
期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C14001-01考古学演習

２年通年 8  1 授業形態:演習武末　純一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

前期は、まずそれぞれが専攻する時代の社会像・文化像・時代像を発
表する。それを踏まえて、2年生から各自の修士論文の構想を発表す
る。次に1年生は、修士論文の構想を立てるために、関連する課題に
ついて順次発表してもらう。後期はまず、各人の研究に関する資料調
査結果を報告する。次に、1年生から修士論文の構想を発表する。最
後に2年生が提出直前の修士論文を仕上げるための発表をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．自分が専攻する時代の全体像を、おぼろげながらでも把握でき
る。
2．論理的に話す能力・他人と議論できる能力が身に着く。
3．1年生は修士論文作成の基礎をつくり、2年生は修士論文を完成さ
せる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標を踏まえて、発表内容と、作成した発表資料のできばえ、議
論にいかに参加したか、それらの発表と議論から何を学んだか、など
に基づいて総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

演習は自分の意見を作り、それを他人に発表して議論する場であるこ
とを認識してほしい。準備学習では、他人の発表にも興味を持ち、自
分で参考論文を探し出す努力をして目を通す。自分の発表の事前学習
では、他人に分かりやすい資料になっているかを検討する。他人の発
表の事後学習では議論を踏まえて参考論文を読み直す。自分の発表の
事後学習では、発表資料を再検討して作り直す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　1年
【前期】
1はじめに
2～6時代像を点検する
7～14修士論文構想発表
15前期のまとめ
【後期】
1はじめに
2～9資料調査報告
11̃14修士論文確認・修正　
15後期のまとめ

　2年
【前期】
1はじめに
2～6時代像を点検する
7～14修士論文構想発表
15前期のまとめ
【後期】
1はじめに
2～9資料調査報告
11̃14修士論文確認・修正　
15後期のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C14001-02考古学演習

２年通年 8  1 授業形態:演習桃崎　祐輔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大学院生は修行中とはいえ、既に一人の研究者である。よって自身の
学問を表明する学会発表と論文執筆を積み重ねる必要があることは改
めて言うまでもない。
しかし空理空論を濫造してもそれは知的生産とはいえない。知的生産
とは、①問を発する思考の習慣、②先学の成果と課題を知る研究史の
熟知、③オリジナルな資料調査や資料探索、④資料の目的的かつ客観
的な分析、⑤歴史的理解への昇華、などの作業を組み立てることであ
る。本演習では特に、Ａ．自身の資料調査や探索にもとづく資料提
示、Ｂ．自身が収集・着眼した資料の分析視角、を重視し、基本的な
資料提示に何が求められ、そこから何を論じるかという点を実践・討
議していきたい。１限あたり２名程度の発表と討論を行う。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Ａ．パワーポイントを中心とした映像プレゼン資料を作成できるよう
になる。
Ｂ．実測図の集成、分類・編年図など図面資料を作成できるようにな
る。
Ｃ．論旨を文字だけで表現した文章資料を作成できるようになる。
Ｄ.上記３種を複合して学会・研究会発表・要旨作成ができる。
Ｅ.学会・研究会内容を発展させ論文化することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Ａ.映像・図面・文章による資料提示能力の優劣。
Ｂ.自身の調査精度や姿勢を第三者と議論しながら錬磨する実践の優
劣。
Ｃ.演習を発展させた学会・研究発表の実践の有無。
Ｄ.演習を発展させた学術論文執筆の有無。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Ａ.各自のテーマに関係する学術論文・専門文献を最低20本程度熟読理
解する。
Ｂ.東京大学史学会『史学雑誌』『考古学ジャーナル』動向等で最新研
究把握。
Ｃ.関連学会・研究会への参加と資料の入手。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Ａ.本演習は日常からの資料調査を前提とする。既刊資料のみでの発表
は禁止。
Ｂ.発表をしない者、水準に達しない発表には単位認定を行わない。
Ｃ.事前学習は資料調査および関連論文の精読および検証・批判的分
析。
Ｄ.事後学習では演習中の指導内容をもとに発表要旨・論文を推敲す
る。

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年
【前期】
１　論文の書き方2019
２　資料から何を学ぶか
３̃９　資料提示の方法①̃⑦
10̃15　資料分析の視角①～⑥
【後期】
１　論文執筆の実践にむけて
２̃８　論文要旨と研究法①～⑦
９̃15　分析と解釈①～⑦

２年
【前期】
１　論文の書き方2020
２̃５　論文の設計①̃④
６̃９　研究史と問題点①̃④
10～12　研究の方法①̃⑥
13～15　資料調査の項目①̃③　
【後期】
１　論文執筆の実践にむけて
２～５　調査資料の提示①̃④
６～９　資料の分析①̃④
10～12　解釈と歴史的意義①̃③
13～15　結論と論理構成①̃③



