諭における基本的な問題の立て方と観察の方

法を、以下の具体的なトピックの分析を通して学びます。

1)日本語の連濁 2)漢字形態素論 3)言語とジェンダー

4) 日本語の類別調 5)指示詞 6)助詞「はJと IがJ など。

問題の多〈は日本語から取り上げますが、自分が知っている外国語ではどうなっているのか、常

に考える習慣をつけてください。

授業は講重量形式になりますが、学生の皆さんの参加を期待します。

評価方法:筆記試験により評価します。

テキスト名:プリント配布。

注意事項: r入門Jなので 1-2年次での履修をお勧めします。前期のみの授業であることに注

意。「言語学入門 1Jが履修済みであることを登録の条件とはしませんが、その知識

を前提として話を進めることが多くなるでしょう。履修希望者が多い場合は開講時に

抽選を行います。

ネ土
やま もと

山本

F-
一A
一一

一
量
二
一
一

:
 

戸

匡

孟

E
E
-
-

崎
功
一

J
 

.0. 
%1; 

品同
号与 A B 

社会学の基礎

そもそも f社会j とは何だろうか。あるいは、社会というものがくある>とは、どういうことだ

ろうか。「そんなものはない。存在するのは個人だけだj ということも確かに可能だろう。しかし、

ひとはひとり個人としては存在しえない。個人を取り巻く様々な関係によって初めて彼/彼女は今

あるありかたで存続、しえる。

社会学の基礎概念を中心に取り上げるが、言葉を f覚えるJのではなく、ある概念を用いたとき、

「社会Jがどのように今までとは違って見えてくるのか、を強調したい。高校までの f社会科j と

決定的に異なるのはこの点であろう。「社会」について学ぶと同時に、いやそれ以上に社会の「見

方j について楽しんでいただきたい。

最初に個人と社会の関係に関する社会学の二大巨人、 M. ウェーパーと E. デユルケムの方法に

ついて論じ、ついで何人かの社会学者を取り上げ、社会の f見方Jを取り扱う。しかる後に、個別

領域をひとつずつ取り上げていきたい。

評価方法:筆記試験を行う。

テキス卜名:森下伸也『社会学がわかる事典』日本実業出版社2∞1
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宇土 .0. 
:z:;; 

，t.，!，ι 
子

犯罪と非行の社会学

E A B 
やま もと

山本
いさお

功
2 !亘亙
1-4年
福一一扇

様々な「逸脱現象j のうち、犯罪・非行を中心に取り上げる。少年の「凶慈化j が叫ばれ、 2000

年秋に少年法が改正されたが、少年が「凶悪化Jしたと言えるのだろうか。また、何かしら事件が

起こるたびにメディアでは「親がJr学校がJr社会がj と様々な(?)原因が論じられるが、それ

らは妥当なのだろうか。そもそも、犯罪や非行についてどうして人は語りえるのだろうか。

この講義では犯罪社会学の基本を講義し、現代日本の犯罪・非行状況について考察す

る。最後に、逸脱の社会問題化についての社会構築主義的見方について論じる。

(1) r犯罪Jr非行J概念 (2)犯罪報道、暗数問題 (3)実証主義的犯罪原因論 3-1)ストレイン理論

3-2) コントロール理論 3-3)学習理論 (4) r有害環境J論 (5)ラベリング論と社会構築主義

評価方法:筆記試験を行う。

テキスト名:テキストは用いない。適宜プリントを配布する。

社 .0. 
Z玄

個人が先か、社会が先か

品尚

子 C 加藤譲治

2 車
1-4年
雨一一扇

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J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

互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。

テキス卜名: rソシオロジ一事始め』中野秀一郎、有斐閣

注意事項:出席重視
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社 .d怜
~ 

品尚

子・

現代社会はどこへ行くのかー

E C 
か とうじよう じ

加藤譲治
2.& 
1-4年
福一一葡

私たちは何らかの組織や集団に所属して生活している。ぞうした組織や集団、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ヘ

ー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』中野秀一郎、有斐閣

注意事項:受講条件とはしないが、加疎担当の「社会学 1Jを受講しておくことが望ましい。

社 .0. 
~ 

品凶

手 D 
お がた たかあき

尾形隆彰

個人と社会、行為と社会関係、社会構造と社会変動の社会学

2E吾苗:J
1-4年|

前期 l

自分と他人、個人と集団・組織・社会の関係を考える社会学の基本的立場を概説する。

1、社会学とその他の学問の関係 2、自然科学との違い 3、人文・社会諸科学との違い

4、個人と行為 5、役割と規範 6、集団と組織 7，-文化と価値

8、社会構造と社会変動 9、近・現代を社会学はどうとらえるか

10、社会学の様々な方法

到達目標は、最低限の社会学の知識を知ることにより、個人と社会の関係について独りよがりで

はない冷静な見方を身につけることにある。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:その都度指示する。なお教科と雷うわけではないが参考書としてたとえば石川晃弘他

『社会学入門』有斐閣など
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社 .0. 
~ 

働くことの社会学

品&晶

子 E D 
お がた たかあき

尾形隆彰

2 !吾百
1-4年
後期

社会学の基本を 10で学んだ学生に、人の基本的な活動である職業、就労、雇用などのテーマに

ついてやや掘り下げて考えてL、く 。

はじめに一勤労観3.000年

1、働くことの歴史一前史- a古代史から中世へ、 b歴史に記きれない働き方

2、勤労観の近代ーその光と影-ar罰Jから f天職Jへ b r理性Jと「疎外J

3、勤労観の現代 a細分化された労働 b r疎外感j とその克服

4、産業民主主義と参加

5、新しい労働ーサービス経済化とサービス労働

終わりにー働くことの意味

到達目標は、 f働くことj の意味について、歴史・文化的背景を知ることで、!現代における意義

や問題性を考え直してみたい。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキスト名:その都度指示するが、たとえば石川晃弘他『産業社会学』サイエンス祉など

法
品尚

子 A 森下史郎
2 • i立
Tτ互草
爾一一扇

本講議は、法学の基礎知識を理解することをテーマに、法学への道では法の解釈と適用を、刑法

では犯罪と刑罰というテーマで、犯罪とは何か、刑罰とは何か、応報刑、教育刑、少年法と刑事責

任能力、正当防衛と緊急避難、安楽死、死刑、仮釈放、執行猶予等の問題を、また労働法では労働

契約、労働条件、解雇、不当労働行為、争議行為等の問題を具体的判例を紹介しながら講議をすす

める予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキスト名: r法学J森泉章有斐閣ブックス

"考・:r判例法学j酒井/西村編有斐閣ブックス
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j去 鼻砧

守一 E A 訴手長蕗
三豆E亙
1-4年
盃二二重

本講議は、民法、憲法の基本問題の理解というテーマで講識を進め、契約取引と法で

は、契約の成立と効力を、市民生活と不法行為では、過失責任、無過失責任の流れの中で、不法行

為の成立要件、効果を、家族生活と法では、婚姻、夫婦、際婚、扶養、相続、遺言等を、また憲法

では、人権の性格一普遍性、不可侵性、固有性ーという観点から、外国人の人権、人権の私人間効

力の問題、新しい人権の問題を検討する予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキス卜名: r法学j森泉章有斐間ブックス

参考書;r判例法学j酒井/西村編有斐閣ブックス

法
，u..r， 
子

日常生活のなかの法

B 
あおやま はる き

青山治械
2 • i立
1-4年
前一一扇

普通に暮らしている限り、多分多くの人が裁判所に出かけることもなく、法律を意識することも

ほとんどないだろう。とすると、法律に関わるということは特別のことなのだろうか。しかし、日

常生活の中には、裁判にまでいたらないまでも法的思考を必要とする問題は少なくない。例えば、

家庭の中で物の取り合いが起こった時、どのように解決したらいいか、友達が運転する車に同乗し

ていて事故を起こした場合、友人に損害賠償の請求ができるか、といった例をもとに、法的思考と

法的解決の意義を考えていきたい。常識的な考え方と裁判所の判断のずれについても具体例に則し

て見ていきたい。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:松井茂記他『はじめての法律学』有斐閣

注意事項:小型判でよいので「六法jを用意すること。

より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac伊，/-haoyama/の中の f授業案内j を

参照のこと。
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法
品同

手

映画から法を考える

E B 
あお やま はる き

青山治城

三「面
1-4年
葎一一雨

法の世界はとっつきにくいものかも知れない。特に日本人にはその傾向が強いが、西洋人にも法

嫌いは少なくない。しかも、現在では法の領域も細分化され、全体像を把握することは専門家でさ

え決して容易なことではない。そこで本講義では、法学 Iで学んだ身近な問題をさらに展開するた

めに、映画を通して法的な問題を一通り理解できるように試みる。これによって、法的思考や法的

な枠組みを知り、さらに法律の世界に関心をもってもらうことを期待している。

法的思考は、通常の常識に反する場合もあるが、それは決して非常識ということではない。英語

では法学のことを jurisprudenceという。それは、複雑な現実の問題を解決するために人類が叡智

prudenceを集めてきた成果なのである。

評価方法:筆記試験

テキスト名:野田進他 『シネマで法学』有斐閣

注意事項:小型事jでよいので「六法Jを用意すること。法学 Iを履習していることが望ましいが、

こちらから先に受講しでもよい。

より詳しい内容にヲいては、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを

参照のこと。

政 治

先進諸国の政治

企~
子・ A 

いけ や ともあき

池谷知閉
2 車
1-4年
前一一雨

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

は先進デモク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、固によって

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指され

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.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 ミム
Jロ

品尚

子 E A 
いけ や ともあ曹

池谷知朗

2 !宮古
Tτ互事
後期

デモクラシーについて考える

現代政治は一般にデモクラシーとして展開している。われわれはデモクラシーについてどの程度

知っているのだろうか。そもそもデモクラシーとは何か、歴史上デモクラシ一体制が成立するのは

一体いつなのか、デモクラシーは国民が主役の政治というが本当だろうか、日本のデモクラシーは

欧米のデモクラシーに比べて問題があるのではないか、多数決はデモクラシーの唯一の決定方式な

のだろうか。この講義では、デモクラシーについての以上のようなさまざまな疑問にたいして、ま

ずデモクラシーをどのように考えることができるかについて考察する。次いで、各国のデモクラシ

ーを比較しながら検討したい。

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。

新聞やTVの政治報道に接することを習慣としてほしい。

政 主A
Jロ

現代日本政治の課題

~ 
弓ー B 

なが い

永井
… | 2単位|
活 11-4年 l
Hl前期 l

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、ぞれと車の両輸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。なぜそうなった

のか、その解決策は何か。民主政治の出発、日米安保体制、 55年体制、高度成長とバブルの殿様、

自民党一党支配の終湾、政治改革と行政改革、 f国際貢献J諭と自衛隊の海外派遣、沖縄基地問題な

どをテーマに、 21世紀の日本が進むべき方向をみんなで考えてみよう。あわせて、政治学の基礎的

な概念を学ぶ。そのために、新聞・テレビ・雑誌などの政治ニュースに関心をもち、ぞれを読み解

く力を養いたい。

評価方法:期末の試験・レポート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。参考書は捜業中に適宜紹介する。

注意事項:r政治学 1Jの次に r11 Jを受講するのがのぞましい。

新聞、雑誌、テレピ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。
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政 ミA
Jロ

日本の「国際貢献j

~ 
弓ー E B 

なが い

永井
ひろし
:~ 

'ロ

2 車 E
1 -互草
語一一葡

f政治学 1Jを受けるかたちで日本の国際的役割について多様な視点から考察する。主要なテー

マは、日米同盟を輸とした安全保障、アジアとの関係を中心としたODA (政府開発援助)と経済

開発、環境保護などのグローバルな課題。日本の内外の情況が激変するなかで、いずれのの問題も

既成のモデルがもはや適用しなくなってきていると同時に、国際関係のアクターの多様化にともな

ってわたしたち一人ひとりが新しいモデルの創造に参画できる時代となっている。日本国憲法を読

み直しながら、その理念を21世紀の国際社会の発展にいかしていくためにはどうしたらよいか、真

の平和とは何かを考えたい。

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:テキス卜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)、

五百旗頭真編『戦後日本外交史.D (有斐閣)、寺島実郎『国家の論理と企業の論理』

(中公新書)。その他は綬業中に適宜紹介する。

注意事項: r政治学 1Jを受講したあとにけ1Jをとるのがのぞましい。

経済学 1 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)のしくみとその決定メカニズム、経済成長と景気循環、生産と消費、物価と

インフレーション、対外経済取引と国際収支・為替レート 財政と金融政策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:筆記試験

テキスト名:r入門の入門ー経済のしくみJ、大和総研、日本実業出版、 1999年、その他適宜資料を

配布する。

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11を単独受講しでも

よい。
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経済学. n A B 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

ミクロ経済学を中心に

(1)経済理論や経済政策の歴史的変遷、 (2)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重量うこ

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:筆記試験

テキスト名:未定(簡嗣な教科書を用いる。)

，注意事項:経清学 1(前期)一一>経済学11(後期)の順に受講しでも、逆に、経済学11-(前

期)一一>経済学 1(後期)の願でもよい。また、前期あるいは後期に経済学 I、11
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L、。

心 理

臨床心理学入門

品尚

子 A 
た はらしゅん じ

田原俊司
2'*& 
1-互奪
爾一一爾

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-I0(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、管病、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面銭法、

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いじめ相談室j八千代出版

伊藤隆二・松本恒之(編)r現代心理営25章』八千代出版
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'L¥ 理

カウンセリング入門

.-.u. 
手 E A 

た はらしゅん じ

田原俊司
Z車 在
Tτ互草
福一一葡

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

申なお、受講対象は、心理学11、教育心理学、教育相談のいずれか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:fJt康隆二・総本恒之(編)r現代心理学25章』八千代出版

田原俊司(編著)rいじめ相談室j八千代出版

，υ 理

認知心理学入門

品晶.. 

号L B . C や ベ ふみえ

矢部富美枝

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、主として環境から受け取った情

報の処種、即ち環境の認知の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)
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'L¥ 理

認知心理掌入門

品同

子 E B . C 矢部富美枝

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、より高次の情報処理過程である

情報の保存・利用、即ち記憶・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実蹟心理学』東京大学出版会

注意事項:定員60名(拍選)

心理学 1 D E 

社会心理学入門

やベ ふみえ

矢部富美枝

社会の中で生きる人聞の心理過程を扱う社会心理学の中で、主として人聞の社会的行動における

自己の意味や働き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:明田芳久他著『社会心理学』有斐閣
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'L' 

社会心理学入門

理 ~ 
弓ー n D や ベ ふみえ

矢部富美枝
2.si 
1-4年

社会の中で生きる人聞の心理過程を扱う社会心理学の中で、主として他者の認知に関する領域に

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:閉田芳久他著 『社会心理学』有斐閣

教 育
品 同

・子
あずま

東 敏徳
2 :a t豆
1-4年
前一一扇

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

識を撞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

で上の聞いを考えてL、く 。なお教臓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

行う。

テキスト名:東 敏徳著 『教育って何だろうJ(ユージン伝、 1995)
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文化人類学 1 A 吉田光宏
2一軍一直
1-4年
前一一扇

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プ、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、 (7)

実証主義と解釈主義。

評価方法:筆記試験。授業への参加。

テキス卜名:テキス卜は、以下のような入門書からの篠粋を適宜使用。

Kottak. C. Phillip. 1997. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural 

Anthropology. 

Schultz. Emily A..and Robert H. Lavenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspective 

on the Human Condition. 

佐醸傭議 1992 rフィールドワーク:.を持って街ヘ出ょう』 東京:新聞社。

文 イじ 人 類 会~

子 E A 
い
い
宜
ロ

だ みつひろ

田光宏
2 !宮古
Tτ互草
福一一葡

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

異文化/他者理解のための文化人類学的視点を紹介する。以下のようなトピックを検証する:(1) 

アイデンティティ形成と反抗;(2)消費行動の社会性、政治性;(3)感情表現の文化的意味。

文化人類学の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緩からのものを扱い、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。授業への参加

テキスト名:テキストの指定はなし。以下のようなものの銭粋を適宜蹟む。その他随時紹介。

Lutz. A. Catherine. 1988. Unnatural Emotions: Everyday Sentiments on a Micronesian. 

Atoll and their Challenge to Western Theory. 

Schultz. Emily A..and Robert H. Lavenda. 1995. Cultural Anthropology: A Perspective 

on the Human Condition. 

浜本満と浜本まりこ編 1994 r人類学のコモンセンス』東京:学術図書出版社。
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文化人類学 1 B C 三田村成孝
2 !吾在
1-4年
前一一扇

文化人類学の基礎的概念としての文化について学んでしぺ。文化という概念は、そのうちに実に

多様なものを含み、それらをめぐり多くの理論が展開されてきた。文化は、人聞がっくりあげたも

のであるが、またその中に生まれた人聞をつくりあげていくものでもある。文化の違いは民族に

様々な特徴を与えている。一見とらえどころのない様にも見えるこの文化というものの回りを少し

歩いてみたい。

評価方法:筆記試験。

テキス卜名:なし。参考文献は授業の申で紹介する。

文化人類学 nB C 
みたむら しげ たか

三田村成孝
2.& 
Tτ互~
福一一葡

北海道アイヌ民族の文化について学んでし吋 。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、文化、民族について学んでし吋 。

評価方法 :筆記試験。

テキスト名:なし。参考文献は慢業の中で紹介する。

- 646一



文化人類学 1 D E 

ヒトの一生

あベ

安倍 宰
三亘E盈
1-4年
前一一雨

文化人類学の基本項目を、ヒトの一生という形で講義する。ヒトは自らの意思に関わらず、生ま

れ、成長し、老い、死ぬ。ここには周囲の人々が持つ価値観の一部が集約されている。と同時に、

世界中には自分たちの知らない価値観がいかに量豊富に存在するかにも気がつかされるだろう。人が

持つ価値観の奥深き、面白さ、怖さを認識できるようになることが本講義の到達地点といえる。

主な内容:ヒトはなぜ f文化Jをもつのか H死と文化 E誕生の文化

wr一人前Jとは何か vr老Lリの文化 VIr通過儀礼J理論

評価方法:筆記試験が原則。「一発Jに自信のないものは、各自レポートを作成の上、提出して

も良い。詳しいことは各自質問に来ること。

テキス卜名:村武、佐々木(編)r文化人類学』有斐閣

文化人類学 11D E 

I他者jとは誰のことか

あ べ . コカ官

安倍 宰

2 事在
T二互葦
後期

本講義の目的は、前期で学んだことを踏まえつつ、文化背最の異なる者、すなわち他者を私たち

がどう捉えているかを考えることである。町の中で偶然、そうした人と出会い、行動を共にするこ

とになったとき、私たちは「彼/彼女Jにどのような感情を抱き、どのような行動体系に沿ってゆ

くのか。本講義では「他者Jとは何かからはじめ、ぞれが文化現象にどのように繋がるのかを考える。

主な内容:1説話の中の「他者J 11都市の中の「他者Jと「文化J m r交換Jと文化 W婚

姻と文化 VDualismという発想法 VI ethnogenesisとは何か VlIフィールドワーク

評価方法:筆記試験が原則。「一発Jに自信のないものは、各自でレポートを作成の上提出して

もよろしい。詳しいことは各自で質問に来ること。

テキス卜名:村武、佐々木(編)r文化人類学』有斐閣
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憲 法 A 
もリ した し ろう

森下史郎

2 単位
1-4年
前一一扇

本講識は、憲法の人権論に焦点をあて、近代憲法の確立過程で主要な役割を担うことになった人

聞の基本的自由、平等の問題、とりわけ、法の下の平等、表現の自由、信教の自由、経済的自由、

プライパシーの権利等を、現実の社会において、どのように保障されているのか、されていないの

か、憲法の解釈諭ーとくに判例を通じて批判的に検討する予定。

評価方法:定期試験で評価する。

テキスト名: r憲法J猪俣、後藤編 敏文堂

参考書: r新版憲法判例J阿部、池田編有斐閣双書

憲 法 E A 
もり した し ろう

蒜下史郎

2 単位

1-4年
優一一扇

本講議は、現代的人権とされる社会権一生存権、教育をうける権利、勤労権、労働基本権をも含

む一公権力による不当な逮捕、監禁、拷問等を受けない保障としての人身の自由、憲法改正論争の

争点になっている戦争放棄、戦力不保持と自衛隊の問題、国民主権原理、人権論の大原則である平

等主義と矛盾する象徴天皇制等を視野に入れて批判的に検討する予定。

評価方法:定期試験

テキス卜名: r憲法j猪俣/後醸編敬文堂

参考.:r新版憲法判例j池田/阿部編有斐閣頭書
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憲
あおやま はる き

青山治城

一一
一j去 B 

人権論

強盗の(金を出せという)命令と税務署の(金を払えという)要求とはどこが違うのだろうか。

ぞれは後者の要求が「法律Jに基づいたものだという点で違うわけだが、それでは、人はなぜ「法

律Jに従わなければならないのか。それは、憲法の規定に基づいて正式に制定された法律だからで

ある。では、憲法にどうしてそんな力があるのだろうか。私たちは憲法の制定に立ち会ったわけで

はないのに、そんな昔の憲法に現在の我々が拘束されるのはどういうわけだろうか。この問題が、

憲法における人権論の要諦である。この点を日本国憲法に即して考えてLぺ。

人権概念は、必ずしも法的概念だけではなく道徳的な概念としても用いられる。平和に生きる権

利とか汚染されていない環境で生活する権利などがそれにあたる。また、権利は保障されるべきも

のであると同時に積極的に獲得していくべきものでもある。従って、憲法に直接規定されたもの以

外にも「新しい人権Jを考えていく必要がある。この点で、日本国憲法の人権保障は、「法治主義j

とは異なる意味での「法の支配Jの理念と深〈関係していることの理解を目指したい。

評価方法:筆記試験

テキスト名:市川正人『ケースメソッド憲法』日本評論社

鶴見俊輔他編『英文対訊 日本国憲法を読む』柏.房

注意事項:小型判でよいので「六法Jを用意すること。より詳しい内容については、

http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の f授業案内Jを参照のこと。

あおやま はる き

青山治城
| 2単位
11-4年
|後期

法 E 

国家機構諭

憲法という f法律Jは他の法令と少し違ったところがある。一言でいえば、憲法が立法者を決め、

ぞれの作る法律に正統性を与えるものだからである。つまり、何が正統な「立法権者Jであるかを

決めているのが憲法なのである。もちろん、拘束力をもった判決を下す権限をだれがもつのかを決

めているのも憲法である。法学的に言えば、そうした諸権限の総体、連鎖が f国家Jなのであり、

憲法は国家を構成するものなのである。しかし、国家あってこその憲法であり、国家が憲法を作る

のだという議論も根強く残っている。日本国憲法に即しながら、憲法と国家の関係を考える。

現在の憲法は、占領下アメリカの指導によって作られた経緯から日本国にはふさわしくないとい

う議論もある。その中には、「憲法J自体不要ではないかという「廃憲論j もある。こうした点を

考えても、現憲法の基本理念である「立憲主義Jr法の支配j の意義を十分に理解されるように配

慮したL、
評価方法:筆記試験

テキスト名:I坂本昌成『憲法 1J有信堂

鶴見俊輔他編『英文対訊 日本国憲法を読む』柏書房

注意事項:小型事jでよいので「六法Jを用意すること。より詳しい内容については、

http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内Jを参照のこと。
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経
声同