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C14031-01考古学特講Ⅲｃ

前期 2  1 授業形態:講義桃崎　祐輔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　歴史事象は様々な要素がからみあって構成されているが、その原動
力を要約すると、大きく二つの要素にまとめることができる。第一は
人間集団の内的発展・矛盾、第二が外的影響である。この二つの要素
がからみあうことで、歴史のダイナミズムが生まれる。
　北部九州は列島と半島・大陸の狭間にあって、国家形成以前から対
外交渉で重要な役割を果たしてきた。
　今年度の特講では、玄界灘沿岸の個別地域の歴史や資料に注目しな
がら、地域の開発や地域社会の形成といった内的発展の側面と、対外
交渉や中央政権による地域支配といった外的影響の二側面から各地の
状況を概観し、地域研究における成果と課題を明らかにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１  考古・美術・文献・地理資料等を複合した学際的研究の手法を学
ぶ。
２　学際研究の実践によって個別資料の限界を相互補完する手法を学
ぶ。
３　地方史・郷土史の視点を通じて、研究成果の社会的還元を学ぶ。
４　学際的視点に立った学会発表や学術論文の執筆ができるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Ａ.学期末に自身のフィールドの原始・古代・中世・近世に関するレ
ポート提出。
Ｂ.レポート内容を発展させた学会発表・市民講座の実践。
Ｃ.レポート内容を発展させた論文化の実践。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Ａ.プリントを配布する。
Ｂ.パワーポイントを使用する。　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Ａ.事前学習では、自身の研究フィールドに関する踏査や巡検を自主的
に行い、レポート提出のための資料や情報収集、写真撮影を行うこ
と。
Ｂ．事後学習では、授業内容と接点を生じる自身の研究テーマについ
てレポート執筆および市民講座を行うことを要件とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　対外交渉からみた魏晋南北朝
２　対外交渉からみた隋
３　対外交渉からみた唐
４　対外交渉からみた高句麗
５　対外交渉からみた伽耶
６　対外交渉からみた新羅
７　対外交渉からみた百済・慕韓
８　油山山麓の原始・古代の考古学
９　糟屋地域の原始・古代の考古学
10　宗像地域の原始・古代の考古学
11　筑豊地域の原始・古代の考古学
12　朝倉地域の原始・古代の考古学
13　豊前地域の原始・古代の考古学
14　糸島地域の原始・古代の考古学
15　唐津地域の原始・古代の考古学



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C14032-01考古学特講Ⅲｄ

後期 2  1 授業形態:講義桃崎　祐輔
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　北部九州には鴻臚館・観世音寺・博多遺跡群・元寇防塁・大宰府史
跡・今津、臼杵石仏群や鵜殿石仏群などの古代末～中世の重要遺跡が
数多くあり、また貿易陶磁器研究の先進地帯でもある。本講義では、
九州各地の地域フィールドを、３つの側面からとらえる。すなわち
Ａ．港湾と都市（商人・職人・官人・被差別民・海賊）
Ｂ．村落と居館（武士・名主・農民）、そして
Ｃ．山岳と宗教権門（僧侶・山伏・神官・聖等）である。
　九州の考古学は、宿命的に東アジア全体のなかでの位置付けが求め
られる。特に今年度は、古代中世の東アジア諸国の考古学的成果との
関係を念頭に置きながら対比をこころみたい。
　本講義では、特に玄界灘沿岸を中心とした具体的な個別地域をとり
あげ、最新の研究や資料を加えながら概観していきたい。その上で各
地域に遺された考古・美術・文献・地理資料等を駆使し、それらを複
合した学際的研究を行なうことで、九州における中近世社会の成立と
変遷過程のパターンを明らかにしていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１  考古・美術・文献・地理資料等を複合した学際的研究の手法を学
ぶ。
２　学際研究の実践によって個別資料の限界を相互補完する手法を学
ぶ。
３　地方史・郷土史の視点を通じて、研究成果の社会的還元を学ぶ。
４　学際的視点に立った学会発表や学術論文の執筆ができるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Ａ.学期末に自身のフィールドの原始・古代・中世・近世に関するレ
ポート提出。
Ｂ.レポート内容を発展させた学会発表・市民講座の実践。
Ｃ.レポート内容を発展させた論文化の実践。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Ａ.プリントを配布する。
Ｂ.パワーポイントを使用する。　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Ａ．自身の専攻分野の研究方法だけでなく、隣接関連分野の研究手法
の独習につとめ、その成果を自身の研究に摂取することを心掛けてほ
しい。
Ｂ．事前学習では、踏査や巡検で、自ら問題意識をもって資料の収集
や探索、写真撮影を行うこと。
Ｃ．事後学習では、収集した資料と授業内容の接点を掘り下げ、資料
紹介や調査報告書、研究ノートを作成できるようにすることを要件と
する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　対外交渉からみた五代十国
２　対外交渉からみた統一新羅
３　対外交渉からみた渤海
４　対外交渉からみた契丹
５　対外交渉からみた宋
６　対外交渉からみた元
７　国際都市博多
８　油山山麓の中近世考古学
９　糟屋地域の中近世考古学
10　宗像地域の中近世考古学
11　筑豊地域の中近世考古学
12　朝倉地域の中近世考古学
13　豊前地域の中近世考古学
14　糸島地域の中近世考古学
15　唐津地域の中近世考古学



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C14014-01考古学方法論A

通年 4  1 授業形態:講義及び演習武末　純一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

今年度は、考古学の方法論を議論する。前期は「型式論」をじっくり
考える。後期は「型式論」の残りと「集落論の原理」をじっくり考え
る。受講者には、前期・後期共にテーマを細かく割り振って、それぞ
れ発表してもらう。自分が分担する部分には何が書かれているのかを
解説して、その意味、それに対する自分自身の考えを述べる。考古学
の方法論を身につけること、原理原則を考え、それを他人に発表して
議論できるようになる事が目的である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．考古学の方法論を身につける。
2．原理原則を考え、それを他人に発表して議論できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標を踏まえて、発表内容と、作成した発表資料のできばえ、議
論にいかに参加したか、などに基づいて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【参考文献】
横山浩一「型式論」『岩波講座　日本考古学１　研究の方法』1985年
武末純一『弥生の村』2002年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

この方法論は原理原則を考える場である。自分の意見を作り、それを
他人に発表して議論する場でもあることを認識してほしい。準備学習
では、他人の発表にも興味を持ち、自分で参考論文を探し出す努力を
して目を通す。自分の発表の事前学習では、他人に分かりやすい資料
になっているかを検討する。他人の発表の事後学習では議論を踏まえ
て参考論文を読み直す。自分の発表の事後学習では、発表資料を再検
討して作り直す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【前期】
1はじめに
2型式論の準備(分類とは)
3型式論の準備(型式とは)
4型式論の準備(型式組列)
5型式論の準備(型式の基礎)
6型式論の準備(型式の3軸)
7古典的型式論(原理)
8古典的型式論(型式組列の作成)
9古典的型式論(一括遺物)
11古典的型式論(型式組列の検証)
12日本の型式論(研究史)
13日本の型式論(山内清男)
14日本の型式論(小林行雄)
15日本の型式論(小林達雄)
【後期】
1はじめに
2型式論の諸問題(時間的変化)
3型式論の諸問題(頻度のセリエーション)
4型式論の諸問題(新旧型式の併存)
5型式論の諸問題(空間的変化)
6型式論の諸問題(微細分類)
7型式論の諸問題(属性分析の原理)
8型式論の諸問題(属性分析の実際)
9型式論の諸問題(型式と人間)
10集落論の原理(集落とは)
11集落論の原理(集落の範囲)
12集落論の原理(時代区分と暦年代)
13集落論の原理(集落の施設)
14集落論の原理(集落の構造)
15おわりに



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13001-01西洋史演習

２年通年 8  1 授業形態:演習星乃　治彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　参加者各人の修士論文に関連する最新の研究動向の理解を深めるこ
とを目的とします。各人の修士論文作成に向けた作業を積み重ねてい
きます。各人に与えられた作業の成果を報告し、議論することとしま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋史に関する最新の研究動向の習得と修士論文作成に向けたスキル
の向上を目指します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

出席を含む平常点を重視します。報告の内容、議論への積極性の如何
を評価対象とします。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各人に与えられた作業を計画的に進め、報告につなげて下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1年
前期
1.オリエンテーションと担当部分の確認
2.研究状況（講義）
3.担当部分１の報告と討論
4.担当部分2の報告と討論
5.担当部分3の報告と討論
6.担当部分4の報告と討論
7.担当部分5の報告と討論
8.担当部分6の報告と討論
9.担当部分7の報告と討論
10.担当部分8の報告と討論
11.担当部分9の報告と討論
12.担当部分10の報告と討論
13.担当部分11の報告と討論
14.担当部分12の報告と討論
15.まとめ

後期
1.オリエンテーションと担当部分の確認
2.研究状況（講義）
3.担当部分１の報告と討論
4.担当部分2の報告と討論
5.担当部分3の報告と討論
6.担当部分4の報告と討論
7.担当部分5の報告と討論
8.担当部分6の報告と討論
9.担当部分7の報告と討論
10.担当部分8の報告と討論
11.担当部分9の報告と討論
12.担当部分10の報告と討論
13.担当部分11の報告と討論
14.担当部分12の報告と討論
15.まとめ

2年
前期
1.オリエンテーションと担当部分の確認
2.研究状況（講義）
3.担当部分１の報告と討論
4.担当部分2の報告と討論
5.担当部分3の報告と討論
6.担当部分4の報告と討論
7.担当部分5の報告と討論
8.担当部分6の報告と討論
9.担当部分7の報告と討論
10.担当部分8の報告と討論
11.担当部分9の報告と討論
12.担当部分10の報告と討論
13.担当部分11の報告と討論
14.担当部分12の報告と討論
15.まとめ

後期
1.オリエンテーションと担当部分の確認
2.研究状況（講義）
3.担当部分１の報告と討論
4.担当部分2の報告と討論
5.担当部分3の報告と討論
6.担当部分4の報告と討論
7.担当部分5の報告と討論
8.担当部分6の報告と討論
9.担当部分7の報告と討論
10.担当部分8の報告と討論
11.担当部分9の報告と討論
12.担当部分10の報告と討論
13.担当部分11の報告と討論
14.担当部分12の報告と討論
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13001-02西洋史演習