昌 "ーι子 加藤譲治

2 車百
1-4年
前一一雨

人はなぜ働くのか

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。そご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。

テキスト名 :r人事労務管理の思想』津田真徴、有斐閣

注意事項:出席重視

経
声~

昌 学 E 加藤譲治

芝草E
1 -互草
後期

I働き方jがかわる

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J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:教材はそのつど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 1Jの受講を望む。
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統 計
品凶

手 A 
しぱ はら のぷ ゆ曹

芝原信幸
2.& 
1-4年
前一一爾

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。

講義に際しでは、統計解析の背後にある、統計理論を学び取っていくことを主限とするが、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であり、統計データ分析の醍醐味を味わって頂きたい。

使用ソフトとしては、 Excel，SPSSを用いた授業であるが、特に、 SPSSの使用が必要になる人

に向いているだろう。

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。

注) SPSS:統計解析用ソフトの一つ

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

って、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)

統 計
品拍
手」 E A 

しぱ はら の1)¥ ゆ曹

芝 原信幸

芝草E
T二互草
福一一扇

前期の統計学 1Aで学んだ回帰分析を基礎として、主成分分析、因子分析、寺田j別分析、クラスタ

ー分析、等々の多変量解析や、分散分析などの、統計学の応用に中心を置いた講義を中心として授

業を進めてみたい。

授業は統計解析の実践演習を主として行うことにする。

統計データ処理に興味を持つ人にとって、統計解析の醍醐味を満喫することができる授業内容で

あると思う。

統計パソコンソフトとしては、 SPSSを中心としたものであるが、随時、 Excel等の表計算ソフト

も併用していくつもりである。

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。

テキスト名: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

って、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。

(ただし、統計学 Iの内容程度の統計の基本的知識を持つ者は例外とする。)

※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)

- 651-



統 計 &尚
子」 B 

しぱ はら のぷ ゆき

芝原信幸

芝草て直
1-4王手
前一一葡

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。

講義に際しでは、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。本講座はExcelを用いての統計データ処理を

中心に展開していくことにし、必要に応じSPSS等の統計解析ソフトも併用してになろう。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: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: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)

統 計
品同

・チ E B 
しぱ はら の1)¥ ゆき

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Lぺ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

論のみで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。また、語

学教育等へ応用として、分散分析も紹介してみたい。

使用パソコンソフトとしてはExcelを中心とした授業展開になろう。

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。

テキスト名: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

って、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11の履修者は、統計学 Iの履修者に限定する。

(ただし、統計学 Iの内容程度の統計の基本的知識を持つ者は例外とする。)

※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)
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生 物

生物と環績とのかかわり

品同
守』 三」 てらだ みな

寺由美奈子
三重亙
1.....4年
爾一一一爾

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。特に地球環続問題の多くは、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 1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 8回 様々な水環境と生物の生活

3回 生物と環境のかかわり③ 9回生物と大気環境

4回生物と温度環境 10回生物と土媛環境

5回 様々な温度環境と生物 11囲気候と植生

6回生物と光環境 12囲 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。

生 物

生態系と環繍問題

ゐM
子 E A 

......'!_ ~ ....軒- I2単位|

毒菌美奈争 |1-4年|
|後期|

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、さらに現在おこ

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ずけながら、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。

議事長計画

1回 環境問題と生態系

2回生態系の概念

3回 エネルギーと物質の掠れ

4回 生態系における生物群一生産者

5図 植物生産と食糧問題

6回 生態系における生物群一消費者

7回 環境汚染と生物濃縮

8回 生態系における生物群一分解者

9回 海や湖沼の富栄養化

10回 熱帯林の破壊と地球環境

11回 環境にかかわる国際機関・条約①

12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。



生 物
品尚

子 B 
てらだ みな

寺由美奈子

生物と環境のかかわり<キャンパスの自然観察とビデオテープによる>

2.& 
1-4年
爾一一扇

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

.熱宇野の環境と生物の生活

-乾燥地の環境と生物の生活

・寒様、亜寒帯の環境と生物の生活

.日本列島の環境と生物

-葛西臨海水族園見学

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: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&晶

子・ n . B だ みなこ

寺田美奈子
言宮古
1-4年
福一一扇

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〉

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。 11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

-食物連鎖と生物漉縮(ピデ才)

-熱帯林の破嬢と地球環境(ピデオ)

.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: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。

p
h
d
 



化

生活化学

品同
号L

お ぐら ひさ

小倉久子
Z豆ヨ主
1-4年
前一一葡

「化学Jと問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

ころで化学の恩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，その中から「化学j を取り出して説明します。

前期は講義(おはなし)中心に行います。

テーマ例

・ものが燃えるということ

.お酒のはなし

・ミネラルと栄養

.石鹸と洗剤

・シルクとナイロン

.ダイオキシン

・原子の構造，周期表(最小限の理論)

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，テキス卜は特に使用しない。

イじ

実厳生活化掌

~ 
弓ー E 

お く・ら ひさ

小倉久子
2 軍E
1-4年
福一一扇

化学Hでは身近な化学を実感としてとらえて貰うために，簡単な実験を行いながら，化学的な視

点を養うことを目的とします。

テーマ例

・ものが溶ける。

・酸性，アルカリ性

.生活排水と水質汚濁

.洗剤の分析

・食品添加物しらべ

など

評価方法:レポートと筆記試験

テキス卜名:必要に応じてプリントを配るので，テキス卜は特に使用しない。

注意事項:実験が主となるので， 8割以上出席して，実験レポートを提出すること。
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自然 科学栂論 1 A 高向 協
崇

方程式をめぐって

みなさんは中学校で一次方程式や二次方程式を、高校ではさらに次数の高い方程式を習ったこと

と思います。しかしw それらは方程式を f解く Jことに主眼をおいており、どんな方程式でも必ず

解はあるのか、三次以上の方程式には解の公式などはないのか、などの疑問には必ずしも答えてく

れなかったと思います。

この講義では方程式に関する上記のような素朴な疑問に答えてゆくと共に、方程式の研究に心血

をそそいだガウスやアーベル、ガロア途の業績について紹介して行く予定です。

予備知識としては、中学までに習った数学を覚えていれば十分です。

評価方法:筆記試験、およびレポートにより評価する。

テキス卜名:テキストは特に指定しません。

自然科学慨論 nA 
たか む曹

高向 協崇

2 軍在
Tτ互葦
福一一扇

円周率、円、磁の世界

みなさんは恐らく、円周率は3.14…から始まって永遠に終わる事のない数だということを聞いた

事があるでしょう。また、円の面積や球の体積が円周率を用いて計算されることも習ったことでし

ょう。しかし上に書いたようなことが何故成り立つのか説明せよと言われると、その理由は習った

ことがないのに気付かれることと思います。

実はこれらのことは紀元前の時代にすでにある人物により解明されていたことです。この講義で

はその人物が如何にして上の問題に立ち向かっていったかを紹介する予定です。

予備知識としては、中学までに習った数学を覚えていれば十分です。

評価方法:筆記試験、およびレポートにより評価する。

テキス卜名:テキス卜は特に指定しません。
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自然科学概論 1B . C 

人類は自然をどのように理解してきたか

とく もと こと よ

徳 元琴代

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。

l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・ヴインチの解剖園、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、平常点の総合評価

テキス卜名:r科学史慨論』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図説科学按術の歴史』平田寛朝窟膏盾

『科学の歴史』大沼正則青木書庖

注意事項 :VTR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 nB . C 

現代における科学技術の発展と人聞社会

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突破口を見い

出したい。科学・技術が身近な存在となるだろう。

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

ンビューター、石炭、石油、原子力開発 一産業革命と科学・技術

(2) x線と放射能、キュリー夫妻、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 ー現代科学・技術の特質

(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。一世界と日本の比較

評価方法:レポート提出、平常点の総合評価

テキスト名:r科哲学史楓論』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図説科学妓術の歴史』平田寛朝倉.盾

『病気の社会史』立川昭二 NHKブックス

注意事項 :VTR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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コンビュータ・リテラシー 1A 
しぱ はら の1)¥ ゆき

芝原信幸

本講座は fコンビュータソフトの有効活用とその実践Jを中心に据えた授業を行っていく事にす

る。 Excelを用いて、簡単なマクロ機能とVisual 8asicの釜本に触れていく事になろう。

できる限り多くのコンビュータソフトを対象とし、適用事例を学習し、各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、以後の研究活動や仕事の中で、情報機器を使って、

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、コンピュータソフトを使用しての授業となる。

本講座はコンピュータ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。

テキスト名: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怠すること。

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)

コンビュータ・リテラシ-llA
しぱ はら のぷ ゆき

芝原信幸

情報処理 IAの内容をさらに一歩進めた内容となり、各コンビュータソフトウェアを完全に活用

する能力を指うことを目的とする講座である。

授業内容は、各コンピュータソフトウェアの活用事例の学習を中心としたものであるが、できれ

ばホームページ作成等にもチャレンジしてみたい。

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。

テキスト名: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:※上記の授業内容から明らかなように、本講は、原則的には、コンピェータリテラシ

一 IAの履修者を主体とした講座であるが、各自の経験により 、後期からの参加も

可能である。

※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)
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コンピュータ・リテラシー 1B・C・G.H
ひ お曹古曹 お

日置咲夫

「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

の目標とします。

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。

テキス卜名:開踊時に指示します。簡易製本(ユニポストにて販売)

コンピュータ・リテラシ-HB・C・G.H ひ おきさ曹 お

日置咲夫

「エクセルJの貼り付け関数の使い方、表のグラフ化を例題等演習で学習します。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貼り付け関数を正確に

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が学期末の実技試験により判断し判定します。

テキスト名: r工クセル演習j、実数出版
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コンピュータ・リテラシー1D.E.K.L よし なが こう すけ

吉永耕介

現代は IT社会といわれており、われわれの生活の中に情報機器を介したコミュニケーションが

一層急速化・一般化している。本講義では、コンビュータの基本的な操作や基礎的な情報活用能力

を身につけることを目的とする。講義形式で理論を説明し、ぞれに基づいた演習問題を各自が実際

に行い、自ら学ぶカを養う。対象はパソコン初心者の学生とする。講義内容予定は、以下の通りで

ある。1.Windowsの構造とファイル操作 2.WordとExcel 3.情報倫理と電子メール 4.インタ

ーネットと情報検索 5.ホームページ作成 6.プレゼンテーション(パワーポイント)

評価方法:出席状況とレポートによる評価。

テキス卜名:オリジナルテキス卜使用

注意事項:実習もおこなうので、毎回必ず出席すること

コンピュータ・リテラシ-llO.E.K.L よし なが こう すけ

吉永耕介

本講義では、コンピュータ・リテラシー Iで学習した事項の浬解をさらに深めると共に、応用ソ

フトを活用して、問題解析能力を習得することを目的とする。パソコンに関する知識が初級程度で

ある学生を対象としており、コンビュータ・リテラシー Iを履修済みであることが望ましい。学智

ソフトは、表計算ソフトExcel、統計分析ソフトSPSS、プログラミングソフトVisualBasicを使

用する。講義内容予定は、以下の通りである、1.データ分析・グラフ作成 2.需要予測・回帰分析

3.分散分析 4.データベース

評価方法:出席状況とレポートによる評価

テキスト名:オリジナルテキスト使用

注意事項:実習もあるので、毎回必ず出席すること
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コンビューター・リテラシー 1F 
しぱ はら の1)¥ ゆき

芝原信幸

三 つ直
1-4年
前一一扇

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)を使用しての授業となる。また、Excel等の、マクロ

を組むための基本となる、Visual Basic(VB)を、基礎知識程度まで授業内容を展開してみたL、
本講座は表計算ソフトに閉じ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、平常の学轡態度、および、出席状況から総合的に評価する。

テキスト名: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 :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)

コンビューター・リテラシ-nF しぼ はら の，S; ゆ曹

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、 visualbasic (特に、VBA: Visual Basic for Applications) と、そのプログラミング

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

って、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、コンピュータリテラシー 1Fの履修者を

主体とした講座である。

※パソコンω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)

-663-



コンビューター・リテラシ-1卜J

情報技術を使いこなす

怠かやま み曹 お

中山幹夫

コンビュータ・リテラシーとは、コンピュータとネットワークをコミュニケーションの道具とし

て活用するカである。柔軟な発想で使いこなし、トラブルがあっても独力で乗り切る力が必要である。

本講義では、コンビュータとネットワークを各自のコンテンツの表現手段として活用するために、

情報の収集と判断、課題解決、コンビュータ独特の文書作成のコツや情報整理摘を学ぶ。また学内

のLAN環境を活かしてイントラネット活用の実践カを習得する。内容は次の通り。

1.コンピュータの基本 2.Windowsの構造 3.ネットワークとLAN環境の活用

4.電子メール 5.インターネット 6.Wordで学ぶアプリケーションソフト

7.Excelと統計処理

評価方法:出席状況および各テーマでの課題レポートにより総合的に評価する。

テキスト名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

.島雄二『初心者のためのコンビュータリテラシー』共立出版

島望『かんたん図解 Windows2000J技術評論社

和田茂夫『メールのルール』オーエス出版

注意事項:コンピュータの使用経験を前提としていないため、受講に際して予備知識は必要ない。

実習室使用の都合で受講希望者多数の場合は制限あり(初回授業にて抽選)

コンビューター・リテラシ-III.J

情報発信力の強化

なかやま みき お

中山幹夫
2 単位
τ=互主主
盃二亙

情報技術の活用により、広範囲な情報発信と効果的で多彩な自己表現が可能になる。本講義では

コンビュータ活用力の向上において、特に情報発信カを高めることに主眼を置く 。そのために、プ

レゼンテーションソフトを単にツールとしてではなく、効果的なプレゼンテーション資料の作成の

基本や発表の仕方を通して学ぶ。情報発信手段としてのホームページ作成においては、著作権や情

報倫理を学びつつ、表現内容を重視して全員が自分のコンテンツでそれぞれ異なるホームページを

作成する。HP作成ツールとしては基本である HTMLと応用ソフトを習得する。内容は次の通り。

1.Power Pointによるプレゼンテーション 2.HTMLによるホームページの作成と仕組みの理解

3.マルチメディア素材作成 4.ネットワークコンビューティング 5.ホームページピルダー

評価方法:出席状況および各テーマでの課題レポートにより総合的に評価する。

テキス卜名:随時プリントを配るので特に指定しない。参考図書は以下。

田中亘『できるPowerPoint 2000Jインプレス

川名和子『はじめて作るホームページHTML編』妓術評論社

広野忠敏『できるホームページビルダー2∞uインプレス

注意事項: rコンビュータリテラシー 1Jの事前受講が望ましい (WordとFile，Folder菅理を習

得済)実習室使用の都合で受講希望者多数の場合は制限あり(初回授業にて抽選)
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身体運動文化論
とみ まつ曹ょう いち

冨柏京

身体性と文化

身体は自然の一部としてヒトと文化を結ぶ座であるといわれています。ヒトの持つ身体的特性、

即ち、身体性の究極の文化の一つがスポーツではないかと考えているのです。また、現代社会で指

摘されている身体性の欠落の反比例がスポーツの今日的隆盛につながっているのではないかとも考

えているのです。

本講義は、身体各部位の持つ格言、諺を手がかりに身体性と文化の関係についてみます。あるい

は人の振る舞い、作法、呼吸、姿勢などの身体所作、さらに、基本的運動である歩行、走、跳、等

の身体性と文化について考えます。また、時には身体性確認のために自らの身体を動かしながらと

いう実践も交えた授業です。

評価方法:出席重視。レポート提出多数あり。両者による総合評価。

テキスト名:ハンドアウトしたものをテキス卜として使用。あるいは綬鎌内で指示。

健康科学論 A

身体運動と生活習慣病

B 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の標患率を高めていると言われている。こ

の運動不足と深〈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，身体運動がもたらす効果について理解を深め，日

常生活での運動の生かし方を学ぶことを目的としている。

講義内容

1.生活習慣病(がん，動脈硬化，心臓病，繍尿病，肥満)

2.身体運動が身体機能にもたらす効果

3.身体運動の生活習慣病に対する効果

4.運動不足の筈

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。

注意事項 :受講希望者が150名を越える場合には人数制限を行う。
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体育・スポーツ(バスケットボール)A. B 

スポーツ(バスケットボール)を楽しむ

続長藩桑
三皇丘
1-4年

前期・後期

自らが積極的にスポーツに取り組み、体を動かすことの楽しさを体感する。授業は初心者・初級

者の基本的技術習得を中心に行うが、ゲームを通じての実践的な技術向上を目指すためにも早い段

階からゲームを行ってLぺ 。中・上級者は初心者・初級者への援助を率先し助言能力及び技術指導

能力を高める。

-バスケットボールの特性とルールを学び、バスケットボールの楽しさを知る。

.班ごとの練習やゲームを通じてコミュニケーション能力を高める。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。運動技能の良否

は評価の対象にはならない。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:バスケッ トボールシューズ(室内シューズ)及ぴ運動にふさわしい服装を用意するこ

と。施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限をすることがある。また男

女別の人数設定を行う場合もある。

体育・スポーツ(卓球)A. B 

卓球を楽しむ

アラスターホランド

ALASTAIR HOLLAND 

スポーツはコミュニケーション手段として最良の方法である。楽しむために自己の技術アップを

はかり 、シングルス、ダブルスのゲームを通してクラスのコミュニケーションの向上を試みる。尚、

インストラクションは英語で行われる。

評価方法:授業への取り組み方、出席重視。ドリルチェック。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトあり。 VTR。

注意事項 :用具は大学で用意。体育館シューズ、運動できる服装。



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 ゅ曹

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

しさと奥深きを学ぶ。

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。

テキス卜名:雨天時においての講援では、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(フライングディスク)A.B 

フライングディスクスポーツ入門

いちのせ よし ゆき

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いう)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ぴディスクスポーツ 00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。

テキスト名:雨天時においての講畿では、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 
よし だ

吉田
あっし

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、翌年にソフトポ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、幅広い層の人遣が楽しくプレー

できるスポーツとして、発展してきました。この授業では、ソフトボールの技術(投げる、捕球す

る、打つ)を主体的に学習し f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。1.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)

テキス卜名: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、テキストは特にありません。

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ー等を用意して下さい。

体育・スポーツ(バドミントン)A. B 

スポーツ(バドミントン)を楽しむ

たか ほし ただ ひろ

高橋禎宏

バドミントンというスポーツを還して、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、ゲームを主体にして基礎技能を高める。

①バドミントンの特性とルールを学び、バドミントンの楽しさを知る。

②生涯スポーツに関われるように余暇享受能力を高める。

③仲間とともにスポーツを行う楽しさを知る。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3. レポート

テキスト名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:バドミントンシューズ(室内シューズ)及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及ぴ授業内容を充実させるため、人数制限することもある。
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体育・スポーツ(テニス)A. B IALAsrAiR Hbr凶Nb

テニスを楽しむ

テニスのプレイを楽しむことのできるストローク、ボレー、サーブの基本技術をマスターし、ダ

プルスのゲームを楽しめるようにする。 60分前後の運動量は健康維持の目安になる。また学生生活

の充実プログラムとしておすすめする。尚、インストラクションは英語で行われる。

評価方法:授業への取り組み方、出席重視。ドリルチェック。まとめのレポートによる評価。

テキスト名 :VTR

注意事項:用具は大学で用意。テニスシューズは各自で用意。

体育・スポーツ(テニス) C ど い ひろのぷ

土井浩信

生涯スポーツとしてのテニス

この授業は、初心者初級者を中心にして行う。したがってテニスの中・上級者の受講は控えて頂

きたい。

スポーツを自ら積極的に楽しむと共に、そのスポーツの楽しみに自分がどれだけ寄与出来るのか

という、スポーツ本来の目的に対する板本的な素養をテニスを通して学習していく。テニスの基礎

的な技能の習得をめざしつつも、常に他者に対する視点を重視して学習を展開していこうと考えて

いる。

評価方法:授業への積極的な取り組み、および出席を重視して評価会行う。必要に応じてレポー

トを課す場合もある。課題に対する理解度を見ていくが、テニスの技能に関しての評

価は行わない。

テキス卜名: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。こうした点

は受講態度としての評価の対象になる。

学習効率の関係で、受講人数を却名以内とする。希望者が定員を超える場合は抽選を行う。
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体育・スポーツ(カヌー)

カヌーを楽しむ

とみ まつ 曹ょう いち

富裕京
2 車直
1-4年
前一一扇

カヌーを自由に操作する技術を習得し房総の海や河川を体感する。カヌーは、私たちをより自然

に近づけてくれる。そこで、この授業では、単にカヌーの技術習得だけでなく自然環境の現実を認

識する場とする。

評価方法:実践への取り組み、出席重視。まとめのレポートによる評価。

テキスト名:ハンドアウトテキス卜使用

注意事項:平常授業と夏期期間の集中合宿による授業です。実習費実費。

体育・スポーツ(オリエンテーリング&登山)
とみ まっきょう いち

冨袷京

秋の山野を楽しく歩く

登山の基本要素である「地図読みJr歩き方」などを地図とコンパスゲームであるオリエンテー

リングをすることによって学び、その技術を登山に応用する。更に、 一泊を要する山を遺ぴ「登山

計画Jに基づいて山行を実施する。

評価方法:実践への取り組み、出席重視。まとめのレポートによる評価。

テキス卜名:ハンドアウトあり

注意事項:土日、祝祭日の利用あり。実習費実費。
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体育・スポーツ(スターパダイビング) 持品藩桑

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行われ、そのスポーツを通じて様々

な環境について考えていこうとするものである 0

.cカード取得講習

「安全潜水の基本Jr潜水知識Jr潜水マナーJr潜水技術Jの実践学習0

.自然環境理解

スクーパダイビングを通じて自然の大切さ、素晴らしさを体感し、自然との関わりについて考える0

.生活環境理解

宿泊を伴う実習を通じてコミュニケーション能力を高めるとともに人々との関わりについて考える。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合評価する。

テキスト名 :Cカード取得講習用教材、実施要項及びフリントを配布する。

注意事項:前期平常授業と夏期休暇中を利用しての授業であり、宿泊形態をとるため別途費用が

必要となる。また授業内容の充実と安全性を考え受講人数を制限することがある。

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 ゅ曹

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

f東京湾から太平洋へJ海に囲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。

守テキス卜名:実施要項忍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。
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体育・スポーツ(フィッ卜ネス)A. B 

運動と健康

いちの せ よし ゆき

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

適して体力の評価、運動処方等を学び、健康の維持・糟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(からだ気づき)

「体力の評価Jr身体運動がもたらす効果Jr運動処方j等の理論学習

評価方法:授業への積板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:随時プリントを配布する。

注意事項:運動着と逮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(スキー) 持品議柔

ブリティッシユ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

頂から下まで降りることを目指す。(滑走距際:2000m) 