２年通年 8  1 授業形態:演習森　丈夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習では、「グローバル化と市民的公共性」をテーマに、欧米の
近代社会の再検討に関わる近年の研究動向を学習する。最近20年の欧
米における近代史の学会において、最も重視されている方法概念は
「市民的公共性」ないしは「市民的公共圏」である。この概念の基本
的な考え方は、近代化の過程として国家や資本主義セクターに焦点を
当ててきた従来の近代史研究に対して、「市民社会」の自律的位相と
その発展を重視するものである。ただし近年の研究は、市民社会の理
念像の提示にとどまっていた社会学的考察を超え、「市民的公共性」
が国家やグローバル化と関わりながら、機能的に働いていたことを具
体的に示し、近代社会の形成過程に大きな役割を果たしたことを認め
ている。例えば、イギリス史では病院や救貧などが産業革命による社
会変動を緩和したことが明らかにされ、他方、アメリカ史では、市民
団体が社会的規律化を先導したことが解明されている。そこで本演習
では、このような近年の学問的成果に関わる日本語と欧語文献を読解
し、新たな近代史像の探求を行なう。
　受講生は、指定された文献を読解し、①概要、②学問的意義、③批
判を行なったレポートを書き、授業中に報告し、討論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義は受講生が、グローバル化と市民的公共性の歴史的・現代的意
義について説明できるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ミニレポートの評価（50点）
クラス討論での意見（50点）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献表を学期始めに配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：受講に当たり、必ず当該授業で扱う文献を読解し、①概
要、②学問的意義、③批判を行なったレポートを書く。事前学習は2
時間を目安とする。
事後学習：授業で行われた討論内容を各自で振り返り、次回のレポー
トに反映すること。各回の事後学習を2時間行い、理解を深めるこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1年目
前期
１、イントロダクション
　「グローバル化と市民的公共性」の説明。
２、追加文献の調査
３～１４　報告と討論
１５　総括
後期
１、イントロダクション
２、追加文献の調査
３～１４　報告と討論
１５　総括

２年目
前期
１、イントロダクション
　近年におけるグローバル化論と市民的公共性に関する議
論のまとめ
２、追加文献の調査
３～１４　報告と討論
１５　総括
後期
１、イントロダクション
２、追加文献の調査
３～１４　報告と討論
１５　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13015-01西洋史史料講読A

通年 4  1 授業形態:講義及び演習星乃　治彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　出席者の修士論文に必要な文献を読んでいきます。予め自分に指定
された文献を読み進め、そのチェックを中心的にやっていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　修士論文執筆に必要な語学力、時代の分析力などを養成していきま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平常点（出席、予習の如何、報告の出来）を基にします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　各自の修士論文に必要な文献

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究書、史料を精読してください。1ページ最低2時間程度を予習に
割き、文献の正確な講読とともに、歴史的語句などを一つ一つ辞書を
使って理解していきます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1.オリエンテーション
2.第1回講読
3.第2回講読
4.第3回講読
5.第4回講読
6.第5回講読
7.第6回講読
8.第7回講読
9.第8回講読
10.第9回講読
11.第10回講読
12.第11回講読
13.第12回講読
14.第13回講読
15.まとめ

後期
1.オリエンテーション
2.第1回講読
3.第2回講読
4.第3回講読
5.第4回講読
6.第5回講読
7.第6回講読
8.第7回講読
9.第8回講読
10.第9回講読
11.第10回講読
12.第11回講読
13.第12回講読
14.第13回講読
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13015-02西洋史史料講読A

通年 4  1 授業形態:講義及び演習森　丈夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　西洋史史料講読Ｂでは、欧米の近代史に関わる資・史料を読解し、
報告することを授業内容とする。まず対象とするのは、近世以後のグ
ローバル化のもたらす諸問題に関わる資・史料である。受講生は指定
された資・史料を読解し、その意味内容を説明することが求められ
る。次に受講生の研究対象に関する資・史料を担当の受講生が読解
し、報告する。その際には、資・史料のみならず、研究史、研究対象
の概要、自らの分析も合わせて報告する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

受講生が資・史料の意味内容を説明し、また資・史料を用いて、研究
対象について分析することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告の評価（50点）
クラス討論での意見（50点）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