-技術に応じて班編成を行い、技術力向上を図るとともにコミュニケーション能力を高める 0

.スキーというスポーツを通して自然の素晴らしさや自然との関わりについて考える。

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:実施要項及び必要に応じてプリントを配布する。

注意事項後期平常授業と春休みを利用しての授業であり宿泊形態をとるため別途費用が必要と

なる。また、授業内容を充実させるため人数制限をすることがあり希望者が多い場合

には抽選となる。
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体育・スポーツ(ゴルフ)
ど い ひろのぷ

土井浩信

生涯スポーツとしてのゴルフ

ゴルフの実技学習を遜して、その特有のスポーツ文化に援し、スポーツの実践や見る視点を学ぶ

と共に、自分自身の身体との対話能力を高めてL、く 。

O体育スポーツ的プログラム

ゴルフの基礎技能の修得。 ゴルフの練習方法の学習。

ゴルフに関連したスポーツ文化の学習

ゴルフのルールとマナーに関する思想的な背景の学習。

評価方法:学習態度、出席点、学習目標達成度に応じた総合的な評価を行う。

テキス卜名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項 :0この授業は、大学のグランド(雨天時は体育館)を使って特殊な練習用器材を使つ

て行うものである。ゴルフ専用の練習場(打球場)やゴルフコースに出て行う授業

ではなL、。あくまでも、ゴルフ入門的なレベルで開講ずる授業であるから、ゴルフ

経験者の受講は控えて頂きたい。

0ターゲットバードゴルフなど、ゴルフ的スポーツの紹介も行う。こうした競技的な

種目と講義を通して、ゴルフ競技への理解を深めていく。

0授業の特性から、受講人数を20名以内とする。希望者が多い場合は抽選を行う。

体育・スポーツ(ウオーク&ラン)A . B よし だ

吉田
a;~七九

敦

f走っている時、何を考えていますか?J。私が現役時代によく他の入から質問された言葉であ

り、一流のランナーにもよくインタピュアーが質問する言葉です。このさいはっきりと答えておき

ましょう。調子のいい時は「どこでスパートしょうかなJであり、惑い時は『苦しい。でもゴール

まではがんばれJと考えていました。一流のランナーもあまりかわらないと思います。，しかし、

「人はなぜ走るのですか?J、この言葉に対する答えはいまだに見つかっていません。受講者皆さん

と一緒に考えたいと思ってます。きて、「歩くことJと「走ることJは人聞の f自然的J行為だと

思われがちですが、この二つの行為は「文化的Jでもあるのです。この授業では、この二つの行為

を実践するだけでなく1、講義の中で生理的、歴史的(競技史的)、文化的に考察することを目的と

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。1.出席状況 (3分の2以上)、 2.授業での

実践(わかる、できる)、 3.授業についてのレポート

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

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。ジョギングシューズ及びウォーキングシューズ等、走ることのできるシュー

ズを用意して下さい。
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体育スポーツ(筋力トレーニング基礎)A.B 

自分の身体を知る

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

トレーニングやダイエットの知識は、メディア等のあらゆる情報から得ることができる。しかし、

現実は知識の認識不足や誤ったトレーニングにより、効果が得られないケースも見られる。

そこで本講義では、筋力トレーニングの基礎知識を学び、自分にあったトレーニングプログラム

を作成し、実践による身体変化や自分の身体の見直しをはかることを目的とする。

評価方法:1. 出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3. レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:室内シューズ及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、受講人数を20名とし、希望者が多い

場合は抽選とする。

体育・スポーツ(バレーボール)A. B 

スポーツ(バレーボール)を楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

fスポーツを楽しむJをキーワードに受講者がスポーツを楽しむことを前提に授業を展開する。

そして、楽しむという過程の中で、自らが積極的に授業に取り組み、友人とのコミュニケーション

能力を高め、生涯スポーツに関われるように余暇享受能力を高める。

授業はゲームを主体とし、基礎技術を高めると同時にバレーポールの特性とルールを学ぴ、バレー

ポールの楽しさを知る。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3. レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:バレーボールシューズ(室内シューズ)及び運動にふさわしい服装で受講すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。
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体育・スポーツ(インデイアカ)A. B 

ニユースポーツを楽しむ

たか はし ただ ひろ

高橋禎宏

インディアカとはバドミントンコートでネットを挟んで行い、羽根付きボールを用いたニュース
ポーツである。ゲームはバレーボールのルールに準じて、 1チーム4人で行う。 本授業はスポー

ツの楽しさを体感ずるとともに、友人とのコミュニケーション能力を高め、生涯にわたってスポー

ツや運動に関われるように余暇享受能力を高めることを目的とする。授業は主にゲームを中心とし、

ゲームの中で基礎技術を身につけ、 1レーJレ等を理解してもらう。

評価方法:1.出席状況 (3分の2以上)

2.授業への積極的な取り組み

3.レポート

テキス卜名:必要に応じ、プリントを配布する。

注意事項:室内シューズ及び運動にふさわしい服装を着用すること。

又、施設や用具及び授業内容を充実させるため、人数制限することもある。

体育・スポーツ(実践救急法)A. B むら の 曹よ み

村野清美

本講義ではスポーツ中に起こり得る外傷及ぴ障害の必要性について理解し、その処置法を実践で

きる能力を養うことを目指します。

内容 . RICE処置法

-包帯法

・固定法

・心配蘇生法

-テーピング法

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、レポートを総合的に評価する。

'テキス卜名:未定

注意事項:運動のできる服装が望ましし、。また施設及び授業内容を充実させるため受講人数を20
-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(ダイエッ卜工クササイズ)A.B 

スポーツと栄餐を考える

むら の 曹よ み

村野清美

健康的な生活を送るために必要な「スポーツと栄養j はダイエットを行う上でもとても重要なも

のです。これらの正しい知識を理解して行わなければ自分の体を痛めつけることにもなりかねませ

ん。本講義ではスポーツと栄養の関わりを理解し、自分自身の健康菅理を考える能力を養うことを

目指します。

. 1日の活動と食事内容についての調査を行い、その結果をもとに食事改善を進めていく 。

-各週ごとに様々な実技を行い、活動強度による消費カロリーなどの違いを知り、自分に合う運

動を見つけ出していく

評価方法:出席点を重視し、授業への参加態度、課題提出、レポートを総合的に評価する。

テキスト名:必要に応じてプリントを配布する。

注意事項:実技を行う際には種目ごと運動にふさわしい服装及ぴシューズを用意すること。また

授業の充実を考え受講人数を20-30名に制限し人数が多い場合には抽選とする。

体育・スポーツ(ティームビルドゲームズ)A.B
唖=.... _ ~ = L_' I E 単位

ALASTAIR HOL凶NblJJそftE

ゲームを通してチームワークやコミュニケーションスキルを上達させる。

ゲームの持つ様々な特性を用いて、チームワークやコミュニケーションがゲームの結果をどう左

右するのか、実践しながら考察する。尚、インストラクションで使用される言語は英語です。

評価方法:活動への参加意欲、出席重視。それぞれの課題レポート。

テキス卜名:ハンドアウトあり。

注意事項:運動できる服装。指示に注意。



3.研究科目

1 )地場研究科目

地域研究入門 A . B 伊藤友美他

ラテンアメリカおよび東南アジアの「地場j理解を目指して

外国語学部で、ある特定の言語に習熟することは、その言語を用いる社会との密接な関わりを築

く豊かな可能性を秘めている。しかし、独特の倒性を持った「地域Jについての理解は、単に言語
操作の技術と海外旅行のみによって、可能になるとは限らない。「地域J理解に迫るためには、当該

社会の言語の他に、臨地調査(フィールドワーク)、そして社会学、人類学、歴史学、政治学、経

済学といった学問的専門分野(ディシプリン)が、重要な視点と方法を提示してくれる。本講義で

は、オムニバス形式によっーて、ラテンアメリカおよび東南アジア地域に関して、様々なディシプリ

ンを用いて研究している教員が、毎回、交替で講義を行う。ただし、本講義は、様々な国の珍しい

文化や習慣を単に面白おかしく紹介することを目的とするものではなく、特定の「地域Jを理解する

うえで必要なアプローチを学ぶことを目的としている点に、十分、注意する必要がある。

評価方法:各回のリアクション・ペーパーと、学期末試験を総合評価する。

テキスト名:各国の講議担当者が関連文献を指示するので、受講生は学期末試臨までに自分で読ん

でおく必要がある。

東南アジア研究入門 I
エー チャン

AYE CHAN 

大陸部東南アジア

東南アジアには「アセアンJの名前で日本にも身近な存在となってきたが、民族、宗教、 言語、

文化的にじつに多様な地域である。またインド洋と大平洋の中間に位置するため、いつの時代にも

外部からの影響にさらされ、各地との交易やさまざまな文化と宗教の度出会いの場となってきた。
こうしたことから文化的、宗教的、 言語的に統ーされた存在とはならなかったものの、コメが主食

であり、農業が現在も経済の主力なっているなど、社会構造には共通する面が多く、過去の歴史と

現在の政治にも似通った点が多い。講義では、タイ、ミャンマー(ピルマ)<、ベトナム、カンボジ

ア、ラオスから成る大陸部東南アジアについて、地域の形成を歴史的に概説する。使用言語は日本

語と英語。

テキス卜名:石井米銭・筏井曲第雄編「東南アジア史 I・大陸部J(山川出版社)

注意事項:東南アジア研究入門Hとあわせて受講することがのぞましい。
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東南アジア研究入門 E
工ー チャン

AYE CHAN 

島眼部東南アジア

東南アジア研究入門 Iと同じテーマを、島候部のインドネシア、マレーシア、シンガポール、フ

ィリピン、プルネイについて概説する。使用言語は日本語と英語。

テキスト名:池錨雪浦編 『東南アジア史E・島棋部J(山川出版社)

注意事項:東南アジア研究 Iとあわせて受講することがのぞましL、

東南アジア史
エー チャン

AYE CHAN 

東南アジアの近代:政治・社会経済史

主一車一在
1-4年
前期

近代ヨーロッパによる樋民地支配は東南アジアに重大な経済的、社会的変化をもたらし、この地

械はこれまで以上に外の世界の影響を受けるようになった。西欧の資本と技術、近代的な行政組踊

と司法制度、それに西欧的個人主義の導入などによって、中世世界は一掃され、伝統的権威や価値

体系、家族と村落の結束力はゆらいだ。講義では、橋民地時代の東南アジアにおける植民地支配者

と植民地住民との間のアイデンティティの形成・発展、独立闘争、国家建設の諸問題について政

治・社会経済史的に比較検討する。使用言語は日本語と英語。

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:D.R. Sardesai "Southeast Asia:Past and Present". 

Colorado. West View Press. 1997 

D.J. Steinberg (ed) "In Search of Southeast Asia" 

University of Hawaii Press. 1987 

注意事項:東南アジア研究入門 I・IIを受講したあとに、この講義に進むのがのぞましL、。
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東南アジア史 E

20世紀の東南アジア:社会思想史

エー チャン

AYE CHAN 
2 ~吾E
1 -4~事
後期

西欧の支配はこれに反する革命運動を東南アジア各地によぴおこし、これらの運動は第二次大戦

後の国家独立へと発展していった。運動の先駆者として20世紀はじめに登場した知識階級は、西欧

と自国双方の学問に関心をもち、民族主義的な情熱にかられた知的運動を展開した。運動自体は文

学的なものだったか、これらの知識人は社会変革の方向づけをするうえで重要な役割を果たしたと

いうのが通説となっている。彼らは海外からの知識を求めただけでなく、自国の伝統の再生もめざ

した。そしてナショナリズム、自由主義、社会主義といった西欧の思想を広めた。のちの世代にこ

の地域の将来の新国家形成の青写真を用意した、東南アジア啓蒙運動の主要な流れを紹介するとと

もに、それらの理想が独立後、どのように変容していったかを見る。使用言語は日本語と英語。

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:プリント配布、必要に応じて書籍などを指示する

注意事項:東南アジア研究入門 I・11と東南アジア史 Iを受講したあとに、この講義に進むのが

のぞましい。

東南アジアの宗教と文化 IA
工ー チャン

AYE CHAN 

仏教と社会

仏教は大陸部東南アジアに伝来以来、土着の伝統のみならず外来の諸文化とも相互に影響し合っ

て、人々の生活、社会、政治の形成に大きな役割を果たしてきた。今日、タイ、ミャンマー(ピル

マ)、ラオス、カンボジアで9割近い人々が信じている上座部仏教は、宗教のかたちをとっている

が内実は世俗的なヒューマニズムと等しいものだとする欧米の学者もいる。講義では、東南アジア

における仏教の歴史的展開を、仏教が重要な役割を果たした政治闘争や社会変動に焦点を当てなが

ら、学際的に考察していく。使用言語は日本語と英語。

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て総合的に判断。

，テキス卜名:教科書は未定

注意事項:東南アジアの宗教と文化11とあわせて受講することがのぞましい。
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東南アジアの宗教と文化 llA

イスラム教と社会

エー チャン

AYE CHAN 
2 車一面
Tτ互草
後期

東南アジア島娯部のイスラム化は概ね、ジハード(聖戦)ではなく平和的な手段によ、って敏速に

行なわれた。インドネシア人とマレーシア人にとって、イスラム教は現代において最も強力な求心

力となっていることは疑いない。東南アジアのイスラム教徒は中東の諸宗派の影響を強く受けなが

らも、ネオ近代主義と呼ばれる新しいイスラム宗派を発展させてきた。このように多くの社会慣習

に関してイスラム教正統派とは異なる教義を展開してきたことが、東南アジアにおける現代イスラ

ム国家の形成に重要な影響をおよぼした。講義では、今日のインドネシアとマレーシアに見られる

人種、民族、ジェンダーをめぐる複雑な対応がどのようにして生まれてきたのかを探る。使用言語

は日本語と英語。

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て総合的に評価する。

テキス卜名:教科書未定

注意事項:東南アジアの宗教と文化 Iとあわせて受講することがのぞましい。

東南アジアの宗教と文化 llB
みな がわ こう いち

皆川厚

東南アジアの宗教と芸能

2 単位
T二互草
後期

東南アジア諸民族の宗教の信仰形態とその芸能との関わりを考察する。その代表的な例としてイ

ンドネシアの諸宗教(イスラム，キリスト，ヒンドゥ，仏教)と慣習の中の信仰(祖先崇拝，自然

崇拝，精霊信仰)の相互共存関係を芸能を座標軸として読み解いていく。現地収録の映像・音響資

料を教材として使用し，更に本学所蔵のガムラン楽器を適宜使いながら，楽器や音楽形式の宗教性

についても解説する。

評価方法:筆記試験。出欠席を考慮する。

テキス卜名:皆JII厚-rガムランを楽しもうj音楽指導ハンドブック20(音楽之友社)

注意事項:吉田被吾監修「神々の島パリ~パリ=ヒンドゥの儀礼と芸能J(春秋社)
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東南アジア社会論 I
いわ い みさき

岩井美佐紀

本講義では、東南アジアの基本的な社会的特質と近代化に伴う社会変動について理解することを

目標とする。まずは、東南アジアの社会的特質として生態的・歴史的条件から始め、多民族構成ゆ

えのエスニシティ、居住形態や相続などに見られる家族・親族システム、西欧植民地支配によって

形成された複合社会の態様などを概観する。

また、近代化に伴う社会変動としては、「縁の革命Jなど新しい農業技術の導入や都市化による

稲作農村社会の変容、都市への急速な人口集中が引き起こした社会的矛盾について概観する。

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。

テキスト名:未定。

注意事項:東南アジア社会論 Iと11を続けて履修することが望ましい。

東南アジア社会論 E

タイトな社会とルースな社会

いわ い みさき

岩井美佐紀

2 車て直
Tτ互写
福一一扇

一般的に、東南アジアの農村社会は、疎人口世界であるといわれる。タイ語で「ハーナーデイ J

(良田を求めて移動する)といわれるように、東南アジアではフロンティアを求めて、農民が自由

にかつ積極的に移住し、耕地を鉱大してきた。その一方で、中東部ジャワやベトナム紅河デルタの

ように極めて人口調密な定住社会を形成している農村地械も存在する。このような社会形成は、歴

史的にその社会関係のあり方に強い影響を与えている。 ，

本講義では、疎人口で移動性の高い農村社会を r，レースj な社会とし、人口調密で凝集力の強い

農村社会を「タイトJな社会と位置づけ、両者の社会構造の違いを、幾つかの指標に基づいて考察

する。ケーススタディとして、ベトナムの南部メコンデルタ農村と北部紅河デルタ農村を取り上げ、

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

がら解説する。

さらに、このような2つの相対的な社会構造をもっ東南アジア農村社会について言及された幾つ

かの先行研究を紹介し、これまでどのような議論がなされ、問題が提起きれてきたのか、それによ

ってどのような論争が展開されてきたのかについても検討する。

評価方法:平常の学習態度(出席・ビデオ鑑賞後のペーパー援出)および期末の試験によって評

価する。

注意事項:東南アジア社会論 Iと11を続けて履修することが望ましい。

- 681-



東南アジア政治経済論 I
なが い

永井
引
山
色
ロ

L
P
Z

，
 開発の時代から民主化の時代へ

1990年代前半まで世界から f奇跡Jと注目されていた東南アジア諸国のめざましい経済成長は、

97年の通貨・経済危機で急プレーキがかかった。危機はそれまでの高度成長を支えてきた政治・経

済体制の見直しをせまる転機となり、インドネシアでは32年におよんだスハルト政権が崩捜した。

その後、各国経済は回復基調に乗ったかにみえたが、米国の景気後退でふたたび失速気味となって

いる。政治は、これまでの経済開発最優先の権威主義的体制から民主化の模索期に入ったものの、

まだ混乱がつづいている。東南アジアはどこに向かおうとしているのかを、歴史的な歩みを振り返

るなかで展望してみると同時に、ぞれと不可分な日本とこの地域との関係も考え直してみたい。

評価方法:期末の試験 ・レポートを中心にその他の要素も加味する。

テキスト名:テキストは特になし。参考書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 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。

東南アジア政治経済論 E 永井 叫浩
2 単位
1-4年

筆一一塑

新しい発展モデルをもとめて

通貨・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。これまでの経済開

発至上主義のなかで二の次とされきた人権・民主化の尊重や環境保護への取り組みなしには真の発

展はありえないという認識とともに、国家と社会の関係を問い直そうとする動きが各国で強まって

きている。その取り組み方は国や社会階層によって違いがあり、民意はまだ十分に組織化されてい

ないものの、新しい発展モデルの模索がさまざまなかたちで始まっていることは間違いない。タイ、

インドネシア、フィリピン、ミャzンマー(ピルマ)の動きを中心に、「開発J(deve!opment) とは

何かを閑い直したい。また、日本がこうした潮流にどう対応すべきかを考えてみる。

評価方法:期末のレポートを中心にその他の要素も加味する。

テキスト名:テキス卜は特になし。参考書は綬業中に適宜紹介する。

注意事項:r東南アジア政治経済論 1Jを受講してから日IJに進むのがのぞましい。
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ラテンアメリカ研究入門 I

ラテンアメリカ総合研究

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

ラテンアメリカは33の独立国と 11の非独立領土からなる地域で、先住民インディヘナとヨーロッ

パ系白人、アフリカ系黒人などの混血からなる融合文化社会である。より専門的なラテンアメリカ

研究に発展させるため以下の内容でラテンアメリカ地域に多面的にアプローチをかけ、ビデオを多

用し、解説を加えながら授業を進める。

(1 ) ラテンアメリカ地域の多様性と共通性

(2) 歴史発展一独立の思想背景、国民国家の形成、近代化の過程。

(3) 社会構造ーインドアメリカ(先住民社会)、メスティソアメリカ(混血社会)、アフロアメリ

カ、ユーロアメリカ、都市化と都市問題、農村部と都市部、インディヘニスモ運動。

(4) 政治文化ーカウディリスモ、ポプリスモ、軍政。

(5) 経済発展一一次産品輸出経済の発展と近代化、中心国・周辺国の経済構造(従属論)、経済

統合。

(6) 亜地域研究ーメキシコ、カリプ海域、中央アメリカ地域、アンデス地域、ラプラタ地域。

評価方法:課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況など平常点 (30%) を総合して成績評価する。

テキス卜名:毎授業時にプリントを配付する。適宜、参考図寄文献を紹介する。

ラテンアメリ力研究入門 E

日本とラテンアメリカの関係

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

戦前における日本とラテンアメリカの関係はメキシコ、ペルー、ブラジルへの f中南米移住j の

歴史であった。戦後はボリビア、パラグアイ、アルゼンチン、ブラジルとの「移住協定Jを通じて

多くの日本人が移住したが、日本のいかなる海外移住政策の下に、中南米諸国のいかなる産業促進

政策の下に中南米移住が実施され、ラテンアメリカ諸国の経済発展に日本人移住者がどのように関

わり、L哨るにして日系社会が形成され、またODAなど今日的な国際協力関係など、日本と中南米諸

国の総合的関係について学ぶ。授業はビデオを多用し、解説を加えながら以下の内容にそって進める。

(1) 16・17世紀の日本=メキシコ=スペインの関係(南蛮時代)

(2) 近代日本とメキシコーメキシコ金星観測隊の来日、 f日墨修好通商条約Jと「条約改正J、榎

本武揚メキシコ殖民団。

(3) 近代日本とラテンアメリカー中南米移住、日系社会の形成。

(4) 日系企業とラテンアメリカーグローバル化と日系進出企業。

(5) 現代の日本とラテンアメリカー協力関係 (ODA)、文化交涜。

評価方法 :課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況などの平常点 (30%) を総合して成績評価する。

テキス卜名:毎授業時にプリントを配付する。適宜、参考図書文献を紹介する。
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ラテンアメ リカ史概論 I

ラテンアメリカの古代文朗

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎
三三亘亙
1-4年
前期

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、独立国家時代に時代区分され

るが、前期は、コロンブスが新大陸に到達する以前のアメリカ大陸古代文明を中心に、ビデオを多

用して解説を加えながら授業を進める。ラテンアメリカ地域の古代文明の特徴および文化要素につ

いて理解を深めることを目標とする。

(1) ラテンアメリカの諸相一地勢と自然環境、共通性と多様性、人種構成、社会と文化。

(2) ラテンアメリカの歴史発展ー先スペイン時代、植民地時代、独立国家時代、現代ラテンアメリカ。

(3) アメリカ古代文明一①メソアメリカ文明(オルメカ文化、テオティワカン文化、アステカ文

化、マヤ文明)。

②アンデス文明(プレ・インカ、インカ文明)。

評価方法:課題レポート (40%)、サプノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況などの平常点 (30%) を総合して成績評価する。