学期初めに配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：当該授業で扱う資・史料を読解し、その内容について説明
できるようにしておくこと。事前学習は2時間を目安とする。
事後学習：授業で行われた討論内容を各自でまとめ、次回のレポート
に反映すること。各回の事後学習を2時間行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、イントロダクション
２、史料読解①（アメリカ植民と先住民）
３、史料読解②（イギリス帝国の展開）
４、史料読解③（イギリス帝国とフランス帝国）
５、報告と討論①（イギリス帝国と北大西洋）
６、報告と討論②（出産の社会史）
７、報告と討論③（近代とジェンダー）
８、報告と討論④（奴隷船と奴隷貿易）
９、報告と討論⑤（ヨーロッパのマイノリティ）
１０、報告と討論⑥（出産の社会史②）
１１、報告と討論⑦（毛皮貿易と先住民）
１２、報告と討論⑧（身体管理とグローバル化）
１３、報告と討論⑨（ジェンダーと戦争）
１４、報告と討論⑩（毛皮貿易と先住民②）
１５、中間総括
１６、史料読解④（イギリス帝国の戦争）
１７、史料読解②（アメリカ独立と外交）
１８、史料読解③（独立戦争）
１９、報告と討論⑪（マイノリティの迫害）
２０、報告と討論⑫（海賊の社会史）
２１、報告と討論⑬（イギリス帝国の内陸支配）
２２、報告と討論⑭（看護の世界史）
２３、報告と討論⑮（戦間期のヨーロッパ文化）
２４、報告と討論⑯（奴隷船と奴隷制廃止）
２５、報告と討論⑰（アメリカ帝国論）
２６、報告と討論⑱（海賊と帝国）
２７、個別報告⑲（先住民と環境）
２８、個別報告⑳（看護とジェンダー）
２９、全体討論（近代社会論）
３０、総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13023-01西洋史特講Ⅰｃ

前期 2  1 授業形態:講義岡崎　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　歴史学が直面しているさまざまな諸問題を、西洋史に素材をとりな
がら再考する。
　歴史学研究は現在、実証の基盤やポジショナリティなど、その存在
理由や正当化のあり方自体を含めて、根本的な問い直しのただ中にお
かれている。とりわけ重要なのは、歴史学の公共的次元に対する関心
が高まっていることである。そこでは、学界の外との関係を、学問の
あり方自体を批判的に再考しながら、戦略的に再定義することが求め
られている
　この授業では、現代歴史学の最先端の現場で行われている様々な試
みに触れながら、歴史学が現在直面する諸問題について再検討した
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．歴史学の公共性問題に関する最新の研究動向について知り、適切
な説明やコメントができる。
２．報告において、調査結果を適切に提示できる。また、討論で生産
的な議論ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．出席状況（40%）
２．研究報告の評価（40%）
３．討論への参加 （20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書は使用しない。
講義では授業概要や関連資料を配布する。
初回に参考文献目録を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習は2時間を目安とする。
各回の授業内容に関係する資料や文献に、事前に目をとおしておくこ
と。
毎回授業最初に、前回のまとめ報告を課すので、必要な準備しておく
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：ガイダンス
第2回：歴史と歴史学の現在
第3回：過去の価値の正当化論理
第4回：近代的学問の成立構造
第5回：近代的学問の社会的成立構造
第6回：歴史認識の拡散
第7回：歴史資料は誰のものか
第8回：歴史教育の根拠
第9回：歴史学の公共性
第10回：学生による研究報告と討論（歴史の価値）
第11回：学生による研究報告と討論（学問の根拠）
第12回：学生による研究報告と討論（価値の拡散）
第13回：学生による研究報告と討論（学問の公共性）
第14回：全体での討論（歴史学の現在）
最終回：授業全体の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13024-01西洋史特講Ⅰｄ

後期 2  1 授業形態:講義岡崎　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　歴史学が直面しているさまざまな諸問題を、歴史学方法論の観点か
ら再考する。
　歴史学研究は現在、実証の基盤やポジショナリティなど、その存在
理由や正当化のあり方自体を含めて、根本的な問い直しのただ中にお
かれている。なかでも、歴史認識や実証に関わる問題が大きく浮上し
ている。
　この授業では、歴史学方法論について、現代の歴史学の最先端の現
場で行われている様々な試みに触れながら、歴史学が現在直面する諸
問題について再検討したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．歴史学方法論に関する最新の研究動向について知り、適切な説明
やコメントができる。
２．報告において、調査結果を適切に提示できる。また、討論で生産
的な議論ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．出席状況（40%）
２．研究報告の評価（40%）
３．討論への参加 （20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書は使用しない。
講義では授業概要や関連資料を配布する。
初回に参考文献目録を配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習は2時間を目安とする。
各回の授業内容に関係する資料や文献に、事前に目をとおしておくこ
と。
毎回授業最初に、前回のまとめ報告を課すので、必要な準備しておく
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：ガイダンス
第2回：歴史と歴史学の現在
第3回：歴史学方法論の射程
第4回：実証・資料論
第5回：歴史解釈の構造
第6回：歴史解釈理論の諸相
第7回：問題関心の基礎構造
第8回：問題関心の現代的変容
第9回：歴史認識論と社会
第10回：学生による研究報告と討論（史料認識）
第11回：学生による研究報告と討論（歴史解釈）
第12回：学生による研究報告と討論（問題関心）
第13回：学生による研究報告と討論（歴史認識）
第14回：全体での討論（歴史学の現在）
最終回：授業全体の総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13027-01西洋史特講Ⅱｃ