テキス・卜名:毎授業時にプリントを配付する。参考図書文献は随時、紹介する。

ラテンアメリカ史概論 E

ラテンアメリカの植民地時代、独立から現代

ゃぎ ぬま こういちろう

柳沼孝一郎

三 つ匝
1-4年
優一一扇

メソアメリカおよびアンデス古代文明社会は大航海時代がもたらした新旧両世界の衝突によって

崩壊した。後期では fスペイン植民地時代Jおよび「独立国家時代Jを中心に、以下の内容でビデ

オを鑑賞しながら学ぶ。スペイン領アメリカの形成過程および独立から近代国家の建設など、近現

代のラテンアメリカの歴史変遷について理解を深めることを到達目標とする。

(1) 征服の時代一大航海時代と新旧世界の衝突、征服過程。

(2) 構民地時代一植民地統治機構、植民地経済、植民地社会。

(3) 独立国家時代ースペイン絶対王政からの解放、独立運動の背景と過程(イダルゴ、ボリーパ

ル、サン・マルティン)。

(4) 近代国家形成の時代一輸出経済の発展、近代化と従属化。

(5) 20世紀のラテンアメリカ一社会変革運動(メキシコ革命)、国民国家とナショナリズム、寧事

政権、米国とラテンアメリカ。

評価方法:課題レポート (40%)、サブノートおよびビデオ鑑賞のミニレポート (30%)、出席状

況などの平常点 (30%) を総合して成績評価する。

毎授業時にプリントを配付する。適宜、参考図書文献を紹介する。

注意事項: rラテンアメリカ史概論 1Jを履修済みが望ましし、。
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フ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し将来への展望を持てるよう歴史観を養いつつ現代史を勉強する。

(1) ラテンアメリカの基礎知識と歴史区分、績民時代の歴史

(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) キューパの独立

(6) パナマの独立と運河

(7) メキシコ革命と PRI体制

(8) 輸入代替工業化の時代

(9) 米国とラテンアメリカの国際関係

(10) 国家主導の経済開発と軍事政権の誕生

(11) ラテンアメリカの軍事政権

(12) 対外債務問題。3) 民政移行と民主主義の定着

(14) ラテンアメリカと日本

評価方法:期末試験、出席状況

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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ラテンアメリ力現代史 E
ばやし しんいちろう

小林晋一郎

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、出席状況

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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ファンアメリカ経済論 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。ラテンアメリカ経済の経験が束アジアに適用できないか考えながら国際経済・国際

金融を見る視点やグローパルな思考を養いたい。

(1) 地域の基礎知識

(2) ラテンアメリカの資源

(3) ラテンアメリカの経済発展過程

(4) 1970年代の国際資本移動の変貌とラテンアメリカ

(5) 累積債務問題の発生

(6) 対外債務問題の解決のプロセス

(7) 新債務戦略による対外債務問題の解決

(8) 90年代のラテンアメリカの改事

(9) ラテンアメリカの雇用、貧困、教育

(ω) ラテンアメリカの経済開発と人間開発。1) ラテンアメリカにおける国家と市場

(ロ) メキシコ通貨危機

(13) アルゼンチンとブラジルの経済安定化策

制ブラジル通貨危機

05) 国際金融危機のラテンアメリカ経清への波及

。。 民営化と地域経済統合。7) ラテンアメリカ経済と日本

評価方法:期末試験、出席状況

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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ラテンアメリ力経済論 E

ラテンアメリカ経済論 Iの継続

評価方法:期末試験、出席状況

テキス卜名:開随時、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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中南米政治経済論 I
やす あき 』

子 安昭子

ラテンアメリカ政治経清の歴史と構造を理解する

ラテンアメリカでは今日、経済の自由化、地域統合の推進など積極的かつはなやかな f外への国

際化Jが進んでいる。しかしながらその一方で、圏内的には社会格差や貧困、失業といった諸問題

を抱えている。こうした現代ラテンアメリカの「非対称性Jをどう考えるべきか。また現在のアル

ゼンチンにみられるように、経済グローパル化が進む中で一つの国でおきた経済危機が他国に波及

するスピードも急速に早まっている。本授業ではラテンアメリカが現在直面する諸問題を理解する

ために、まずはラテンアメリカの歴史と構造を理解することから始めたいと思う。とくに1930年代

から80年代が中心となる。講義の主な内容はポピュリズム、輸入代替工業化、軍事政権、債務危機、 '

民主化、貧困と所得格差などである。

評価方法:出席(リアクションペーパー)と学期末試験による総合的評価。

テキスト名:テキス卜は特に使わない。参考図書としては以下の通りである。

国本伊代『概説ラテンアメリカ史J(改訂新版) (新評論、 2∞1年)。

国本伊代・中川文雄編『ラテンアメリカ研究への招待J(新評論、 1997年)。

注意事項:中南米政治経済論 IとHを続けて履修することが望ましい。

中南米政治経済論 E やす あき

子安昭子

現代ラテンアメリカの政治経済問題を理解する

1990年代以前のラテンアメリカがいわゆる f内向きJの経済発展戦略を行っていたのに対し、 90年

代以降は文字通り「外向きJすなわち世界経済に積極的に参加する戦略に転じている。それは米州

自由貿易圏 (FTAA)やメルコスル(南米南部共同市場)などの動きからも明らかである。また政治

面においては民主化が定着するなかで、特に南米諸国では軍事政権時代の人権侵害問題に対する取

り組みがみられる。本授業では「中南米政治経済論lJ(前期)を踏まえ、 90年代以降現在にいたるラ

テンアメリカの政治経済動向を把握し、変化するラテンアメリカ諸国と我々日本の関係が今後どう

あるべきかについて考えていくことにしたい。

評価方法:出席(リアクションペーパー)と学期末試験による総合的評価。

テキス卜名:テキス卜は特に使わない。必要な資料(雑誌記事、論文、新聞記事など)を配布する。

注意事項:中南米政治経済論 Iと11を続けて履修することが望ましい。
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インドネシア研究入門
みな がわ こう いち

皆川厚

インドネシア社会の歴史，政治経済，文化についての基礎的な知識を身につける。多民族国家に

おける伝統的社会と，近代国家としての共和国インドネシアが持つ特徴と問題点を検証する。

評価方法:レポートによる。出欠席を考慮する。

テキス卜名:特に用いず，適宜資料を配布する。

インドネシア総合研究 I
みな がわ こう いち

皆川厚

インドネシアの文化と芸術

インドネシアの文化・芸術に関する総合的研究。特に多民族・多宗教の社会にみるその文化の特

質と問題点について映像・音響資料などを援用しながら，わかりやすく解明してし吋。

評価方法 :レポートによる。出欠席を考慮する。

テキスト名:資料を適宜配布する。

.考・名:綬畿の流れの中で絹介する。
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インドネシア総合研究 E
ふな だ 曹ょう

舟田京 ー子

インドネシアがインドネシアという国家になる以前の古代から中世までのスリウィジャヤ、シャ

イレンドラ、マタラム、マラッカ王固などの王国が栄えた王国時代、ポルトガル、イギリス、オラ

ンダによる約350年間にわたる植民地時代、 3年半の日本軍政時代およびインドネシア独立までの

歴史をマレー語圏(現インドネシア、マレーシア領域)中心に解説する。独立以後の歴史はインド

ネシア総合研究Wで扱う。

評価方法:筆記試験，出欠席を考慮する

テキス卜名:未定

インドネシア総合研究 E
おがさわら けん じ

小笠原健

インドネシア人の思考様式

インドネシア社会を歴史的に見た場合、日本社会や西洋社会とは異なり、土地が政治的・社会

的・経済的な力を撞得するための源とはならなかった。そこでは、人間同士を結びつける社会関係

(人間関係)と、これを支える思考様式が重要な役割jを果たしてきたと考えられる。こうした見地

から本講義では、まず最初に東南アジア地域に広く認められる社会的特徴を考察した後、インドネ

シア社会の代表的種族の思考様式を比較検討する。本講義の目標は、上述の作業を通じて、インド

ネシア社会(ジャワ社会が中心となる)が総体としてもつ精神文化的特徴を描出することにある。

また適宜ビデオを上映することで、同社会の特徴を映像を通じて確認してみたい。

評価方法:レポート提出。
.除

テキスト名:毎回プリントを配布。

注意事項:参考文献については講義時に紹介。
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インドネシア総合研究 N
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

インドネシアの政治・経済・社会

独立以後今日までのインドネシアの政治，経済，社会の変遷について学ぶ。

( 1 ) スカルノ体制下のインドネシア

強立宣言と独立戦争、第3世界外交とバンドン会議、囲内の政治対立(ジャワ島と外島，共産党

と軍，イスラム勢力など)，指導された民主主義、外国企業国営化など民族主義的経済政策と経済

停滞，イリアンジャヤ武力解放，マレーシア対決政策などによる対外緊張

(2) スハルト体制下のインドネシア

9.30事件とスハルトによる新秩序 (Orde8aru)の成立，共産党関係者の大殺裁とスハルト時

代を通じた人権抑圧，東チモール問題、西側諸国、 IMF・世界銀行などの国際機関との協調による

経済発展，国軍と経済テクノクラートによるエリート支配、プリプミ(非華人)企業育成策、ファ

ミリービジネスによる経済侵食と通貨危機、スハルト体制崩媛

(3) スハルト以後のインドネシア

ハピピ，ワヒド、メガワティ各大統領の改革と経済再建

評価方法:出席率、筆記試験

テキス卜名:使用しない

ベトナム研究入門
いわ い みさき

岩井美佐紀

本講義は、ベトナムの歴史、政治、経済、社会、文化について概観し、ベトナムについての基本

的な知識を得るための入門である。ホーチミン、ベトナム戦争、フランス植民地、ベトナム社会主

義、ドイ モイなどなど、幾つかのトピックを盛り込みながら、ベ トナムを総合的に理解することを

目標とする。

以上のようなトピックや概念がベトナム語でどのように表記され、どのように理解されてきたの

かを学ぶために、講義ではしばしばベトナム語の語煮を使用し、解説する。そのため、受講対象者

はベトナム語を少しでも学んだ学生に限定する。

また、主体的に学ぶことを目的とするため、各自が複数回のプレゼンテーションを行い、全体で

討論する形式をとる。

全員以下のテキメトを購入すること。

評価方法 :授業中のプレゼンテーション、討論への参加度および期末レポートを総合的に判断す

る。

テキスト名:桜井由弼雄編『もっと知りたいベトナム』第2版 弘文堂、 1995年。
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ベトナム総合研究 I
おおの みき

大野美紀子

東南アジアの中のベトナム、東アジアの申のベトナム

ベトナムは東南アジア諸国の中で束アジア文化の影響をもっとも大きく受けている。また、圏内

では南北に長い国土・複雑な地形と50以上の民族を擁し、地域・民族ごとに多様な社会・文化が並

存している国である。ベトナムがもっ東南アジアの中の「異質性Jとベトナムの中の「多様性j は、

マジョリティをなすキン(=ベト)族を主体として現在の国民国家ベトナムが形成されていく過程

の中で包摂するに至ったものであるといえよう。本講では、このようなベトナムの文化的多様性・

重層性がどのように形成されていったかをキン族の膨張に焦点を当てその歴史的経緯を踏まえて検

証していく。

評価方法:平常点重視

テキスト名:随時配布

参考文献:桜井由明雄編 『もっと知りたいベトナム』弘文堂 1995年

注意事項:参考文献、あるいは他のベトナム関連書を読んでおいてほしい。また、メディアを通

じてベトナムの時事に関心を持っておいてほしい。

ベトナム総合研究 E

ベトナム社会の f伝統jと I現代化j

おお の み曹こ

大野美紀子
2T在
2-4年
蚕一一扇

90年代より急速な経済発展を遂げたベトナムでは、人々もまた物心両面にわたってその影響を大

きく受けつつある。国内外から涜入する豊富な物資・情報とそれが刺激する消費欲・拝金志向、分

かちあいから競争へと価値観の転換、また都市・農村問、南・中・北部地域聞の経済格差が構大し

ている。本講では、ベトナム人のバイオグラフィーを通じて現在のベトナムで進行している「現代

化Jと他方維持あるいは回帰される f伝統Jを考察し、ベトナム社会一端の理解を試みたい。

評価方法:平常点重視

テキスト名:随時配布

参考文献:坪井善明編『菖らしがわかるアジア読本ヴエ卜ナム』河出書房新社 1995年

注意事項:参考文献、あるいは他のベトナム関連書を読んでおいてほしい。また、メディアを通

じてベトナムの時事に関心を持っておいてほしい。
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ベトナム総合研究 E
えん どう

遠藤 聡

本授業では、現在のベトナムの政治経済を、地域研究の視点および国際関係の文脈から検討する。

社会主義国であるベトナムは、 1986年のドイモイ政策選択により市場経済を導入し、今日の「工業

化・近代化J路線を推進している。こうした現状は、社会主義と市場経済の平存という「二律背反J

と目されるものであるのか、それともベトナム政府が唱える「社会主義への過渡期J、いわば「現

実主義的二元論(もしくは一元論)Jとして説明可能なものであるのか。このような問題提起を、

ポスト冷戦期という時代性、および東南アジア(もしくはASEAN) や「アジア太平洋Jという地域

住から考察するとともに、 fベトナムの視点Jで考えていきたい。

参 考書:竹内観雄編『ベトナムのドイモイの新展開』アジア経清研究所、 1鈎9年

ベトナム総合研究 N
ふる や ひろ

古屋博子

「ベトナムのエスニシティj

54の少数民族を抱えるベトナムは、民核が団結してベトナム戦争を勝ち抜き独立を達成したよう

に、東南アジアでも国民統合が比較的進んだ固とみなされている。しかし、現実には様々な問題に

直面し模索を続けている。ベトナムの民族政策、民族に関わる諸問題、マイノリティと政治、グロ

ーパル化とエスニシティなどの問題を中心に、ベトナムにおける民族と国民統合の問題を検討する。

評価方法:試験7割授業中に作成する小レポート 3割

参考文献:未定
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L竺 イ 研
哩旬

;fL 入 門
い とうとも み

伊藤友美

2 車在
1-4年
優一一扇

観光案内などで目にするタイの料理やきらびやかな寺院は、日本人にとって、「エキゾチックJ

な魅力を感じさせる。その一方で、王室や仏教の伝統、欧米の植民地にならなかったという歴史的

経緯は、日本と共通しているようにも見える。こうした表面的理解が、どれだけ妥当なものである

かを検証するためは、タイ固という一つの「地域Jに分け入ってみなければならない。本講義では、

タイ国を多様な側面から総合的に理解することを目的とする。タイの自然・地理的環境、歴史、社

会、宗教、政治、経済についての基本事項を学ぶことによって、問題関心を養い、さらに文献購読

を通じて、自らの聞いに答えようとする積極的姿勢が求められる。

評価方法:各回の小レポート、小レポートについての口頭報告、学期末レポートを総合的に評価

する。

テキスト名:テキス卜は特に指定しない。受講生は、毎回、指定された文献を霞んで、要約・感想

を記した 1ページ程度の小レポート提出する。

タ イ 総 .0. 
c 研 ~ 

;fL み
美
一

同
友
一

凸
藤
一

い
伊
一

2jis'i 
2-4年
前一一雨

タイ史観論 ' 

通常、私たちが「タイJそして fタイ人Jと呼ぴ習わしているのは、東南アジア大陸部に広がる一定

の国境で固まれた「タイ王国jであり、そのfタイ王国Jの国籍を有する人々であろう。タイの歴史を

紐解いていくと、こうした国民国家としての「タイJが、きわめて新しい概念であることがわかる。

本講義では、前近代におけるタイ族の歴史、今日のタイ王国の地に展開した歴史を概観し、国民国

家としてのタイ王国の成立から20世紀の主要な政治的・社会的変化を中心に論じる。

評価方法:各回の小レポート、小レポートについての口頭報告、学期末レポートを総合的に評価

する。

テキス卜名:テキストは特に指定しない。受講生は、毎回、指定された文献を読んで、要約・感想

を配した 1ページ程度の小レポート提出する。
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タ イ 総 .0. 
I::l 研

哩旬

:tL E 船津鶴代

現代タイ政治・経済論

現代タイの政治・経済の動きや政治改革を理解するためには、 1950年代末に測る開発体制以降の

タイの政治経済学の変遷やその背景の検討が欠かせない。本講義の前半は、官僚組織を重視するタ

イの政治社会制度、そして政治・経済エリートの分析が1960年代から80年代にかけて如何に変化し

てきたか、タイ研究の代表的なテキストをもとに概説する。さらに講義の後半では、 1990年代後半

以降のタイの政治・経済改革について、受講者自身が課題を選定し、新聞や文献をもとに調査・発

表する機会を設ける予定である。

評価方法:出席、授業時間内の発表とレポートをもとに評価を行う。

テキスト名:講義開始時に指定する文献リストによる。

タ イ 総 .0. 
Eヨ 右耳

哩h

:tL 

u-
い とうとも み

伊藤友美

2 !吾E
2 -互主事
福一一雨

タイの宗教・思想・社会

タイ人の知的枠組みにおいて、上座仏教の思想は、多大な影響力をもってきた。上座仏教は、ブ

ッダ以来、長老の教えを忠実に受け継いできたことを誇りとしているが、その教理は時代の変化と

無関係に継承されてきたものではない。とりわけサンガ(僧団)に属さない在家仏教徒大衆は、上座

仏教の思想をもとに、独自の思想を作り上げてきた。本講義では、タイ上座仏教の基本的な社会構

造、 19世紀後半から20世紀初頭における変革、タイ仏教内部の異なる思想・実践体系をもっ集団、

女性仏教徒の運動、仏教とマルクス主義、キリスト教、イスラム教などの異なる思想との対話等か

ら、近現代タイ仏教史を概観する。

評価方法:各国の小レポート、小レポートについての口頭報告、学期末レポー トを総合的に評価

する。

テキスト名:テキス卜は特に指定しない。受講生は、毎回、指定された文献を読んで、要約・感想

を記した 1ページ程度の小レポート提出する。
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タイ総合研究 U

タイ国における民族・エスニシティ

にし もと ょう いち

西本陽
2 .!a吾亙
2-4年
福一一扇

タイ国は「タイ人j によってのみ構成されるのではなく、圏内にはさまざまな民族・エスニック

集団が存在する。また現在の民族・エスニック状況は、タイ政府主導による国民国家建設の過程と

密接な関係をもちながら、歴史的に構成されてきたものである。本講義は、タイ国における民族・

エスニシティ状況が歴史的にどのように形成され、現在どのような問題をもっているかを考えたい。

講義は、①民族、エスニシティ、人種等の概念紹介、②タイ国における国民国家建設とナショナリ

ズムの問題の検討、③現在のタイ固における民族・エスニック集団間関係および少数民族問題の検

討の3点を輸に進めてゆきたい。

評価方法:講義の際に適宜指示する。

テキスト名:課題レポー卜。

注意事項:自らの問題意識にもとづいた授業への積極的な参加が求められる。

ブ ラジル研究入門
たか ぎ

高木 耕

今日のブラジルに150万人を越える日系人がいる一方で、日本圏内には約25万人のブラジル人が

在住しているというように、日本とブラジルとの関係は深いものがある。また、サグカーや格闘技

(K-1、PRIDE等)の人気の高まりとともに、日本の若者たちのブラジルに対する関心も強まっ

ている。ブラジルには筒先住民族や過去に奴隷として強制的にアフリカから連れて行かれた黒人の

子孫たち、そして数多くの移民の彫響も受けて、多民族多文化社会が形成されている。本講義では、

このようなブラジルの多様性を、歴史・社会・経済・政治的な側面から学ぶ一方で、ブラジルに関

する資料の収集方法などを学習していく。

評価 方法 :レポートのほか、期末試験を実施する。出席は重視される。

テキス卜名:憂本的にプリントを使用するが、参考書績を最初の授業時に紹介するので、今後ブラ

ジル研究を志す学生諸君は図書館にてひととおり手にとって内容を確認すること。

注意事項:rプラジル総合研究 1-NJの受講を希望する学生は、事前に本講義を履修しておくこと。
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ブラジル総合研究 I
たか ぎ

高木 耕

2 車百
2-4年
重二二璽

ブラジルの歴史を学ぶ。本講義の特徴はブラジルの歴史を中心に据えて世界の歴史や日本の歴史

を考えることにあり、高校までに習った歴史とはおそらく違った視点を身につけることができるも

のと考えられる。また、教材としてブラジルの高校で実際に使用されている歴史の教科書を用い、

履修者全員で翻訳しながら読み進めてL、く。

主なトピックス :ポルトガルによる植民地支配/金の発見と三角貿易/ポルトガル王室のブラジ

ル移転/独立から帝政へ/共和制時代の幕開け/奴隷制度の終駕と移民政策の展開/コーヒー産業

の隆盛と工業化政策/プラジリア遷都/軍事独裁政権の樹立と崩嬢/民主化の実現と経済危機、など。

評価方法:期末試験の得点に、出席状況と授業参加姿勢を加味して採点する。

テキスト名:講義の中でプリントを配布するが、ポルトガル語と英語の文献が中心になるので、履

修希望者は2言語の墨礎的な知識を持っていることが望ましい。また、参考文献は随

時紹介していく。

注意事項本講義履修希望者は、「ブラジル研究入門Jを履修しておくこと。なお、「ブラジル研

究入門J未履修ながら本講義の受講を希望する学生は、必ず講師の許可を得ること。

ブラジル総合研究 E

ブラジル経済一開発と低開発

いけ よう いち

小池洋

2 車「面
否亡互草
前期

ブラジルは世界第8位の経済大国であり 、コーヒー、鉄鉱石から自動車、飛行機まで多様な産業

をもっ。経済発展の一方で多数の人々が依然として貧困の中にある。地域、社会階層による貧富の

差が大きい。インフレは収束したが、失業の構大、対外不均衡の発生などの問題が発生している。

この授業はブラジル経済の仕組みについて基本的な知識を身につけることを目標とする。授業では

またブラジル経済を日本の身近な問題と関連づけて講義したい。ブラジルは1990年代に経済自由化

に着手したが、ぞれは構造改革を突き進む日本の将来の姿を映しているかもしれないからである。

評価方法:筆記試験と授業への参加度(出席、質問、意見の表明など)を考慮して評価する。

テキスト名:テキス卜は使わない。毎回綬業時にレジュメを配布する。読むべき参考文献は授業の

なかで紹介する。

注意事項:経済用語についてはその都度説明するが、わからないときは遠慮なく質問してほしい。



ブラジル総合研究 E
やす あ曹

子安昭子

i 現代ブラジル政治 (1930年一)の歴史と構造を学ぶ。扱うテーマは時代ごとにヴァルガス時代、

ポピュリズム、軍事政権、民主化、民主化後のブラジル政治、ブラジルの対外関係、ブラジル政府

の構造である。基本的に政治史を学ぶ授業であるが、学生諸君には今ブラジルで何が起きているの

か(たとえば2002年は大統領選挙の年)にも関心をもってもらうために、毎時間新聞やインターネ

ット記事を紹介し皆で読む時間も設けたいと思う。

評 価方法:出席(豆テストとリアクションペーパー)と学期末試験による総合的評価。

テキス卜名:テキス卜は未定。ただし参考図書としては以下の通りである。

Burns， E. Bradford， A History of Brazil， Third Edition (New York， Columbia University 

Press， 1993). 

Gordon， Lincoln， Brazi!'s Second Chance: En Route toward the First World， 

Washington， D.C.， Brookings Institution Press， 2001). 

堀板浩太郎防弾砲期のブラジJv-一民主化と経済再建J(サイマル出版会、 1羽7年)。
山田睦男編『概説ブラジル史J(有斐問、 1985年)。

注意 事 項:rブラジル研究入門j および「ブラジル総合研究IJを履修した者のみ受講可とする。ただ

し向上科目を未履修ながら受講希望する者は第1回目の授業で必ず講師の許可を得るこ

と。

ブラジル総合研究 ν 語系 耕
2一車1萱
互=互主主
盃二二重

ブラジルの多民族多文化社会が生み出す豊かな文化形態や、約 1億7000万人の国民が抱える社

会問題などに焦点を絞り、他の固との類似点や相違点などを指摘しながらその特徴を浮き彫りにし

ていく 。取り扱うテーマは、文化的側面では、習慣/国民気質/食生活/宗教/音楽など、社会的

側面では、貧困/教育/医療/環境/先住民などである。また、日本在住のブラジル人労働者や、

その子弟の教育に関する問題などもテーマとして採り上げる予定である。講義では、実際にプラジ

ル人に読まれている新聞や雑誌、インターネット配信記事などを教材として使用し、各受講生には、

ブラジルの時事問題や流行などを知ることに努めてもらう。

評 価方法 :レポートの作成とプレゼンテーションを基本的な採点対象とした上に、出席状況と授

業参加姿勢とを加味する。

テキスト名:講義の中でプリントを配布するが、ポルトガル語と英語の文献が中心になるので、周

修希望者は2言語の基礎的な知臓を持っていることが望ましい。また、参考文献は随

時紹介していく。

注意 事 項本講義履修希望者は、「ブラジル研究入門j を履修しておくこと。なお、「ブラジル研

究入門J未履修ながら本講義の受講を希望する学生は、必ず講師の許可を得ること。
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2)国際研究科目

地域 国際研究講座

21世紀世界を読む-9.11テロは世界をどう変えたか

すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

2 て直
1-4年

直一一盟

地球レベルの問題群という縦糸、各地域・国に固有の問題苦手という横糸、この二つの糸が織り成

す国際社会のモザイク模様……。「外国語学部Jが英語では Facultyof Foreign Languagesではなく

lntemational Studiesになっているように、外国語を学ぶことは、この二つの糸から出来上がってい

る国際社会を理解することと表裏一体なのです。

「地域・国際研究コースを履修したいJあるいは「どのコースを選択していいかわからなLりと

いった学生諸君(特に 1・2年生)にまず最初に受講をお勧めしたいのが、この講座です(地域・

国際研究のねらいと内容については学生便覧に詳しい説明が出ていますので是非読んでくださ

さまざまな国際問題・地域問題について、毎回L 異なる講師が異なるテーマをそれぞれの専門分

野の切り口から「わかりすく解説しますJ。このようなスタイルをオムニパス形式の授業と呼びま

す。受講生は「日替わり(週替わり)定食Jのように、異なるテーマを消化していかなければなり

ませんが、多彩な知識を教えるということよりも、政治学・経済学・歴史学などの社会科学領域の

学問体系の方法論によって問題を読み解いてゆくことを通じて、学生諸君に社会科学の魅力に触れ

てもらうことが本講座の目的です。学生諸君が受講を通じて、何度か「目からうろこJの経験をす

る、そうであれば本講座は成功となるでしょう。

2001年9月11日のニューヨークのテロは、地域・国際問題をめぐるさまざま分野でこれ迄の理解

を根底からゆさぶる程の大きな影響を及ぼしました。そこで、本年度はあえて2001年度と近いテー

マを選びました。

学生諸君は本講座を2回、 4単位迄受講することができますが、教師は昨年度と同じ講義をする

ことはありませんので再受講に問題はありません。

民族紛争、国際平和、地球環境問題、資源食料問題、 IT革命、地域統合、南北問題、農村と都市、

家族と社会などをキーワードとして 21世紀社会の潮流を読みぬくために学問にはどのようなアプ

ローチが可能なのか、世界の各地域では実際にどのような問題に直面しているのか、どのような取

り組みがおこなわれているのかについて考えて行きます。

具体的な fメニュー(講義スケジュール)J は第 1回講義時に説明します。

評価方法:毎回授業終了時に、出席を兼ねたミニレポート(当日の講義の感想など :85サイズ

1枚程度)を提出します。期末に筆記試験を行います(詳細は授業で説明しますが、

試験の課題は授業て・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・筆記試験を総合して評価します。

テキス卜名:基本的に毎回レジュメを配布し、それぞれのテーマに関する基本文献を提示します。
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国 際 関 係

20世紀の国際政治史一二つの世界大戦

史
吉か た やす よ

阪田恭代
芝草一面
1-4年

重二二重

本科目は国際関係を学ぶ学生のための現代史の講義である。とりわけ、国際政治・外交史の観点

から、 20世紀における戦争と平和について考えるための一助となることを願う。「国際関係史 1J 

では、 20世紀前半において発生した二つの世界大戦を中心に講義する。なぜこれらの戦争が勃発し

たのか?どのような戦争であったのか?どのような平和への取り組みがあったのか?

講義では、背景として、主権国家と西欧国際システム、 19世紀末の帝国主義と植民地の世界を踏

まえ、第一次世界大戦の発生・展開・終結、戦闘期の世界、第二次世界大戦の発生・展開・終結に

ついて考える。歴史に関連するビデオや映画なども利用しながら、授業を進める。

評価方法: (1)期末試験、 (2)課題、 (3) 出席を考慮する。

テキスト名:参考文献として、以下を勧める。石井修『国際政治史としての20世紀』有信堂;入江

昭『二十世紀の戦争と平和』東京大学出版会;松岡 完 W20世紀の国際政治』同文舘。

その他、随時紹介する。

注意 事項 :0詳細は初回の授業にて説明するので、必ず出席するこ&を勧める。

国

0・f国際関係史 IIJを続けて履修することを勧める。また、「国際関係史 IIJは、 f国

際関係史IJの履修を前提に講義を進めるので、事前に「国際関係史 IJを履修してい

ることが望ましい。

際 関 係 史 E 
さか た やす よ

阪田恭代

20世記の国際政治史ー冷戦c!:;:冷戦後の世界

f国際関係史 1Jに引き続き、「国際関係史 IIJでは、第二次世界大戦後の国際政治・外交史、

とりわけ冷戦システムの発生、展開、終結、そして、冷戦後の世界ならびに諸問題について講義す

る。歴史に関連するビデオや映画なども利用しながら、授業を進める。

評価方法: (1)期末試験、 (2) 課題、 (3) 出席を考慮する。

テキス卜名:参考文献として、「国際関係史 1Jで挙げた文献に加え、以下を勧める。西川吉光

『現代国際関係史 IJと『現代国際関係史nj (晃洋書房)。その他、随時紹介する。

注意事項 :0詳細は初回の授業にて説明するので、必ず出席することを勧める。

or国際関係史 IIJは、 f国際関係史IJの履修を前提に講義を進めるので、事前に

「国際関係史 IJを履修していることが望ましい。
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国際関係論 1 A 
い とうしん や

伊藤信哉

2 単位
1-4年
前一一扇

冷戦終結から 10年を経たものの、「新しい国際秩序Jはいまだその姿を明らかにしない。しかし

そもそも、 21世紀の世界を、単純に「冷戦後Jととらえることは、はたして妥当であろうか。われ

われは、より長期的な視座から、現代の世界をとらえなおすべきではないだろうか。講義では、こ

のような視点から「国際関係の歴史Jを分析することにする。

評価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキスト名:テキストは特に指定しない。参考文献については、授業の際に紹介する。

注意事項:授業に関する連絡は、専用のウェプ・ページ (http://s・ito.cool. ne. jpjgriffonjindex. html) 

を通じて行うので、定期的にチェックしておくこと。

国際関係論 n A い とうしん や

伊藤信哉

この授業は、国際関係論を履修し、単位を取得した学生のみが登録できる。

2 
1-4年
優一------mi

国際関係論Hでは、 Iで分析した歴史的な流れをふまえ、今日の国際関係の基本枠組がどうなっ

ているか、またどのような問題に直面しているかを、イシューごとに分析することを主眼とする。

さらに、国際関係についての諸理論(国際理論)についても、その概要を紹介することにしたい。

評価方法:筆記試験に基づき評価する。出欠等は加点要素としてのみ考慮する。

テキスト名:テキス卜は特に指定しない。参考文献については、授業の際に紹介する。

注意事項:国際関係論の単位を取得していることを、履修の条件とする。

授業に関する連絡は、専用のウェプ・ページ (http://s-ito.cool.ne.jp/griffon/index.h回1)

を通じて行うので、定期的にチェックしておくこと。
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国際関係論 B 永井
ひもし
:a: 
11:1 

戦争のない世紀をめざして

20世紀は戦争と革命の時代だったといわれる。では、 21世紀は平和の時代となるだろうか。 二つ

の世界大戦のあとに長く続いた米ソ冷戦が終わり、人々は超大国の核戦争の恐怖からやっと解紋さ

れたと思ったら、今度は世界各地で民族・宗教がらみ地域紛争が激化しはじめた。 2001年9月には

米国で同時多発テロが発生、米国はアフガニスタンに報復戦争を開始した。しかしその一方で、平

和を築くさまざまな試みも続けられている。こうした国際情勢を読み解くための基礎的な知識と理

論を学び、世界から戦争をなくすためにわれわれ一人ひとりに何ができるかを考えてみる。

評価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素を加味する。

テキス卜名:テキストは特になし。参考.は綬業中に適宜紹介する

注意事項:r国際関係論 1Jのあとに rIIJを受講するのがのぞましL、。

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 n B 
なが い

永井

F
L
A
-
-

一
量
二
一
一

引
即
位
同
一

‘m

，、、
a
'
-

グローパル化する国際社会

21世紀の世界を読み解くキーワードはグローパリゼイションである。モノ・カネ・ヒト・情報が

自由に国墳を越えて移動する時代となった。ぞれは国際社会に何をもたらそうとしているのだろう

か。グローバル化の進展とともに反グローパリゼイションの遼動が激化してきているのはなぜなの

か。 2001年9月の米国同時多発テロもグローバル化との関係が指摘される。米国主導の市場経済の

明暗、地域統合の拡大、開発と地球環境の関係、南北問題などをテーマに、多様化・重層化する国

際システムへの理解を深め、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

を考えてみる。

評価方法:期末の試験・レポートを中心にその他の要素を加味する。

テキスト名:テキストは特になし。参考書は授業中に適宜紹介する

注意事項:r国際関係論 1Jを受講したのちに r11 Jに進んでほしい。

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。

- 703-



国際関係 論 1 C たか すぎ ただ あき

高杉忠明

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速や多国籍企業、 NGO(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。

テキスト名:長谷川錐一、高杉忠聞編、『現代の国際政治』、ミネルヴァ書房、 1998年

小此木政夫、赤木完爾編、『冷戦期の国際政治』、慶慮義盤大学出版会、 1987年

w.ラフィーパ一、『アメリカの時代』、芦書房、 1992年

その他、授業で適宜紹介する。

国際関係論 n c たか すぎ ただ あき

高杉忠明

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11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。国際関係の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・オプ・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交の現状と問題点などである。

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。

テキスト名:長谷川雄一、高杉忠岡編、 F現代の国際政治』、ミネルヴア書房、 1998年

小此木政夫、赤木完爾縮、『冷戦期の国際政治』、慶慮義量産大学出版会、 1987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 協 力 入 r~ 
たか ぎ

高木 日耕

芝草在
1-4年
前一一葡

国際協力に王道なし。技術移転は 1日にして成らず。これまでに国際協力を経験した人も、そう

でない人も、人類共存という課題についてどのような考えを持っているだろうか。本講義では、 21
世紀を迎えた国際情勢の中における発展途上国の立場を理解するとともに、ぞれらの国々が抱えて

いる貧困問題や、環境問題、民族紛争問題に対して、国際社会がどのように対処しているのかを調

べ、これからの課題を検討していく 。そして、日本の援助はどのように貢献し、またその一方でど

のような課題を抱えているのかを明らかにし、講義終了時には、学生諸君がそれぞれの視点に基づ

いて協力方法を提言できるようになることが望まれる。

評価方法:レポートのほか、授業中にリアクションペーパーの提出を求める。出席は重視される。

テキスト名:最初の授業時に紹介するが、複数を読んで異なる意見や考え方に触れること。

注意事項:後期の「国際ボランティアJ履修希望者が多数の場合、本講義受講者を優先した人数

制限を行なう。

環境科学 1 A B 
てらだ みな

寺田美奈子

地球環境の変遷と生物進化・絶滅く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。 I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還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40億年)を教材にして授業を進めてゆく 。 Iの内容は、現在の最大の環境問題として地

球温畷化の理解、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ゆらぐ地球環繍』。内鱒善兵衛、合同出版、定価16∞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 nA B 寺田美奈子

地獄環績に~留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。 11では、 I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受講

者の要約と発表を中心に検証して行く。出来る限り最新のビデオやデー夕、報道を教材にして討論

をしながら授業を進める。

評価方法:定期試験またはレポート成績90%、出席点10%(たまにとる)。

テキスト名: rゆらぐ地球環繍』。内崎善兵衛、合同出版、定価16∞円

注意事項 :11を履修する人は、必ずすでに環境科学 I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 。

国 際 平 和 論
わだ

和田 純
芝草:-m
T二互草
前期

冷戦の終薦、グローパリゼーションの進展、 IT(情報技術)の発達、国際テロの拡大などの中で、

「国際平和Jとは一体何を意味し、 Eういう状態を指すのか、その定義も、その具体的なイメージ

の形成もますます難しくなってきている。平和の阻害要因は多様化し、直面している課題の特定や

対応順位の設定も困難さを増し、平和と繁栄の維持を目指すシステムもいっそう複雑化してきている。

本講義では、 20世紀を対象に、こうした国際平和に対する破織と希求の流れを歴史的に振り返る

中から、避けては通れない現在の課題を概観し、その将来の展望と選択肢を具体的に考える。取り

上げるテーマは、戦争と平和のグローバル化、冷戦の終駕と新たな脅威(民族・宗教対立、国際テ

ロなど)、国際システムと安全保障、国連と平和維持活動、日本の自衛、人聞の安全保障(貧困、

資源、環境、開発など)など。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート ・最終レポートで総合的に評価

テキスト名:講麓に沿って随時プリン卜等を配布する。

注意事項:1を履修しなければHは履修できない。
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国 際 平 和 論 E 
わだ

和田 純
亘書f"ui
1-4年
福一一扇

国際平和論Iで概観した歴史と現状・将来の課題をベースに、本講義では、平和と繁栄の実現に求

められる努力を、国際的なガパナンス(協治)の視点から考える。

一つは、 rg. 11テロJ(米国における同時多発テロ)を契機として大きく転換した国際関係と新

たな「ハードパワー(武力や経済力を基軸とするパワー)Jのあり方、平和実現のために武力を行

使することの正統性などの課題である。

もう一つは、より中長期的な観点から、文化、思想、価値観、情報、知識、教育などを基盤とし

た「ソフトパワー」を充実させる課題である。自国や白文化の魅力をもって世界に支持者を噌やし、

世界世論を形成してゆく「ソフトパワーJは、グローバル化とIT革命が進展する中でその重要性が

ますます高まっている。

本講義では、こうした「ハードパワーJと「ソフトパワーJのもつ機能と役割を考えることを通

じて、特に、日本にとっての「ソフトパワーJをどのようにイメージし、そのための「言力Jrア
ントレプレナーシップ(起業精神)Jなどを日本でどう形成していくかの戦略論を考えたい。

評価方法:授業への積極的な参加 ・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキスト名:講義に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項 :1を履修しなければ11は履修できない。

人 権

人権とアジア的価値観

~ 

面岡 A 
ヱー チャン

AYE CHAN 
芝草在
1-4年
前一一雨

ソ連・東欧における共産主義体制の崩機後、「人民の権力Jrプロレタリアート独裁Jなどの言葉

が時代遅れとなるとともに、アジアの独裁的権力者たちは「アジア的価値観Jという新たな政治用

語を使いはじめた。彼らは独裁体制を正当化するために過去の文化遺産に助けを求めようとし、た

とえばシンガポールの最高指導者リー・クアンユーは儒教の父親的温情主義がアジアの政府の最良

のモデルだと主張している。いくつかの政府はアジアの政治的・文化的伝統をふりかざして、圏内

の市民権拡大遼動を残酷に弾圧しており、ミャンマー(ピルマ)や中国のように人権侵害が制度化

されている国もある。講識では、強裁体制による人権弾圧の実体とともに、その指導者たちの主張

とは異なり、アジアの国々では一般民衆の人権運動を支える多様で力強い文化的伝統が息づいてい

ることを明らかにする。使用言語は日本語と英語。

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:教科書未定
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人 権
.::.d. 

宙開 B あお やま

青山

直
一年
一期一

一s-
一4
一
一

軍
一ぺ
一
一

一E
一~
一
一

一2
一1
一後一

き
城
一

る
仏
コ
一

は
む
刈
一

「人権Jは日本国憲法が述べている通り、「人類の多年にわたる努力の成果であってJ(97条)、

「国民の不断の努力によってこれを保持しなければならなLリ 02条)ものである。しかし、 一方で

は「天賦人権論Jとか「自然権Jといわれる場合は、人聞が生まれながらにもっている権利でもあ

る。人権概念の生みの親である西洋でもそうだが、アジア諸国では特に人権思想に対する批判も少

なくなし、。また、人間一般の権利であるはずが、「子どもの人権Jとか「女性の人権Jなどと 、個

別に論じられる場合もある。

人権保障は、政治的要求から法的権利となり、各種の国際的条約によっても規定されるようにな

っている。また、法的権利を超えて道徳的権利として主張されたりもする。一体、人権とは何なの

か。-8こうした疑問を投げかけた上で、その価値について、できるだけ幅広い観点から考えて行

きたい。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:内野正幸『人権のオモテとウラ』明石書庖

参考文献:トロールズ他『人権について』みすず・房

注意事項:より詳しい内容については、 http://www.kuis.ac.jp/-haoyama/の中の「授業案内j を

参照のこと。

ジエン夕、 論 A 松井佳子

生物的な性差と区別される社会的、政治的、歴史的、文化的な性差「ジェンダーJ(この定義は

1968年のRobertStollerの 『セックスとジェンダーJSex and Gender に依拠する。)ということばは

かなり一般的にも知られるようになってきた。1950年代にすでに登場し、1970年代以降特に頻繁に

使われるようになり、昨今その重要性がますます指摘されるようになっている「ジェンダーj とは

一体何なのか。

この授業ではジェンダ一概念の意味、射程、可能性、限界といったものについて考えてみたい。

その際の中心となる問題意識は、セックス(生物学的性差)、ジェンダー(文化的社会的構築物

としての「らしさJならびに性役割)およびセクシユアリティの関係をめぐるものである。「努の

身体Jr女の身体Jと「男らしさJr女らしさJそして「だれにどんな性的欲望をもつのかJのあい

だには果たしてどんな関係性が存在するのであろうか。

ジェンダ一概念を検証するにあたって、ボーヴォワ-)レの 『第二の性J0949年)イリイチの

『ジェンダー 一一女と男の世界』そして最近世界の注目を集めているジェンダーの理論家ジュデ

ィス・パトラーを授業の三本柱と して設定し、フーコーやラカンを初めとする他の関連文献にも触

れながら、本質論と社会構築論の両方を視野にいれて考察を進めたい。

評価方法:レポートと学期末試験の総合評価とする

テキス卜名:シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』

1.イリイチ 玉野井芳郎訳 『ジエンダ一 一一一女と男の世界』

ジユディス・パトラー 竹村和子訳『ジエンダー・トラブル』

岩波書盾

青土社

。。



ジ ェンダ 論 B よし だ みつひろ

吉田光宏

2 て直
1-4年
優一一扇

文化人類学的視点によるジエンダーの研究:基本的アプローチ

文化人類学におけるジェンダーの基本的なパースペクティプ、概念、問題点等を検証する。 現

在の様々な社会におけるジェンダー、つまり、日常生活で構築されていく「男性Jであること/

「女性Jであることの f文化的意味J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

るかを扱う。女性/男性の役割、それぞれに期待されること、様々な社会における男性と女性との

関係やそれぞれのアイデンティティ形成のありかたなどを理解するために、これまで提唱されてき

たジェンダーに関する理論やモデルを紹介し、それぞれの問題点を検証する。

評価方法:筆記試験/授業への参加

テキス卜名:以下のような論文集などからの抜粋が申心

Moore， HenrieUa L. 1988 Feminism and anthropology. 

Rosaldo， Michelle，and Louise Lamphere， eds. 1974 Woman， Culture and Society. 

Sacks， Karen 1982 Sisters and Wives: The Past and Future of Sexual Equality. 

『男が文化で、女が自然か?性差の文化人類学』山崎監訳 晶文社、 1987年

南 北 問 題 研 ¥7"D 
~ 

やす あき

子安昭子
2 !l!m 
1-4年
重二二璽

南北問題の歴史と現状一南北問題から南南問題ヘ

戦後の冷戦時代、米ソの「東西関係Jに類比される言葉として「南北関係Jが登場した。先進王

業国の「北Jと発展途上国の「南Jの聞に存在するさまざまな問題を前に、 1959年、英国ロイズ銀

行頭取のO.フランクスが「南北関係は東西関係とともに現代社会が当面する二大問題の1つであるJ

と述べたことが巌初といわれるが、それから40年近くを経て、南北問題は変容を遂げている。従来

の南北聞の経済的格差が残存する一方で、南の国同士の格差が広がり、新たに「南南問題jが生ま

れている。。また単なる経済・所得格差に加え、近年ではIT格差(デジタルデパイド)の問題など、

格差の“構成要因"も多様化している。本授業は、戦後の南北問題の歴史と現状を把握するととも

に、われわれが今後発展途上国問題にどう取り組むべきか各自が考える機会となるようにしたい。

評価方法:出席(豆テストとリアクションペーパー)と学期末レポートによる総合的評価。

テキス卜名:テキストは特に使わない。必要な資料(雑誌記事、論文、新聞記事など)を配布する。
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国 際 開 発

発展途上国の抱える問題について考える

論
やす あ曹

子安昭子
2!im 
1-4年
前期

ラテンアメリカをケーススタディとして、おもに地域研究と開発経済学の視点から開発の問題に

ついて論じる。主な授業内容はー農業 ・食糧問題、人口問題、工業化戦略と経済発展、女性と開発、

多国籍企業と開発、貧困と所得格差、日本を中心とした先進国の政府開発援助 (ODA)、国際機関

(世界銀行や国際通貨基金など)の役割jなどである。同授業を通して、現在発展途上国がどんな問

題を抱え、それに対して国際社会がどう対応しているかを把握し、その上で受講者一人一人が発展

途上国問題に対する自分なりの考えをもてるようになることを主な目的としたい。

評価方法:出席(豆テストとリアクションペーパー)と学期末試験による総合的評価。

テキスト名:テキストは特に使わない。必要な資料(雛誌記事、論文、新聞記司Eなど)を配布する。

民族・宗教問題研究 A.B 自 盛誘

日本におけるヱスニックグループ

現在、日本で生活している外国人の現状を巡っての諸問題を取り上げる。日本においても進んで

いる国際化の中で、日本人を含めたさまざまなエスニシティの人々が共存するための条件やその意

味、社会像を議論する。在日の外国人のことを取り上げることによって、日本、または日本人のあ

り方について話し合う。

評価方法:授業の出欠席、クラス討論への参加度、課題の評価

テキスト名:未定
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国際ボランティア 話呆 耕
2 単位 l
1-4年 l
後期 l

fボランティアには興味はあるが、どのようにしたらいいのかわからないJという人は多いので

はないだろうか。また、「ボランティアをすればきっと喜ばれるに違いないJと考える人もいるで

あろう。本講義では、さまざまなNGO団体や個々人の活動を知り、国際社会の貧困問題や文化目医

療などに触れながら、国際ボランティア活動の形態や実施方法などについて考えていく。授業に出

ればボランティア活動ができるという性質のものではなく、ボランティア活動を受け入れている

人々やコミュニティがどのような立場に置かれているのかを学生諸君のそれぞれが考えて、自分の

力でできるボランティア活動を見つけることが望まれる。

評価方法:レポートのほか、授業中にリアクションペーパーの提出を求める。出席は重視される。

テキスト名:量初の授業時に紹介するが、複数を読んで異なる意見や考え方に触れること。

注意事項:履修希望者多数の場合、「国際協力入門J受講者を優先する人数制限を行なう。また、

人数制限が生じた場合、「国際協力入門j 受講者であっても、第 1回目の講義欠席者

には履修を認めない場合があるので注意すること。
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異文化コミュニケーション論 IA
ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Understanding Crosscultural Communication 

2車百
2-4年
前一一扇

The course aims at exp10ring the bui1ding b10cks of intercu1tura1 communication by introducing its 

basic concepts touching upon aspects like: 

* intemationa1， domestic and personal awareness， 

* culture and communication， 

* forms of intercultural communication， 

女 perceptionand culture， 

安 verba1and non-verba1 processes， 

* perception of our own cu1ture， 

* diversity of cultural pattems， 

* acuVlty onentauon， 

* di妊eringimages， 

* stereo旬pesand prejudices. 