前期 2  1 授業形態:講義松塚　俊三
◎－－－　授業の概要　－－－◎

はじめに、私（松塚）が行ってきた研究について紹介し、授業への導
入とします。ついで、最近私が関心を持っているいくつかのテーマに
ついて講義します。また、私の過去の研究の中で、多少なりとも受講
生の研究に資するものがあれば、取り上げます。授業の後半は受講生
の研究報告に当てますので、各自、自分の研究テーマ関する、史料、
研究書、論文の要旨をまとめ、報告できるよう準備してください。西
洋史、日本史、東洋史、考古学を問わず、知見を広げられるように、
すべて、臨機応変に対応します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１、修士論文を完成させる上で必要となる歴史学の方法を習得する。
２、専門書、専門論文の読解力を高める。
３、議論を通じて、視野を広げ、センスを磨く。
４、表現力（口頭、文章）を高める

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１、研究報告の内容評価（50％）
２、議論への参加、貢献（30％）
３、学会、研究会への参加（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

とくに指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各自、の研究テーマに関する研究計画、文献・資料目録を作成するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、授業の進め方、計画の立案
２、私（松塚）の研究紹介
３、私のファミリー・ヒストリー、近世松塚村の　　研究
（現、大和高田市松塚町）
４、最近の関心（１）コレラとイギリス近代社会
５、最近の関心（２）イギリス王権の過去・現　　　在・
未来
６、最近の関心（３）ヨーロッパの王権との日本　　の天
皇制、元号・即位
７、最近の関心（４）アイルランド史研究の動　　　向、
小関隆『アイルランド革命』によせて
８、最近の関心（５）アイルランドの歴史・文　　　学・
映画
９、受講生の研究報告（１）
10、受講生の研究報告（２）
11、受講生の研究報告（３）
12、受講生の研究報告（４）
13、受講生の研究報告（５）
14、受講生の研究報告（６）
15、前期のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13028-01西洋史特講Ⅱｄ（世界史から考える日本近世思想史）

後期 2  1 授業形態:講義松塚　俊三
◎－－－　授業の概要　－－－◎

グローバルな視点から「連動する世界史」が語られるようになって、
すでに久しい。であれば、素人である外国史研究者が日本の思想史を
扱ってもよいのではないか。そんな思いから、10年前に始めた講義で
ある。日本の近世思想史などと言うと、世界史から一番、遠くにある
ように感じられるが、実はそうではない。思想史は世界の動向に最も
敏感に反応し、相互浸透と葛藤を繰り返した分野であった。代表的な
思想家たちの著作（現代語訳）を紐解き、外国史研究者から何が見え
てくるのか、改めて考えてみたい。注目するポイントは彼らの外国認
識である。世界システム論から始め、儒学、国学、蘭学の順位に講義
したい。しばらく中断していた講義の再点検でもある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１、グローバルな視点から歴史を考え、視野を広げる
２、原典に当たることの面白さ、重要性を理解する
３、グローバル・ヒストリーの方法、可能性を考える

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１、レポートの内容を評価する（50％）
２、授業への出席（30％）
３、議論への参加・貢献（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

とくに指定しない

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義内容を文章化したA3レジュメを100枚ほど配るので、ファイルし
ておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、なぜイギリス近代史の研究者が日本近世の思　　想史
を取り上げるのか
２、朱子学の理気二元論とヨーロッパへの伝播
３、伊藤仁斎、「愛こそすべて」の人間学
４、石田梅岩、生涯、自分と闘い続けた人
５、貝原益軒、江戸のベストセラー作家、少しく　　どい
が
６、安藤昌益、田舎のドグマティストか？
７、富永仲基、大阪のポスト・モダン
８、本居宣長、平田篤胤、大変な学者と黄泉の国　　に引
きずり込まれたとんでもない弟子
９、平田篤胤と彼を退けた明治の国家神道
10、後期水戸学派、神道にすり寄る儒学
11、杉田玄白と前野良沢、両者の明暗
12、渡辺崋山と蛮社の獄、西洋認識の深さ
13、高野長英、もっとも優秀にして、破天荒な逃　　亡者
14、漂流に見る庶民の対外認識
15、近世思想史の中の福沢諭吉



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C13040-01西洋史特講Ⅴd

集中後期 2  1 授業形態:講義大津留　厚
◎－－－　授業の概要　－－－◎

テーマ：「ハプスブルク近代史」という問い
　ヨーロッパ近世国家を複合国家として捉える考え方は今日国際的に
認知されていると言える。しかし複合的な国家体制が近代国民国家に
転換していく論理はまだ解明されていない。複合国家の一つのモデル
と考えられるハプスブルク国家は、多民族的な性格を持ちながら国民
国家への転換を果たしていくことになる。この授業では近代国家への
転換の諸相とそこで形成される多民族国民国家の在り方を考えるとと
もにその解体のプロセスを考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①複合国家に関する基本的な考え方を理解する。
②複合国家から近代国民国家への転換を理解する。
③多民族国民国家の論理と実際、その限界を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（小テスト、課題など）
複合国家に関する考え方の理解度を深めるため、課題を出し、それが
近代多民族国家としてあった論理と実際をより良く理解するため、小
テストを行う。