It points out the critical issues one might face and experience at crosscultural ，interactions. At the 

same time the course also strives at giVIng guidance to avoiding miscommunication in intercultural 

settings by' raising awareness of intercultural competence. 

評価方法:Attendance and c1ass participation， interactive contribution， presentations. 

テキスト名 :L.A.Samovar， R.E.Porter & Nemi C.Jain: Understanding Intercultural Communication. 

Wadsworth Publishing Company， Belmont， 1981 or any later edition (Chapter 1. and 

n.) ISBN 0・534・00862・3

注意事項:The course is run in Eng1ish， but， interaction inc1uding presentations is a1so welcome in 

japanese. Written contributions are however to be submitted in English. 
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異文化コミュニケーション論lIA ユデイツト ヒダシ

JUDIT HIDASI 

Interaction in intercultural settings 

This is the second semester of introduction to intercultural communication. The course offers an 

insight study of verbal and non-verbal messages in intercultural setting and ways to improve 

intercultural communication competence. The main topics to be discussed are as follows: 

* Language and meaning 

* Language and culture 

* Subculturallanguage codes 

* Symbol systems 

* Functions and limitations of non-verbal communication 

* Messages of silence， space and time 
* Potential problems in intercultural communication 

* Improving intercultural communication 

This course helps to understand and analyze the process one undergoes in encountering another 

culture. The course aims to raise awareness of出isprocess by demonstrating methods of learning how 

to anticipate differences and master alternative reactions rather than withdrawing. Examples of 

crosscultural experience and intercultural communication are taken仕oma wide variety of cultures. 

評価方法:Attendance and class participation， presentations. 

テキス卜名:骨 L.A.Samovar，R.E.Porter & Nemi C.Jain: Understanding Intercultural Communica-
tion. Wadsworth Publishing Company， Belmont， 1981 or any later edition (Chapterm. 
and W.) ISBN 0-534-00862・3

* Handouts 

注意 事 項:The course is run in English， but interactions including presentations訂 ealso welcome 

in ]apanese. Written contributions are however to be.submitted in English. 
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異文化コミュニケーション論 18

メディア映像における異文化のイメージ

ベヲ

白 盛薦

映画、テレビなどの映像メディアに映り出される異文化へのイメージ、ステレオタイプ、またそ

の使い方の意味を読み取り、分析、理解する。この授業ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア、日本

などのフィリムや、テレピ香組、 CMを観ながら，みんなで議論を進めることにする。ここで扱う異

文化の問題とは、異なるエスニシティにかかわるだけだはなく、少数集団やジェンダーの問題など

を含めた広い意味でとらえられる。私たちが意識的・無意識的に持っている異文化に対するイメー

ジがどのように作られてきたか、またどのように人々に共有されているのかを見つめ直すことによ

って、異文化への新たな理解の第一歩を目指す。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキス卜名:特定の教科書は用いない。

注意事項:この授業は「異文化コミュニケーションIIJに連続的につながるものである。

異文化コミュニケーシヨン論llB 白 盛誘

メディア映像における異文化のイメージ

「異文化コミュニケーション 1Jの授業に続くものとして、映繭、テレビなどの映像メディアに

映り出される異文化へのイメージ、ステレオタイプ、またその使い方の意味を読み取り、分析、埋

解する。この授業の目標としては、まず、重なる実践によって、 映像メディアに対するリテラシー

能力を高めること。第2に、個人の課題を中心に問題意識の分析、意見をまとめる能力を高めるこ

ととする。

評価方法:授業の出欠席、課題の評価

テキスト名:特定の教科書は用いない。

注意事項:原則として「異文化コミュニケーション論 1Jの受講者に限る。
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異文化コミュニケーション論 IC
わだ

和田
じゅん

純

本講義のテーマは、「多文化の共生j である。文化的な多様性を尊重し、様々な文化の共生を実

現していくためには、相互の認識や理解を深めるだけでなく、協力して共に汗を涜し、共通の課題

に取り組んでいく協働が欠かせない時代になってきている。そして、相互理解を深め、協働を進め

るためには、自分自身を深く認識し、自分の立っている位置を明確に認識していることがますます

重要になってきている。

そこで、本講義では、グローパルな視点とローカルな視点の両方から、日本および日本人の立つ

位置を改めて振り返り、自分自身を歴史的かつ同時代的に再認識する回路を自分の中に築き上げる

ことを目指す。

その回路の構築に向けでは、「多文化の共生Jを念頭におきながら、

(1) 世界を見る視点を変える(目から鱗を落とす)、

(2) 文化・歴史・社会 7政治・経済などの広い文脈から日本・日本人を考え直す、

(3) グローパリゼーションの中での日本の位置と課題を考え直す、

という三つの切り日からのアプローチを試みる。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキスト名:請書Eに沿って随時プリント等を配布する。

注意事項:1を履修しなければ11は履修できない。

異文化コミュニケーション論nc わだ

和田 純
Z車.1孟
互=互草
福一一扇

異文化コミュニケーション論 Iにおいて、日本および日本人に関わる「自己認識Jを深め、 f多

文化の共生j の意味を考えた上で、本講義では、文化は接触を通じて相互に影響しあい、絶えず変

容していくものであることを、歴史を賂まえながら、グローバルな視点から考える。

「統合Jと「分散j が世界的規模で同時進行するグローパリゼーション、メディアの個人化を急

速に推し進める 1T (情報技術)革命一一こうした、かつて人類の経験したことのない大規績な変

化の中で、文化の緩触もその様態を大きく変えてきている。

本講義では、文化の接触や文化の変容の諸相を、侵略・植民地支配といった強制を伴う形から、

意識的に展開される今日的な国際交涜、経済活動を伴うポピュラー文化の拡散などまで、様々な具

体的事例を取り上げて、そのダイナミズムを考える。

履修者の人数にもよるが、プリゼンテーションや討論なども取り入れる予定である。

評価方法:授業への積極的な参加・授業中の小レポート・最終レポートで総合的に評価

テキス卜名:講義に沿って随時プリント等を配布する。

注意事項:1を履修しなければ11は履修できない。
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異文化コミュニケーション論 1D 

接触湯面での日本人と外国人

サウクェンファン

SAU KUEN FAN 
2 
2-4年

直一一塑

本講義は社会言語学の視点から日本人と外国人とのコミュニケーションについて概説する。はじ

めに、母語場面と接触場面の概念を導入し、例をもとにさまざまな言語現象を分析する。次に、按

触場面研究で重要な社会文化問題、社会言語問題、 言語問題を取り上げ、日本人と外国人とのコミ

ュニケーションの特徴を考察する。

評価方法:グループ・プロジェクト、小テスト、出席・授業参加で評価する。

テキス卜名:プリント教材

注意事項:受講希望者が20名を越える場合は、試験による人数調整を行う。講義は主に日本語で

行うが、プリント教材は英語のものが中心になる。

異文化コミュニケーション論nD

銀触渇面での言語管理

サウク工ンファン

SAU KUEN FAN 
芝草「直
2-4年
福一一扇

本講義では、日本人と外国人とのコミュニケーションにおいて、表面化した問題だけではなく、

表面化していない問題を含め、 f言語管理Jという言語計画の理論を用いて考察することを目的と

する。具体的には、日本人が外国人とコミュニケーションをする際、どのような接触の規範を持ち、

自らの規範からどのように逸脱に気づき、気づかれた逸脱をどのように評価し、調整するかのプロ
セスを分析してし、く 。

評価方法:グループ・プロジェクト、レポート、出席・授業参加で評価する。

テキスト名:プリント教材

注意事項:受講希望者が20名を越える場合は、試験による人数調整を行う。講義は主に日本語で

行うが、プリント教材は英語のものが中心になる。
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国際社会論

国際社会とはいかなる社会か

1 A 
か とうじよう じ

加藤譲治

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-national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』梶田孝道、中央公論社

国 際 社

日本社会の国際化とは

.0. 
Z玄

;;A 

面岡 n A 加藤譲治

日本社会の国際化をめぐる問題を考える。ぞ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

に考えていく。それらを「文化と文明J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。

テキスト名: r外国人労働者と日本』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 際 社 ..6. 
Z玄

~ 

面岡

農村開発ー貧困解決のための社会開発のあり方(1) 

B 
いわ い みさき

岩井美佐紀

2車
1-4年
前期

途上国の貧困問題は、経済開発の進行と共により顕在化し、今日の最も緊急な課題のーっとして

認識されている。首都に人口が集中し、都市の貧困問題が生起してきた背景には、都市と農村聞の

圧倒的な経済絡差があり、都市の社会的矛盾は農村の貧困問題とも密接に関係している。貧困とは

何かを社会学的に考察する際、アマルティア・センが提起した人聞の「潜在能力Jを充足させる条

件の欠如と捉えることができる。すなわち、初等教育を受ける機会の喪失(非識字)、乳幼児死亡

率や妊婦死亡率に表れる保健・公衆衛生環境の欠如などである。

社会開発とは、このような条件を整え、「潜在能力Jを充足させることによって福祉の向上を目

指す関発のことであり、息の長い持続可能なアプローチが必要とされる。

本講義では、主に東南アジアと南アジアの農村における様々な貧困の表れ方を取り上げ、社会開

発が必要とされてきた背景や歴史的経緯について解説するとともに、都市における貧困問題につい

ても適宜触れる。

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。

司書考図書名:ロパート・チエンパース著 『三世界の農村開発:貧困の解決ー私たちにできること』、

聞石・居、 1鈎8年。

ァマルテイア・セン著『福植の経済学』、岩波書居、 1関9年。

国 際 ネ土 ..6. 
za; 

圭.d.
面開 E 

農村開発ー貧困解決のための社会開発のあり方(2)

B 
いわ い みさき

岩井美佐紀
2 単位
1-4年
重二二璽

本講義の目的は、これまで高く評価されてきたり、効果を上げつつある幾つかの社会開発プロジ

ェクトを学ぶことを通して、発展途上国の地域的特質に着目 し、どのような開発が有効であるかを

考えることである。

本講義で取り上げる社会開発は、主にベトナムにおけるリプロダクティブヘルス(性および生殖

に関する保健)とバングラデシュにおけるマイクロ・クレジットによる雇用創出である。これらの

取り組みを通して、農村の貧困層が陥っていた状況、具体的にどのような障壁を取り除くことを目

的とした内容であったのか、そしてそれを克服することによって貧困層の社会生活および福祉にど

のような変化が起きたのかを考察する。

プロジェクトの内容によっては、即効性のあるものもあるが、すぐに効果が目に見えるものばか

りではない。 一つ一つの事例を見ながら、地域性を考慮した社会開発について共に考えてみたい。

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。

多考図・名:ロパート・チエンパース著『第三世界の農村開発:貧困の解決ー私たちにできるこ

と』、朗石書盾、 1998年。

アマルテイア・セン著『福祉の経済学』、岩波書由、 1鈎9年。

注意事項:国際社会論 Iを履修していることが望ましL、。
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1:1:; 較 文

文化文明聞の対話

問 論
あいかわ のりこ

愛川・フオール紀子

国連が採択した「国際文明聞の対話年Jの2001年半ば過ぎ、 9月11日にアメリカで同時多発テロ

が起きたことは、誠に皮肉な事と言えよう。以後、ハンチントン説である「文明聞の衝突Jを否定

して、「文明聞の対話Jを強化する必要が強調されるようになった。「文化文明聞の対話Jを成功さ

せる不可欠な条件は、対話の演者各自が対等な立場に立ち、当然異質である「他者Jの文化に偏見

をもつどころか、敬意をもって埋解する態度を身に付ける事であろう。ユーロアジア、アフリカ、

南米では「文化文明聞の対話Jを進めてL吋行程でどのような問題をかカ通えているのか、具体的な

例を挙げて分析してみよう。ビデオ、映画、例えば YoussefCahineの "TheOther"を鑑賞した後、

積極的なクラス討論を行ないたい。

評価方法:授業の出席状況、発表、クラス討論の参加態度、レポート

テキスト名:21世紀研究会編『民族の世界地図j (文春新.)

山内昌之『民族と国家J(岩波新.>
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国際 経済論 1 A 

国際経済の現状と国際経済学の墨礎

なか の

伸野
あきら

昭
三重亙
1-4年
前一一扇

グローパリゼーションが急進展する国際経済の現状と日本経済の関わりを入門レベルで講義す

る。また、グローバル市場における企業行動についても具体例を引用しつつ言及する。主要テーマ

は、①国際経済の現状と日本、②国際収支および国際マクロ経済学、③南北問題および国際強力、

④主要経済圏(欧州、米州、アジア)の動向と課題、である。理論の習熟とともに、経済データの

読み方に習熟することも重要な目標である。

評価方法:出席状況および期末試験

テキスト名:講義は配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国際経済論 n A 伸野

国際貿易の基本構造と貿易体制

あきら

昭
2 車 E
1 -互草
f喜一一扇

ミクロ経済学の応用としての貿易の基礎理論とWTO(世界貿易機関)を柱とする国際貿易体制

について講義する。また、国際貿易と密接な関係をもっ直接投資についても言及する。主要テーマ

は、①世界および日本の貿易、②貿易の基礎理論、③産業内貿易の理論、 ④WTOと国際貿易体制、

⑤直接投資、⑥地域経済統合、である。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキス卜は指定せず、配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に講義を

進める。参考文献は適宜紹介する。
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国際経済論 1 B 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

世界経済の動きとそのメカニズム

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，GATT体制のもとで国際貿易の拡大を輸に総じて順調な

成長を続けてきた。東西冷戦の終駕や貿易と資金移動を通じた相互異存関係の強まりにより近年、

世界経済の一体化、グローバ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

ステムの脆弱性も目立ち始めている。発展途上国の2極分解など貧困問題解決への道は遠く、

GATTを発展的に継承したWTOでも各国聞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:筆記試験

テキスト名:宮崎勇、田谷領三『世界経済図説』、岩波新.、2α均、適宜補足資料を配布

国際経済論 n B すげ のぶ ひこ

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、経済的際陸のための条件、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:筆記試験

テキス卜名:宮崎勇、田谷被三『世界経済図説』、岩波新書、2α弘通宜補足資料を配布

注意事項:国際経済論 Iを受講してから受講することが望ましい。
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国際経済論 1 C 

国際金融の原理と応用

仲野
あきら

昭

2車在
1-4年
前一一雨

国際研究はもとより、国際ビジネスの実践のためにも不可欠な国際金融の原理と応用を学ぶ。主

要テーマは、①国際決済と外国為替、②国際収支と国際貸借、③為替政策、④為替リスクとその対

策、である。理論的な理解とともに、 IMF(国際通貨基金)等が公表する国際金融統計の読み方に

習熟することも目標のひとつとする。

評価方法:出席状況および期末試験

テキス卜名:講穫は配布するプリントと参考資料(和・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国際経済論 n C 

国際金圏直市織と国際金融取引

怠か の

仲野
あきら

昭

言語E
1-4年
後期

国際研究はもとより、国際ビジネスの実践のためにも不可欠な国際金融取引の原理と実際を学ぶ。

主要テーマは、①国際金融市場の歴史と現状、②国際金融取引の諸形態、③国際投資(直接投資と

証券投資)、である。②ではプロジェクト・ファイナンス、リース、デリパティプ(金融派生商品)

などのテーマも扱う。

評価方法:出席状況と期末試験

テキスト名:テキス卜は指定しない。予備知讃として、原信箸『国際金融栂論=新版:J(有斐問、

1997年)を用意することを期待するが、講義は配布するプリントと参考資料(和・英

文文献)を申心に進める。
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多 国 籍

多国籍企業の行動と分析の基礎

A-. 
.lL 業 論

なか の

伸野
あきら

昭

芝草在
1-4年
後期

多国籍企業論を企業経営の国際化という視点から、その歴史的考察、国際経営論的考察、経済理

論的考察の3点から講義する。主要テーマは、①多国籍企業の概念と歴史、②多国籍企業の理論的

アプローチ、③多国籍企業の組織と組織変更、④多国籍企業と財務、⑤日本の多国籍企業の現状と

課題、⑥多国籍企業と国際経営環境、である。

原理的考察に加え、、世界と日本の多国籍企業を題材に、企業研究的要素も加味する。

評価方法:出席状況および期末試験

テキスト名:講義は配布するプリン卜と参考資料(和・英文文献)を中心に進める。参照文献は随

時紹介する。

国際機構論 I A 

現在の国際社会と国際機構の位置および役割

なか の

伸野
あきら

昭

2 単位
Tτ互草
前期

国際社会のひとつの象徴的側面として国際機構の数と機能の増大という流れが観察される。これ

ら国際機構が、国際社会においてどのような理念と機能を担い、国際社会の秩序形成と発展にいか

なる貢献をしているのかを、国際連合のケースを中心に学ぶ。主要テーマは①国際社会の組織化と

国際機構、②国際連合の成立と組機、③国際連合の機能と課題、④国連NGOの役割と活動、であ

る。国際連合の活動を過して、国際社会が直面する重要課題(国際的な貧富の絡差拡大等)にも言

及することとしたい。

評価方法:出席状況と期末試験

テキス卜名:テキス卜はとくに指定せず、配布するプリントと参考文献(主として英文文献)を中

心に進める。参考文献は講義申に適宜紹介する。
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国 際 機 構
~ 

白岡 B 
あいかわ のりこ

愛川・フォール紀子

国連尊門機関、特にユネスコ(国連教育科学文化機構)について

テロ、貧困、開発、民族紛争、人口、環境、ジェンダ一等世界レベルの課題に、国連傘下の諸機

関は、各々どのように対応してきたかをまず検討する。特に国連機関の中で唯一文化を担当するユ

ネスコに焦点を絞り、 1946年の創設以来果たしてきた役割の推移を展望した上で、ユネスコが

1980年後半から他の機関に先がけて提唱し続けてきた「平和維持Jや「経済開発Jにおける文化

の役割について考えて行きたい。国際会議のシミュレーション等も導入する予定。

評価方法:授業の出席状況、発表やクラス討論の参加態度、レポート

テキス卜名:国連広報センター『国際連合の基礎知硲J(世界の動き社、 1998)

Peruando Valderrawa. "A History of UNESCO" UNESCO Publishing. 1995 

国 際 機 構

国際専門機関の理念と役割

~ 

自問 E 
なか の

伸野
あきら

昭
2 ij! 1.豆
T二互草
優一一扇

国際機構論 Iの続編として国際専門機関の理念と役割を学ぶ。主要テーマは、①経済的専門機関

(IMF、IBRD、WTO等)、②社会的文化的専門機関(lSO、ILO、UNESCO等)、③

地域協力の国際機構。である。これらのテーマを通して、国際機構の活動と企業行動

との関わり(例えばISOによるグローバル・スタンダードの形成や知的所有権保護問

題と企業の対応)といった課題にも言及する。

評価方法:出席状況と期末試験

テキスト名:テキストは指定せず、配布するプリントと参考文献(和・英文文献)を中心に進める。
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国 際 法

国際法の一般理論

たか むら

高村ゆかり
2車在
1-4年
前一一雨

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、国室長、個人、国際機構、 NGOなどのアクタ←の国際社会における行為を規

律してい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:西省元編著『国際法資料集』を使用する予定

参考文献については、講義中に紹介する。

注意事項 :r国際法 1Jと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法 1J 

の履修を前提に講義を進めるので、「国際法 1Jを履修し、その後「国際法IIJを履

修するのが望ましい。

国 際 j去

地球的課題と国際法

E 首狩ゆかり
2 車亙ττ互草
後期

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

ている。本講義では、「国際法IJ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.国際社会の平和と安全の維持、 2.
人権の国際的保障、 3.環境保護といった、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:西谷元編著『国際法資料集』を使用する予定

参考文献については、講議中に紹介する。

注意事項 :r国際法 1Jと「国際法IIJは、段階履修ではないが、「国際法IIJは、「国際法 1J 

の履修を前提に講義を進めるので、「国際法 1Jを履修し、その後「国際法IIJを履

修するのが望ましい。
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3)日本研究科目

日 本 話
回

品同

子 概論 A いの うえ

井上 優

「日本語学j とは「日本語」という個別言語を対象とした言語学研究である。本論義では、 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J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:伊飯憲一『ここからはじまる日本語学](ひつじ書房I 1996年)

注意事項:出席者が100人をこえた場合は、第 1回の授業で抽選をおこなう。

日 本 雪五
回目

品尚

子 概論 B 
いおり

庵
いさ お

功雄

日本語のしくみを考える

日本語の全体像を、音声・音韻、形態、統語、運用、方言など嫌々な角度から概観し、普段何気

なく使っている日本諮を客観的にとらえるカ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。

テキス卜名:庵 功雄『新しい日本語学入門一ことばのしくみを考えるー』スリーエーネットワーク

注意事項:ぞ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。
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4 車E
Tτ互草
爾一一葡