そのうえで最終テストでハプスブルク国家の崩壊過程を理解する。

平常点を40％、最終テストを60％として評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

大津留厚ほか編『ハプスブルク史研究入門―歴史のラビリンスへの招
待』（昭和堂、2013年）
大津留厚『捕虜が働くとき―第一次世界大戦・総力戦の挟間で』（人
文書院、2013年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

大津留厚『捕虜が働くとき―第一次世界大戦・総力戦の挟間で』（人
文書院、2013年）を事前に読んでおくと授業が理解しやすい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Ⅰ　 導入　複合国家としてのハプスブルク国家
Ⅱ　近代国家への道①
　  「マリア・テレージア、女性君主とは？」
　　近代国家への道②
　　「ナポレオン戦争とメッテルニッヒの時代」
　　近代国家への道③
　　「1848年革命とは？」
Ⅲ　多民族国民国家の成立①
　　「ドイツ帝国の成立とハプスブルク国家」
　　多民族国民国家の成立②
　　「オーストリア＝ハンガリー・アウスグライヒ」
　　多民族国民国家の成立③
　　「オーストリアの国民の人権に関する基本法第19条
　　「民族は平等である」」
Ⅳ　多民族国民国家の実際①
　　「統計の取り方」
多民族国民国家の実際②
　　「小学校の作り方」
　　多民族国民国家の実際③
　　「行政と言語」
　　多民族国民国家の実際④
　　「軍隊と言語」
Ⅴ　世界大戦と崩壊①
　　「ガリツィアの戦い」
　　世界大戦と崩壊②
　　「ミニチュアのハプスブルク―青野原俘虜収容所」
　　世界大戦と崩壊③
　　「彷徨えるハプスブルク」
　　世界大戦と崩壊④
　　「反乱する兵士たち」



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C12001-01東洋史演習

２年通年 8  1 授業形態:演習則松　彰文
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　史学専攻・東洋史専修の博士前期課程の大学院生を対象に、漢文史
料読解の深化、史料からの問題発掘、研究テーマの展開と深化を期し
て授業を行なう。
とくに、修士論文作成へ向けて、適宜、構想発表をおこなって貰う予
定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　明清時代の社会・経済に関する知識を蓄積するとともに、それらに
関する基本的な学説について説明出来る。（知識・理解）
　明清時代の漢文史料を白文で訓読し、理解できる。（技能）
　漢文史料や先行研究論文から自ら問題点を発掘し、新たな問題提起
を行なうことが出来る。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業における発表内容を７０％、研究レポートの内容を３０％で総
合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　毎回の授業で発表を行なうため、事前の予習は勿論、次回の発表へ
向けて、授業中に指摘された点や自ら抱いた疑問点などを授業後に検
討する必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年・前期
１～５　　　漢文史料を用いた問題発掘
６～１０　　先行研究批判
１１～１５　研究テーマの深化

１年・後期
１～５　　　先行研究批判
６～１０　　漢文史料を用いた研究発表
１１～１５　研究テーマに関する発表

２年・前期
１～５　　　研究テーマに関する発表
６～１０　　漢文史料を用いた問題発掘
１１～１５　研究テーマの深化

２年・後期
１～５　　　研究テーマに関する発表
６～１０　　漢文史料を用いた問題発掘
１１～１５　修士論文作成へ向けての報告



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C12012-01東洋史史料講読A

通年 4  1 授業形態:講義及び演習則松　彰文
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　史学専攻・東洋史専修の博士前期課程の大学院生を対象に、漢文史
料読解の深化を図る。漢文史料を書き下し文にし、日本語口語訳を行
なったのち、当該史料から様々な問題を発掘する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　漢文史料の読解を通して、それが書かれた時代の実相を明らかに
し、知識を深めることが出来る。（知識・理解）
　白文の漢文史料を読解できる。（技能）
　漢文史料の読解を通じて、様々な問題を発掘できる。（態度・志向
性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　漢文訓読の能力、および史料から問題を発掘する能力を中心に総合
的に評価する。授業時間内における発表を１００％で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　史料を講読するための事前の予習は不可欠であると同時に、授業後
における訓読の確認、および史料に関わる歴史的知識の習得が必須で
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
１．イントロダクション
２～１３．史料講読（１）～（１２）
１４．史料を使用した研究発表（１）
１５．史料を使用した研究発表（２）

後期
１～３．史料を使用した研究発表（１）～（３）
４～１４．史料講読（１）～（１１）
１５．　研究テーマに関する構想発表



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C12023-01東洋史特講Ⅰｃ

前期 2  1 授業形態:講義川本　芳昭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

東アジア古代・中世における世界システムの観点に注目し、漢唐間の
歴史展開について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界システム論という考え方を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「特講」への参加、予習、平素などを通じて総合的に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：授業中に配布
参考文献：川本芳昭『中華の崩壊と拡大』（講談社：中国の歴史５）
２００５年)、同『東アジア古代における諸民族と国家』汲古書院２０
１５年)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・テキストに見える事象について事前学習が必要
・事後学習として、次回の授業において前回の授業の総
括を課す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①今回の特講の狙い
②倭国自立化の過程－倭国王帥升について
③倭国自立化の過程－親魏倭王卑弥呼について
④倭国自立化の過程－西晋の滅亡と五胡の侵入について
⑤倭国自立化の過程－七支刀、好太王碑について
⑥倭国自立化の過程－倭の五王の都督号について
⑦倭国自立化の過程－倭の五王の将軍号について
⑧朝鮮半島の状況－高句麗の出現
⑨朝鮮半島の状況－高句麗の中華意識
⑩朝鮮半島の状況－百済の中華意識
⑪朝鮮半島の状況－新羅の中華意識
⑫五胡における中華意識の形成－匈奴の場合
⑬五胡における中華意識の形成－氐の場合
⑭五胡における中華意識の形成－鮮卑の場合
⑮600年の遣隋使が生じた理由