日本語の音声と音績の体系について講義する。内容は調音音声学、国際音声字母、弁別素性、自

然音類、音韻過程(口蓋化、母音の無性化・中舌化、同一調音点同化など)、日本語の音韻史(ハ

行音の歴史、四つ仮名)、形態構造と音声の関係など。外国人学習者が発音に困難を感じる日本語

の音の調音方法を他の言語の類似の音の調音方法と比較することによって、発音矯正の方法などを

考えたりもする。授業は知識の積み上げ方式で進むので、前段階を理解していないと授業について

日 本 墨
田

・宮田ロ
品尚

子・ A 
いわもと え のく

岩本遺億 、

くることができなくなることに注意してもらいたい。

評価方 t法:ほぽ毎週の小テストと期末テスト

テキスト名:猪塚元・猪塚恵美子著『日本語の音声入門一解説と演習』パベルプレス

日 本 雪量
ロロ

品尚

子 竺」 き がわゆき お

木川行央
4 車 E査
す工互草
語-J詞

音声はどのようにして発せられるのか、どのような音を私遣は用いているのか、そしてその音が

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、日本語におげる音の変遷等。

I 評価方法:出席などの平常点及び筆記試験で評価する。

テキス卜名:テキス卜は用いない。

注意事項:教科書は用いないが、適宜プリントを配布する。
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日 本 五
回==ロ

品尚

子 E A 
はせがわ のぷ

長谷川信子
生主主主
1-4年
前一一扇

現代日本語の文法システム

まず、日本語母語話者(皆さんのことです)が日本語の文の意味・構造や使用について無意識的

に f知っているj規則性を意識化することから始め、次にその意識化された日本語の規則性を記

述・分析するために不可欠な文法概念や枠組みを導入し、日本語を体系的に捉えることを目指す。

本講義では、日本語の様々な現象を扱うが、それらを常に、言語一般に共通する点、日本語に特有

な点の両面から考察する。本講義の内容は、 言語学や各言語の概論クラス(英語学概論、緯国語学

概論、中国語学概論、スペイン語学概論、など)の知識をある程度持っていることを前提としたい

ので、そうしたクラスを既に履修していること(または、このクラスと同時に履修すること)が望

ましい。扱うトピックには、文構築の要素(述語のタイプ)、助詞、自動詞と他動詞、受け身文と

使役文、時制、単文と複文の構造、語用的現象(人称、やりもらい表現、尊敬語)などが含まれる。

評価方法:ほぽ毎週出す宿題および期末テスト。出欠席も考慮する。

テキスト名:野田尚史 『はじめての人の日本語文法』くろしお出版

長谷川信子 『生成日本語学入門』大修館書庖

日 本 量五
ロロ

品尚

子 E B 
いの うえ

井上 優

4 単位
1-4年
福一一扇

本講義では、現代日本語の文法的特徴について考える。とりあげる主なトピックは、「文の基本

構造Jr活用JrヴォイスJrテンス・アスペクトJrモダリティ Jr指示詞」などである。方言や古

典語、外国語との比較対照も随時おこないながら、現代日本語の特徴を相対的な観点から考えたい。

受講者には、「定説Jにとらわれることなく、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、現代日本語の特徴について考えることを求める。

評価方法:出席ならびに試験

テキスト名:益岡隆志、田窪行則『基礎日本語文法(改訂版)j(くろしお出版 1992年)。
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日 本 量五
回 目 表 E見 法

いで の けん じ

出野憲司

誰が読んでもわかり、誤解を生じることのない文章を「よい文章Jとし、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:授業時り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.は授業時にその都度指示する。

注意事項:原則として、隔週の開講となる。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。

日本語表現法 E

1'.論文・レポートを作成する際の基本的知識を学ぶ。

-基本構成

・参考文献の収集方法

-注記の方法

-その他

2.実用的文書の作成方法を学ぶ

-ビジネス文書の形式

-手紙文の書き方と作法

.その他

3. 自由作文

4.修辞法

いで の けん じ

出野憲司

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.は特に使用しない。

参考図書は授業時にその都度指示する。

注意事項:原則として、隔週の開講となる。詳細については、第1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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日 本 量五
ロロ

品同
弓L 特 論 A

曹 がわゆき お

木川行央 一一国
千葉県・東京都を中心とした地域の方言について考察する。方言の研究にはさまざまな方法があ

り、この地域の方言もいろいろな角度から研究きれている。例えば、記述的な研究(音声・アクセ

ント、文法、語集)、 言語地理学的研究、社会言語学的研究などである。この授業では、まず日本

語の中でこの地域の言葉がどのような位置にあるのか、方言の研究にはどのような分野があるのか

を見た上で、いくつかのトピックをとりあげ、自分の言葉がどのようなものであるのかを確認しな

がら、実際にどのようであるかを確かめていく 。

評価方法:自分で調査等を行なった結果等をレポートとして提出してもらう。また出席など平常

点も考慮する。

テキスト名:テキス卜は用いない。参考・は適宜指示する。

注意事項:日本語学Jを履修していることが望ましい。

日 本 雪量
ロロ

品尚

子 特論 B いわもと え のく

岩本遠億

私たちは、I主語Jや「目的語j という言葉をよく使いますが、ぞれが何を意味しているのか理

解している人は少ないと思います。これらは構文上の概念ですが、ぞれが「動作主Jや「対象」と

いった意味的な概念とどのような関係にあるのかということを、このクラスでは一緒に考えたいと

思います。特に、文の統語的な構造と意味的な構造の違いを理解した上で、両者の対応関係などに

ついて考えてもらいます。日本語に加え、これまでに一度も触れたことのないタイプの言語におけ

る「主語Jや「目的語Jについて考えることを通して言語の多様性とその根底に流れる共通性に目

を向けてもらうことができれば良いと思っています。

評価方法:数回の小テストと期末テスト

テキス卜名:プリント
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日本語教授法 1 A 
あお 曹

青木ひろみ
生亘3互
2-3年
前期

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p 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

方を意味、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

テキス卜名: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 1 B 

初級学習項目の分析

よし かわ ま古 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新文化初級日本語 1. nJ文化外国語専門学校凡人社

『新日本語の基礎 1. nJスリーエーネットワーク

『みんなの日本語 I・nJスリーエーネットワーク

この他の参考文献は捜業中に紹介する。

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。層修条件に関じては「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 雲量
ロロ 教 授 法 C 

す があきお

須賀章夫

日本語教育における f初級文法j

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しぺ。

授業形態は、半講義形式(一方的に聞くだけでなく、学生が自分の意見も述べる)及ぴグルー

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したものとなる。

評価方法:講義内試験、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 fガイダンスJで説明する。

テキスト名:教科禽は特に指定せず、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。

富田陵行著『文法の基礎知識とその教え方』凡人社

富田隆行著『基本表現切とその教え方』凡人社

各種日本語教科書

注意事項:1. 日本語学概論、日本語学 I、日本語学iIを履修済みであることが望ましい。

特に、上記3科目の肉、 1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J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

ードを賎入しておくこと。
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亙豆E亙
2-4年
福一一扇

日本語教育実習を履修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、全授業に出席でぎる学生の参加を望む。

日 本 墨
田==ロ 教 授 法 n A 

あお 曹

青木ひろみ

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

テキス卜名: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 
よし かわ まさ のり

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・出席状祝により評価する。

欠席・遅刻の多い受講生は評価の対象としない。

テキス卜名:未定

参考文献:r新文化初級日本語 1. nJ文化外国語専門学校凡人社

その他の参考.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 I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 I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 墨
田==-uF 

教授 法 E C 
す があきお

須賀章夫

コースデザインと外国語教授法

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。

「日本語教授法IIJ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プ・ワークを織りまぜでしぺ 。

また、本科目は必ずしも日本語教育実習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したものとなる。

評価方法: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。詳細

は講義初日のガイダンスで説明する。

テキスト名:教科書は特に指定しないが、参考文献は以下の通り。

(r@Jは特に講灘内容全般に関係する)

。田中望著『日本語教育の法一コース・デザインの実際ー』大修館書盾

O名柄通他著『外国語教銀法の史的展開と日本語教育』アルク

0高見漂猛著『新しい外国語教授法と日本語教育』

また、教材分析を行う場合、適当な日本語教科書を授業中に指示する。

注意事項:日本語学概論、日本語学 I、日本語学II、日本語教授法 I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」の

履修方法を参照のこと。
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日本語教育実習 A
よし かわ まさ のり

吉川正則

日本語の授業運営について実践的に学ぶ。授業は週 1コマであるが、毎週教案を作成し、マイク

ロティーチング (microteaching) を行うので、課題の準備に十分な時聞を必要とする。前期、後期

を通して教育実習を行う予定。実習形態は、履修人数および外国入学習者の参加状況によって異な

る。希望者が多い場合は、履修条件を満たしている4年生を優先する。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、面接者行う。

評価方法:出席、授業への参加態度、試験、課題、レポート

テキス卜名: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に記載した履修条件を満たしていること。

日本語教育実習 B
あお き

青木ひろみ

司一
一

日本語の授業運営について実践的に学ぶ。授業は遇 1コマであるが、毎週教案を作成し、マイク

ロティーチング (microteaching) を行うので、課題の準備に十分な時聞を必要とする。前期、後期

を通して教育実習を行う予定。実習形態は、履修人数および外国人学習者の参加状況によって異な

る。希望者が多い場合は、履修条件を満たしている4年生を優先する。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

テキス卜名: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 に記載した履修条件を満たしていること。
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近代 日本文学論
まつ い けい

松井佳子

日本近代文学における f近代jと f反近代jのモメン卜

「西洋Jとの最初の出会い以来、日本人は世界認識をどのように変容させてきたのであろうか。

日本社会の基層に本質的な変化が果たして起こったのであろうか。日本の「近代Jの内実は、「近

代Jにとっての「他者性」をも視野に入れてつつ重層的に抱えられるべきものであろう。「近代J

と f反近代Jを二項対立図式としてではなく、切断されつつ重なりあうような相互関係・対話関係

として捉え、近代的構制そのものの相対化を試みたい。明治時代、日本は軍事象的理性主義(合理主

義)、科学主義および進歩主義を唱道する西洋近代に目標を定め「近代化Jを急いだが、「日本的伝

統Jへのノスタルジアを残存させながらの苦難の道であった。この授業で取り上げる以下の近代日

本の小説家や歌人たちは各々の作品のなかで「近代Jと「反近代J(r近代Jにとっての他者的存在)

を切断面そして連続面としてあわせもっている。これをナイープな「西洋J対「日本j というこ元

論に回収させることなく、日本近代(反近代を内包ずる)の時空の内実を多角的視点から考察した

し、。

評価方法:出席、レポート、学期末試験の総合評価とする。

テキスト名:初回講援時に指示する。

現代 日本文学論 松井住子

f戦争と文学:20世紀の記憶j

振り返ると20世紀は世界が戦争に満ち、そしてそれを自覚的に記憶/表象して次世代に伝えよう

とした時代であったと言えよう。戦争の記憶は決して戦争当事者だけの問題ではなく 、戦争を知ら

ない「わたしたちJがいま直面しているグローパリゼーションや 1T革命あるいは憲法改正問題と

いった社会問題にいかに対応すべきかを考える際にも、決して忘れてはならない歴史認識である。

実際第二次世界大戦には何億の人々がこれに関わり、世界中の多くの人々がこの歴史的現象を観察

したのである。

この授業では第二次世界大戦の集団的記憶が日本の文学作品のなかでどのように表象されている

かを検証するとともに、これらの戦争文学が最近取り上げられている戦争論や戦争責任論について

考察する際にどのような論点を提供してくれるかを考えてみたい。

歴史的背景を理解するためにドキュメンタリーやビデオを随時導入する予定である。

評価方法:出席、レポート、学期末試験の総合評価とする。

テキス卜名:初回講義時に指示する。

-736-



日 本 近 代

初世紀の日本

史 A やまりょうけん じ

山 領 健
2 1宮古
1-4草
爾一一扇

日本の社会も、日本の国家も、もともと今日のような社会、国家であったわけではなく歴史の中

で作られて来た事実を確かに知るために、起点としての開国・明治維新から敗戦にいたる近代日本

の歴史を学ぶ。

授業の基本的な形式は講義だが、聴講者一人一人が近代日本について最小限の基礎知識を撞得し、

さらにそれを拡充するために不可欠の歴史への関心を身につけることを授業の到達目標としたい。

評価方法:小レポートと前期末のテストで評価する。

テキスト名:テキス卜は松山巌『世紀末の一年J(朝日遺書)、朝日新聞社

日本 近 イ吃 史 B エー チ ャ ン

AYE CHAN 

日本と東アジアの関係

日本の近代化は近隣のアジア諸国の人々のナショナリズム意識に大きな影響をあたえるととも

に、各国の主権にとって脅威となった。中国と朝鮮半島の利権をめぐり情国主義諸国が衝突と結託

がくりかえすなかで、日本は19世紀末以来、この地域で独自の重要な役割を果たしてきた。講義で

は参考書と映像をまじえながら、日本と東アジアの政治関係の背景と異文化聞の相互作用を重点的

に見ていく。使用言語は英語と日本語。

評価方法:授業への参加、レポート提出、期末試験なで総合的に判断する。

テキスト名:授業中に適宜紹介する。
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日 本 現 1-t 

現代日本史

史
やま りょう けん

山領健
2 !t!m 
Tτ互草
後期

今日の日本の出発点は、 20世紀の半ば近く、 2度目の世界戦争での徹底的敗北であった。その出

発点から世紀の転換に至る歴史を、政治、社会、思惣、文化などさまざまな側面から照らし出し、

確かめる授業である。

授業の前半は20世紀後半の日本の歴史の全般的機説を講義するが、後半は聴講者一人一;人の報告

を輸に、活発な討論で授業を進めたい。

一人一人の聴講者が現代日本について一定の基礎的な知識を身につけ、自らの問題意識を抱いて

現代日本の現実に立ち向かつて行く手掛かりを獲得することを、授業の到達目標としたい。

評価方法:小レポートを含む授業への参加の積極性と、後期末の筆記試験とで評価する。

テキスト名:テキス卜は未定。授業の中で指示する。

注意事項:前期に開講される日本近代史の授業を聴講しておくことが望ましい。

日本大衆文化論 A.B 白 盛誘

2車亙
白Tτ互草
青「一雨

私たちは日常的に接している日本のテレビ、映画、雑誌、マンガ、新聞などのメディアを取り上

げ、その歴史、社会的な仕組みと機能などを検討する。今年は日本の映画を取り上げる。日本の映

画史上大きな影響を与えた何人かの監督の作品を集中的に観ながら、日本映画の歴史や社会的な影

響、意味などについてみんなで譜諭してLぺ。クラスの人数制限あり。

評価方法:授業の出欠席、クラス討論への参加度、課題の評価

テキスト名:未定
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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(1) 

近代日本の思想について、 一定の基礎的な知識と歴史的な展望を得るための手掛かりとして、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思想集団の中から 8つを選ぴ、それぞれ

を近代日本の歴史的文脈の中に位置付ける。形態は概説の講義だが、近代日本の知識人たちの思想!

と行動を集団の形成史やコミュニケーション過程、歴史的意義等の視角から照射することによって、

聴講者の思想と歴史への関心を触発、刺激したい。講義の内容は概ね次の通り。 1.尚歯会と幕末

の洋学者/2.明六社と明治軍事蒙思想/3.政教社と国粋保存旨義/4.理想団と明治社会主義

以下後期の 〈日本近代思想史II)に続く 。

評価方法:レポートによる。

テキス卜名:鹿野政直『近代日本思想案内J(岩波文庫別冊)、岩波書居。その他、必要に応じて資

料を配布する。

注 意 事 項:この科目 〈日本近代思想史 1)を履修後、引き続き 〈日本近代思想史11)を履修する

ょう勧める。

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(2)

近代日本の思想について、 一定の基礎的な知識と歴史的な展望を得るための手掛かりとして、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思想集団の中から8つを選ぴ、それぞれ

を近代日本の歴史的文脈の中に位置づけて講義する。形態は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史やコミュニケーション過程、歴史的意義等の観点から照射すること

によって、聴識者のJ思想に対する関心を触発したい。前期の 〈日本近代思想史11)に続く講義の内

容は概ね次の通り。5.青轄社と女性解政運動/6.郷土会と大正期の学問/7.繋明会と第一次大戦

前後の言論/8.r世界文化』と 『土曜日』の抵抗運動

評価方法:レポートによる。

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.庖。その他、必要に応じて資

料を配布する。

注意 事 項:前期に〈日本近代思想史1)を履修し、その上で後期にこの 〈日本近代思想史II)を

聴講するよう勧める。
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日本倫理思想史 1A・B

宮本武蔵における武士の精神と道の思想

うおずみたか し

魚住孝至

宮本武蔵については、小説などの虚像が大きくその真の姿は知られていない。最近の研究で明ら

かになってきたその生涯を、時代背景と関わらせながら論じる。これまで殆ど知られていなかった

若い時期の著作からの展開を見たうえで、 『五輪番』を深く読みたい。『五輪番』は、剣術を核とし

た武士の生き方を書いている。武蔵を通して、中世から近世への転換期にあった様々な可能性をみ

るとともに、武士の精神と一つの道を極める思想について考えてみたい。

評価方法:講義後の感想、中間の小レポート、期末試験

テキス卜名:宮本武蔵『五槍書J(岩波文庫)

参考書:魚住孝至『宮本武蔵ー日本人の道~ (べりかん社)

日本倫理思想史 nA 

芭蕉における詩と実存

うおずみたか し

魚住孝至

十五世紀末から盛んになった俳譜を、 言葉遊びの芸から人生の機微を詠う詩に高めたのは松尾芭
蕉であった。中世の隠者の伝統を受け継ぎながら、芭蕉は庵での生活と旅を繰り返し、連衆と交流
する中で「誠の俳譜Jを成立させていったが、そこに至るまでの過程と「不易流行J、「造化にした

がひ造化にかえれJ、「高く悟りて俗に帰れJなどと説いた思想を問題としたい。

評価方法:講義後の感想、中間の小レポート、期末試験による。

テキス卜名:中村訳注 『芭蕉紀行文集J(岩波文庫)

尾形他訊注『新訂おくのほそ道J(角川文庫)

服部土芳 『三冊子J(妙) (コピー版)
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日本倫理思想史 1C . D 窪田高明

日本の思想ー人間以上の存在と人間

「日本人は生きることをどう考えてきたかJを学ぶ授業である。このクラスでは、日本人が人間

以上の存在と人聞の生との関係をどう捉えていたか、という視点から、日本人の生き方を考える。

人間以上の存在といえば、具体的には神とか仏を思い出すだろう。人聞の生き方の善惑を人間以上

の存在から引き出すこ邑は、倫理の基本的な考え方の一つである。

ただし、神や仏のような存在に生き方の根拠を求めるからといって、神仏が人聞が個々の行為を

どう行なったらよいかということまで指示してくれるわけではない。やはり、人聞は自分がいかに

生きるべきか、みずから考えざるをえない。

この授業は、日本倫理思想史2CDとセットになってるので、そちらも履修してくれることを希

望します。

評価方法 :学期末に試験を行う。資料、ノート、参考書の持ち込み不可。

テキス卜名:テキス卜は使用しません。資料を配付します。

注意 事 項 :ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/-kubota/ 

ID kubota 

Password kuis2001 

日本倫理思想史 nC . D 

日本の思想ーこの世の中の倫理

くぼ た こうめい

窪田高問

f日本人は生きることをどう考えてきたかJを学ぶ授業である。このクラスでは、人聞はこの世

界.の中で生まれて、生きて、死ぬものである、という視点に立つ倫理思想を取り上る。このような

立場は、近世になると、きゅうに重視されるようになり、やがて人間中心の思想として構築されて

L、く 。

しかし、人聞は人聞にすぎず、あくまでも有限な存在である。また、一つの社会全体の判断も、

世界全体から見れば狭いものに違いない。そのような有限な人聞が自分の行為の正しさを主張する

根拠になりうるのだろうか。この難聞は現在のわたしたちにとっても共通する問題であるはずだ。

この授業は、日本倫理思想史 1CDとセットになっているので、そちらも履修してくれることを

希望します。

評価方法:学期末テスト。資料、ノート、教科書の持ち込みは不可。

テキスト名: r日本思想史入門』相良亨、べりかん社

注意 事 項:ホームページで授業の情報を提供しています。授業情報を見るためには、以下の ID、

Passwordを入力することが必要です。

URL http://www.kuis.ac.jp/-kubota/ 

ID kubota 

Password kuis2001 
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日 本 の 由
ホ 教 A 

うす い あっ

薄井篤子
2 
1-4年
前期

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J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日本宗教の世界一 1 つの聖なる道~ H.パイ口ン・エアハー卜(岡田・新田訳}、

朱鷺書房

[竺 本 の 宮
小 教 E A 

うす い あっ

薄井篤子
2 単位
Tτ互写
優一一雨

日本の民俗宗教

日本の宗教 IA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。まじない、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。

テキスト名: r日本宗教の世界一 1つの聖なる道jH.パイ口ン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺.房
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日 本の
由
一
小 教 B 

うす い あっ

薄井篤子
互主E亘
1-4年
前一一扇

日本宗教史<近世まで>

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。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、近世までを通観する。

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: W日本宗教の世界一 1 つの聖なる道~ H.パイ口ン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺書房

日 本 の 由
一
小 教 E B 

うす い あっ

薄井篤子
亘書王宮
Tτ互草
後期

日本の宗教史〈近世から近代へ〉

1 Bの縦続として、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、出席及ぴ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: W日本宗教の世界ー 1 つの聖なる道~ H.パイ口ン・エアハート(岡田・新田訳)、

朱鷺書房

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 の 宮
小 教 C 

うす い あっ

薄井篤子

2 単位
T二互草
前一一雨

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。政治と宗教運動の関係や阿新しい宗教運動の傾向など

に焦点をあてる。

評価方法:出席及び試験またはレポートを総合的に判断して判窟する。

テキスト名:未定

日 本 の 由
一
小 教 n c うす い あっ

薄井篤子
2 単直1
1-4年|
後期 1.

現代日本と宗教

本講座では 1Cの縦続として、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るか、考察してゆく。生命

倫理、葬儀、死後の世界、性倫理、政治との関係などが焦点となる。

評価方法: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:未定

注意事項:1を履修しておくことが望ましい
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国 本

芸道思想の成立

吉宮

%Ii; 道 史
うおずみ たか し

魚住孝至
2.歪
1-4年
福一一雨

日本の芸道の流れを簡単に見た上で、本格的な芸道論を展開した世阿弥の能芸論を問題にする。

『風姿花伝』の主要部を読んだ後、 『花鏡』以降の展開を見る。世阿弥晩年には禅の影響も強いが、

室町後期の水墨画や枯山水の庭等の樽文化を見た上で、茶の湯の成立とその諭を見てみたい。随時

ビデオ・図録を利用する。

評価方法:講義後の感想、中間のレポート、期末試験

テキス卜名:世阿弥『風姿花伝.8(岩波文庫)
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日本芸能史 1A B 
いけ だ こう いち

池田弘一

日本の伝統芸能の涜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。

14 伝統芸能における基礎的な知識と鑑賞カを身につける。

2堂盈
1-4年
前一一扇

※ 開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・遜

刻についても厳しく、欠席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。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、宣問書院

随時プリントを配布する。

日 本 芸 能史1IA B 
いけ だ こういち

池田弘
2 
1-4年
後期

「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。

1 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緩賞し、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。 1.出席状況。2.書写ノート。3.期末に提出

の ni!;¥、臣蔵J研究論文。

テキスト名: W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。

注意 事 項 : r日本芸能史 1Jを履修し、単位を得ていることを、本履修の基本条件とする。
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日本 文化論 1A . B 
まつ お こういち

松尾恒

日本の儀礼文化一舞踊・祭礼・かぶき

我が国の伝統文化として現在に継承される舞踊や演劇、祭礼について、主として江戸時代に起源

を有する事例について講義する。
かみがか

日本の舞踊は、神湿りに起源を有する「舞いJと、興奮・歓喜の表現としての「踊りJとに大別

して考えることができる。近世初頭に、出雲のお国が「かぶき踊りJを創始して以降、歌舞伎を代

表とする踊りの文化が開花する。「踊りJはまた、祖霊を迎え供養する盆行事と習合して庶民層の

文化として全国に波及するが、この際、古代における疫病駿いの儀礼を起源とする、夏の祭礼と結

びついてゆく。

踊り・祭礼・かぶきを中心として、我が国の歳時文化としての、夏の行事の意味・意義を考えて

ゆきたい。

評価方法:レポート・筆記試験。積極的な取り組みを期待する。出欠席を重視する。

テキスト名:松尾恒一『儀礼文化論資料集成~ (私家版)

日本文化 論 nA . B 
まつ お こう いち

松尾恒

かみがか

日本の儀礼文化一祈りと神還り、芸能民の世界

言言言在
1 -互草
福一一菊

我が国の伝統文化として現在に継承される舞踊や演劇、祭礼について、主として古代~中世に起

源を有する事象について講義する。

記紀神話に揃カ通れる、アメノウズメの神楽は、神怒りの表現であったことが明らかであるが、こ

うした亙女の神楽は、古代においては宮中における鎮魂の儀礼として、また近世までは諸大社にお

いても祈祷として演じられていた。神霊を身体に濁依させる「舞いJは様式化され、中世において

は白拍子や能をはじめとする芸術へと結実した。

アジア諸地域の事例をも交えつつ、現代に伝承される神楽等の特質をも考察の対象として、芸能

の担い手となった人々の身分・生活をも問題としてゆきたい。

評価方法レポート・筆記試験。積極的な取り組みを期待する。出欠席を重視する。

テキス卜名:松尾恒一『情礼文化論資料集成~ (私家版)
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日本文化論 1 C 

日本人のセルフ:文化人類学的機証

よし だ みつひろ

吉田光宏
2 
1-4年
前期

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、ぞれらを批判的に考察を加えていく 。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。授業への参加

テキスト名:テキス卜の指定はしない。英文による論文からの抜粋が申心。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 論

日本人のセルフとグローパリゼーション

n c よし だ みつひろ

吉田光宏

言てul
Tτ互草
f蚕一一扇

英語を通して、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じ、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、グローバル化

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j

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。授業への参加。

テキスト名:テキス卜の指定はしない。身近な事柄を扱った英文による論文からの抜粋。

参考図書例:Kondo， Dorinne. 1997. About Face: Performing Race in Fashion and Theater. 

Tobin， J. Joseph. ed. 1992. Re-Made in Japan: Everyday Life and Consumer Taste的

a Changing Society 
Ogasawara， Yuko. 1998. Office Ladies and Salaried Men: Power， Gender and Work的

Japanese Companies. 

Moeran， 8rian and Lise Skov. eds. 1995. Women， Media and Consumption in Japan. 

注意 事 項:授業は基本的には英語で行う。留学生をまじえて、スモール・グループ・デイスカッ

ションを行う。この授業の目的上、履修人数を制限することがある。
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日 本 美 術 史
よし むら とし

吉村稔子
言 1立
1-4至
福一一商

浄土教の美術

浄土信仰にもとづく美術について絵画を中心に概説します。中国、日本の浄土園、来迎図、六道

絵の代表的作例をとりあげ、その伝織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。出欠席を考慮します。

テキス卜名:富 次男『日本の美術271 六道絵』歪文堂、 1部8年

河原由雄『日本の美術272 浄土図』至文堂、 1989年

浜田 隆『日本の美術273 来迎図』至文堂、 1989年

日 本 美 術 史 E 昔持議子
2 ~吾在
1-4年
福一一扇

密教の美術

密教信仰にもとづく美術について絵画を中心に概説します。入唐八家の請来にはじまる密教画の

代表的作品をとりあげ、その受容と展開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。出欠席を考慮します。

テキス卜名:有賀祥隆『日本の美術205 平安絵画』至文堂、 1983年
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日 本 政

日本の政治制度:理論と実際

ミム
J口

墨:.d.

宙開
いけ や ともあき

池谷知明
三旦皇
1-4年
前一一扇

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違いも考慮しながら、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。

新聞報道やTV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 政

日本の政治制度:理論と実際

とム
Jロ

墨:.d.

宙開 E 
いけ や ともあき

池谷知明
芝草1立
1-4年
後期

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j

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違いも考慮しながら、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。

テキス卜名: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。

新聞報道やTV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。
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日本経済論 1 A 
すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

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バブル崩壊後の金融

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時代を追いながら概観し、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。

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/バブル崩壊&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:筆記試験

テキスト名:使用じない。簡単な年表を配布。

注意事項:日本経済論Hとは独立した講義なので単独受講でも良いし、 I、11の順で受講して、 11、
Iの順で受講しでも良い。

日本経済論 n A すげ のぷ ひこ

小菅伸彦

現代の日本経済(各論)

日本経済論 I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。

また、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。

評価方法:筆記試験

テキス卜名:使用しない、適宜資料を配布。

注意事項:日本経済論Iとは独立した講義なので単独受講でも良いし、I，IIの順で受講しでも良い

し、日、 Iの願で受講しでも良い。
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日本経済論 B 
うち だ しげ お

内田茂男
2..m 
1-4年

盟--'盟

日本経済は、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、パプ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、授業中の課題提出と期末テスト。

テキス卜名:教科.は使用しない。参考文献を適宣指示。

日本経済論 n B 
うち だ しげ お

内 田茂男
2 
1-4年
後期

ここ十年間の日本経済の成績は、あまりに悪い。半分以上の期聞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。どう対処すればよいのか。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カを考える。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:授業中に出す課題数回と期末テスト。

テキス卜名:内田茂男「これで納得!日本経済の仕組みj日本経済新聞社(日経ビジネス人文庫)
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日 本 外 交 史

朋治開固から第二次世界大戦に至る聞の日本外交

つる た かめよし

鶴田亀良
芝草在
1-4年

日本の対外関係につき、まず明治維新までの大きな流れを概観した後、明治以降の日本の外交、
とくに昭和期における第二次世界大戦に至る聞の日本の外交を中心に取り上げる。各時代における
各課題に対する日本の首脳、外交当局者の考え方・対応、その関における軍部の動向、圏内世論の
動き、一方、欧米諸国のアジアへの進出に伴うアジアをめぐる大国関係、日本の対応など複雑な要
因を総合的に分析・考察する。

現在の日本外交にもかかわりのある外交史における具体的な例を取り上げて、討議等も盛込みな
がら「考えるカJ、「ものを見る目Jを養うことにより国際社会で活躍を希望する学生に役立つよう
活気あるものにしたい。

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: r日本外交の軌跡j細谷千博着、 NHKブックス、日本由貿送協会刊。

参考文献: r三訂『日本外交史慣説JJ池井恒善、塵応通信刊。

注 意事 項:日本外交史 1:から始め、その後Hを履修するのが望ましい。

日 本 外

戦後50余年の日本外交

交 史 E 
つる た かめよし

鶴田亀良
2!l!m 
1-4年
福一一扇

第二次世界大戦後、サンプランシスコ講和条約調印、国連加盟を経て展開されてきている日本外
交の50余年のプロセスをたどる。その問、アジア周辺国との「戦後処理j、ソ連(ロシア)、勝国、
中国等との関係正常化をめぐる課題と対応、 一方、日本の戦後の経済発展に伴うグローバルな課題
への日本の対応、さらに、 主要先進国首脳会議(サミット)、APECなどを通じての日本の協力など
を中心に取り上げる。

「アジア太平洋地域の安定と繁栄の確保Jr平和と繁栄の21世紀の構築j をめぐる課題とそれら

への日本の寄与、あり方など日本外交の全般的な対応につき学生と共に考えることに努める。

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。

テキスト名: r戦後日本外交史j五百旗頭蝿編、有斐閣刊。

参考文献 :r日本外交の軌跡j細谷千樽著、 NHKブックス、日本放送協会刊。

注意事項:日本外交史 1:から始め、その後、 11を履修するのが望ましい。
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日 本 キ土 .0. 
Z玄

品晶

画閑 加藤譲治

一一
一

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J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J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: r日本社会論IIJの受講を望む。

日 本 社 .0. 
'2x 

~ 

E問 E 加藤譲治

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

料を提供したい。

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』富永健一、講談社学術文庫

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。
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|国際コミュニケーション/国際言語文化学科共通 I



1 .自由選択科目

ビジネス・インターンシップ てらだ みな

寺田美奈子

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ω中で、産学連携による人材育成の一環として「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味し、総合的に評価する。

テキスト名:随時、プリント等を配布する。

注意事項:実習先が市役所等の公共機関、および旅行・ホテル・運輸・新聞社・サービス等の民

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こと、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。



キャリアデザイン
はまのうえ

浜之上
みゆ曹

幸 一一円

近年、卒業後の進路や就職を考える場合には、自らの生涯を通じてのキャリアを意識し、自発的

に形成に向けて取り組む「キャリア開発Jの必要性が叫ばれている。

この授業では、「仕事と人生Jr仕事と社会Jr生涯教育Jr女性と仕事Jr仕事と資格Jr留学と

就職活動Jなどの幅広いアプローチを行うことを目的とする。具体的な進路としては、企業への就

職先の他に、公務員、外交官、ジャーナリスト、大学院進学、教職、 NGO、起業家などの選釈肢

を幅広く取上げる予定である。

「自分がやりたい仕事は何かJrどのように社会と関わって生きて行くのかJr今後大学で何を学

ぶべきかj について考え、現実的なキャリアデザイン(設計)を目指す。

さらには「自己分析テストJなど、アセスメントツールを用いた自己の適性診断なども行う。

評価方法:出席状況、学習の取り組み姿勢・態度、レポート等の提出物の内容を加味し、総合的

に評価する。

テキスト名:随時、プリント等を配布する。

注意事項:民間企業をはじめ、社会の様々な分野で活躍されている方々をお呼ぴする予定なので、

本学の代表であるという自己意識・自己責任の意識を持つこと。

出席重視、時間厳守、礼儀作法重視。詳細は学期初めに掲示予定のシラパスを参照の

こと。

国際ボランテイア体験 高木 日耕

近年、異文化交流や国際理解の機会(実地体験授業)を要望する学生の声が多く聞かれるように

なった。かかる事情を考慮して、大学では、平成14年度より国際教育交換協議会(カウンシル)が

主催する「国際ボランティアプロジェクト j への参加者の中から希望者に対して単位を認定する制

度を試験的に導入することとした。「プロジェクトJを通じて異文化理解と国際交琉を実体験する

ことがねらいである。単位取得希望者には、カウンシル主催の説明会への出席、報告書の作成と提

出、体験談の発表などの課題が課されることになる。なお、本制度に関するオリエンテーションと

報告書の作成指導、および採点は、国際言語文化学科講師の高木が担当することになった。

評価方法:説明会への出席、「プロジェクトjへの参加、報告書の作成と提出、体験談の発表な

どの課題を総合的に判断して、単位認定を行なう。

テキス卜名:基本的にテキス卜は使用しない。

注意事項: rプロジェクトJは7月-9月に 2-3週間の予定で実施、 1日平均5時間の共同作

業でタスクにあたることになる。参加は必要経費の負担を含めて基本的に参加者本人

の自己責任下に行なうものとする。説明会や体験談発表会、報告書提出締切りなどの

日程は追って連絡があるので、掲示物に注意しておくこと。また、不明な点は参加者

自身が積極的に情報収集に努めること。
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インドネシア文化実地研究
』子同

日
京
日
厚

だ
田
肋
川

山
内
舟
一
円
皆

各年、春期、夏期の2回、 1ヶ月間の語学研修を行う。

研修地はインドネシア、東部ジャワ州のマラン市にある私立ムルデカ大学および西部ジャワ州の

バンドン市にある国立パジヤジャラン大学である。午前中は大学での語学研修、午後はチューター

との課外活動およびインドネシアの伝統文化を学ぶ実習をおこなう。

インドネシアの一般家庭に滞在し、大学では日本で学んだ個人個人のインドネシア語修得力の再

確認と日本では学べない別の角度から見たインドネシア語を学習し、更に実際にインドネシアの伝

統、文化を学んでもらう。

評価方法:試験、授業への参加度を総合的に評価

卜ライ スペイン語
え とう いち ろう

江藤一郎

スペイン語の文法全体を、浅く，広く教えて、辞書をひいて、簡単な読み物が読めるようにした

い。また旅行に行つてなんとか現在形だけの活用で、最低限必要な会話ができるようにしたい。今

年は集中講義になったが、薄い教科書で、すくなくとも直説法の時制はすべてカバーできるように

したい。

評価方法:授業の出席が一番重要視される。

テキス卜名:未定
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1 単位
1-4年
轟市語義

子

子

も
日
ち
E
F

と
矢
古
書

た
固
い
井

必
勝
一
一
僧

墨
田==ロスンフイ卜 フ

フランス語を本格的に学ぶゆとりはないが、ちょっとだけかじってみたい。そんなニーズに応え

る入門的な体験講座です。フランス語の音声、文字、語集、基本表現をちょっとだけ勉強します。

文法も最後まで終えるなどという大胆な発想はもたず、必要最小限に留めます。フランス語を学ぶ

道筋をある程度つけ、フランス語ってこんな言葉なんだという感触を与えることを目指します。言

語の背景にある文化や旅行についても触れ、他の言語との簡単な比較も試みます。

集中講義として 1日3こま 4日間で行います。

フ

評価方法:平常点と簡単なテストにより評価します。

いわ い みさき

岩井糞佐紀
ホアンアインティー

HOANG ANH THI 
雪五
回目ム

テキスト名:開講時に教室で指示します。

ナト

注意事項:定員25名とします。

べイフ卜

ベトナム語は、中国語やタイ語と同様、声調言語ですが、漢字や民族文字を使う中国語やタイ語

と異なり 、ローマ字を使います。もともとのベトナム語の音績を区別するために、ローマ字に記号

が付いた変造文字が作られました。例えば、 11もある母音は、ヤマ記号やお皿の記号、ひげの記号

がつくなどして音韻を区別しています。それに重ねて、声調記号が付け加えられます。

文字はこのようにそれほど難しくはありませんが、我々日本人にとって最も難解なのは、会話や

ヒアリングでしょう。音やトーンの微妙な違いによって意味が異なってくるベトナム語を駆使する

には、相当の努力が必要です。あいさつや短い会話などを練習することで、徐々に馴らしていきま

しょう。
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評価方法:授業態度および期末試験

テキス卜名:未定



トライ・インドネシア語
ふな だ きょう 』

舟 田京子他

選択外国語のインドネシア語 1a、bを時間的に受講することができない学生、あるいはインド

ネシア諮 1a、bを受講する前にインドネシア語とはどのような言語なのか知って、少し試してみ

たいと思う学生向き。

90分授業を12回行い、その中で簡単な会話ができるようになる程度の文法を会話を交えて解説する。

評価方法:筆記試験、授業への参加度を総合的に判断

テキス卜名:未定

トライ・ポ ル ト ガ ル 語

ポルトガル語に触れてみる

1車在
1-4年
集 中 揖 韓

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2

億人を数え、世界で7番目に多く話されている言語です。「ボタンJや「カルタJなど、ポルトガ

yレ語を語源としている日本語もあります。アルファベットは英語と同じなので、入りやすい言語だ

と言えるでしょう。

Jリーグのサッカー選手や、 K・1やPRIDE等の格闘家、ボサノヴァの歎手など、日本でもなじみ

の深いブラジル人が実際に話している言葉を紹介します。また、日本国内には現在25万人ものブラ

ジル人が在住しており、ポルトガル語を実際に使う機会は思ったよりも早く訪れるかもしれません。

評価方法:出席が評価の中心になりますが、力試しの小テストを実施する予定です。

テキス卜名:コピーを配布して使いますが、さらに学習したい人のために参考図書を紹介します。
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2.留学生対象日本語/英語科目

L竺 本 五
回==ロ

ほり うち みねこ

堀内みね子

芝「直
1 年
前期

キャンパス日本語

大学生活を円滑に進めていくために有用な情報を鳩やし、学習技術を伸ばす。新たな環境資源を

自分に役立つように開発・活用する方法を探し、ネットワーク作りを行う。この授業では下記項目

を実施する。

1.日本の大学での学習方法を知る

2.図書館、コンピュータを活用した情報・文献資料の収集方法に宵熟する

3.試験の出題形式、解答方法などに慣れる

4.大学の授業を聴講し、ノートの取り方を練習する(ノートテーキングパートナーと共に)

5.興味のあるテーマについて調査して、結果をまとめる

6.異文化体験を意識化する(チューターと交換日記実施)

評価方法:出席、自主的参加態度、課題提出、ノート提出(履修している学部授業のノート提出)、

チューターとの交換日記提出

テキス卜名: (下記は使用予定教材だが、初回捜業で連絡する)

『大学の授業へのパスポート』凡人社

『留学生のためのキャンパスジャパニーズ』尊門教育出版

『大学生のための日本語』産能大学出版会

『大学で学ぶためのアカデミツク・ジャパニーズ.sThe Japan Times 

日 本 五
回==ロ 川

-
ほり うち みねこ

堀内みね子

2 単位
1 年
後期

口頭発表

留学生が日本の大学で、日本入学生とともに学業を遂行するために必要な日本語のうち、主に

「聴く j ことに関連した日本語力の向上をめざす。取り上げる内容は以下の通りである。

1 .聞き取り訓練

2.プ、yクレポート(輪読、ブックレポートを書く、発表する、質疑応答する、意見交換する)

3.ゼミ形式の授業での口頭発表を練習する(ハンドアウトを書く、表・資料を活用しながら発表

する)

4.デイスカッションをする

評価方法:出席、自主的参加態度、課題提出(ブックレポートなど)、単独の口頭発表、グルー

プディスカッション

テキス卜名: (下記は使用予定数材だが、初回授業で連鎗する)

『講義を聴く技術』産能大学出版会

『研究発衰の方法一留学生のためのレポート作成・口頭発表の準備の手引き』産能短

期大学

『日本語口頭表現と討論の按術』東海大学出版会
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日 本 軍
ロ--=ロ E 

あお き

青木ひろみ

2事亙
1 年
前期

留学生が日本の大学で専門について学んでいくために、話し言葉とは異なる文法、文体、表現に

ついて学び、日本語で内容を表現できる能力を養うことを目的とする。特に、文字による情報を読

みとり要約文を書く、要約文に基づいて意見文を書く能力の習得を目指す。授業ではテキストを使

用し、それぞれの内容について下記の手順で進めていく。

1.内容を理解し、文章構成を学ぶ。

2.文章構成の技術を学ぶ。

3.関連した表現技術を学ぶ。

4.文章構成の技術・表現技術を応用し、作文を完成させる。

5.各自が書いた内容について意見を交換する。

評価方法:出席、授業への参加態度、宿題、課題作文

テキス卜名: r日本語の表現按術読解と作文上級』古今書院

資料配付

E1宮古
1 年
後期

留学生が日本の大学でレポートや論文のような説明的な文章を書くための手順を、段階を踏んで

学んでいく。授業では説明的な文章を多く読み、その構成や論理的な文章の展開方法について考え

日 本 雪五
回目 ν あお き

青木ひろみ

る。緩終的に各自が関心のあるテーマを選ぴ、レポートを作成する。

評価方法:出席、授業への参加態度、宿題、レポート

テキス卜名: f大学生と留学生のための論文ワークブック』くろしお出版

資料配付

注意事項: r日本語基礎illJを履修済みであること、または同程度の能力があると認められた学

習者。



Basic English 1， n 
1 2 単位|
| 1-4年|
|前期・後期|

This c1ass is an introductory course in English for international students who have had little previous 
study of English. The focus is on learning the basics of English， especially through speaking and 
listening activities. 

Regular attendance is absolutely required. 

Intermediate English 1， n 2 単位
1τ互草

爾商7夜扇

This class is for international students who have studied English previously. It develops the students' 

practical knowledge of English. The focus is particularly on the practical use of English for speaking 

and listening. 

Regular attendance is absolutely required. 

評価方法:In order to enroll in Intermediate English， students must pass a placement test given at 

the beginning of April. 
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| 全学科共通 | 



平成14年度休講科目

科目区分 授業科目名 備 考

学科研 究 ( 英 米) 英語構文研究

英語学特別研究

英語デイベート 11

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

中国語音声学

中国現代文学研究

中国経済概論

中国経済特殊研究

日中比較経済論 」

学 科研究(韓国) 韓国語学特講11

韓国文化特定研究

韓国現代文学研究 1• 11 

共通研究(英中西韓) 比較文明諭11

/国際研究(国際言語文

化)

演 習 比較文化研究演習-2(中国現代文学績習)

地域一国際研究演習-3(中国経清漬習)

自 由 選 択 トライ・中国語
、

トライ・韓国語

トライ・ドイツ語

トライ・イタリア語

トライ・ロシア語

トライ・アラビア語

トライ・タイ語

日本語(留学生対象) 日本語総合講座

-767 -



平成14年度集中講義科目

科目区分 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 祭均 9/10(1()-13働の3-8限

(韓国) (合計12コマ)

共通研究 社会言語学B 日比谷潤子 712飢月)-8/1側、 8/30働・ 31(:t)

(英中西韓) の 1-8限 (合計24コマ)

/言語コミュ

ニケーション ‘ 

(国際コミュ)

共通研究 心理言語学A 寺尾 康 7/2凱月)の3-8限

7/3酌め-8/1附の 1-8限

9/12休)の3-8限

9/ 13~封の 1-8限

9/14回の 1-4限

(合計24コマ) I 

共通研究 メディア・ 御堂岡潔 9/12附-9/14ωの 1-8限

(英中西緯) コミュニケーション諭ID (合計12コマ)

/言語コミユ

ニケーション

(国際コミヱ)

教 職 英語科教育法IF. IIF 小野田柴 未定(後日掲示等で知らせる)

自由選択 トライ・スペイン語 江藤一郎 7/3脱却-8/2働の 1-6限

(合計12コマ)

自由選択 トライ・フランス語 藤田知子 9/11倒-9/14出の3-8限

横井幸子 (合計12コマ)

自由選択 トライ・ベトナム語 岩井美佐紀 9/10例-9/13働の3-8限

ホアンアインティー (合計12コマ)

自由選択 トライ・インドネシア語 舟田京子他 未定(後日掲示等で知らせる)

トライ・ポルトガル語
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