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C12024-01東洋史特講Ⅰｄ

後期 2  1 授業形態:講義川本　芳昭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

前期開講の東洋史特講Ⅰa を受け継ぎ、世界システムの観点に注目、
漢唐間の歴史展開について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界システム論という考え方を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「特講」への参加、予習、平素などを通じて総合的に把
握する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：授業中に配布
参考文献：川本芳昭『中華の崩壊と拡大』（講談社：中国の歴史５）
２００５年)、同『東アジア古代における諸民族と国家』汲古書院２０
１５年)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・テキストに見える事象について事前学習が必要
・事後学習として、次回の授業において前回の授業の総
括を課す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①今回の特講の狙い
②600年の遣隋使の際生じた問題
③607年の遣隋使
④隋の対応
⑤小野妹子の国書紛失
⑥天皇号推古説をめぐって
⑦天皇号天武説をめぐって
⑧天皇号唐高宗説をめぐって
⑨倭国と唐との争礼
⑩高表仁の来日
⑪白村江の戦いに至る過程
⑫小田富士雄氏の所説をめぐって
⑬白村江の戦い後の動向
⑭白村江の戦いの歴史的意義
⑮世界秩序の変貌



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C12027-01東洋史特講Ⅱｃ

前期 2  1 授業形態:講義山根　直生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　中国史を初めとする歴史研究の各分野における近年の動向につい
て、各自紹介、議論する。
　日本史・東洋史・西洋史・考古学、それぞれの分野で必要とされる
専門的知識と手法については、各自の専修において充分な指導がなさ
れるだろう。しかし分野の中での成果も「そのことにどのような意味
があるか」他に向かって主張できなければ意味が無く、またそのため
に思考を鍛えることがひるがえって各分野内での新たな発想・着想へ
と通じる。様々な専修の学生の参加を歓迎する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの専門分野についての先行研究・研究動向を十分に消化し、他分
野の者に対しても丁寧に紹介できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表・レポートの評価を中心に（80点程度）、出席状況をふまえた平
常点をくわえる（20点程度）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献は履修者の専門を考慮して学期当初に決定するが、以下の諸
書の使用を予定している。ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・
鉄』（上・下）（草思社、2010年）、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピ
エンス全史』（上・下）（河合出書房、2016年）、マット・リド
レー『繁栄――明日を切り拓くための人類10万年史』（早川書房、
2010年）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表にあたっては各自最大限努力すること。携帯の使用・私語・飲食
は厳に禁じる。遅刻欠席は一切認めない。やむをえない場合には事前
に連絡し許可を得ること。他者の担当部分についても事前に目を通
し、事後にはその発表レジュメを各自で整理・保管し検討すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　イントロダクション
02　グローバルヒストリー以前
03　グローバルヒストリーの課題
04　グローバルヒストリーの対象
05　グローバルヒストリーの史料
06　グローバルヒストリーの手法
07　グローバルヒストリーの視角
08　グローバルヒストリーの叙述
09　グローバルヒストリーの諸論者
10　グローバルヒストリーの諸学派
11　グローバルヒストリーの限界
12　グローバルヒストリーの問題点
13　グローバルヒストリーの成果
14　グローバルヒストリーの今後
15　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C12028-01東洋史特講Ⅱｄ

後期 2  1 授業形態:講義山根　直生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　中国史を初めとする歴史研究の各分野における近年の動向につい
て、各自紹介、議論する。
　日本史・東洋史・西洋史・考古学、それぞれの分野で必要とされる
専門的知識と手法については、各自の専修において充分な指導がなさ
れるだろう。しかし分野の中での成果も「そのことにどのような意味
があるか」他に向かって主張できなければ意味が無く、またそのため
に思考を鍛えることがひるがえって各分野内での新たな発想・着想へ
と通じる。様々な専修の学生の参加を歓迎する。
　なお、専修分野を問わず、修論執筆予定者による構想発表も交える
ものとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの専門分野についての先行研究・研究動向を十分に消化し、他分
野の者に対しても丁寧に紹介できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表・レポートの評価を中心に（80点程度）、出席状況をふまえた平
常点をくわえる（20点程度）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献は履修者の専門を考慮して学期当初に決定するが、以下の諸
書の使用を予定している。ジャレド・ダイアモンド『銃・病原菌・
鉄』（上・下）（草思社、2010年）、ユヴァル・ノア・ハラリ『サピ
エンス全史』（上・下）（河合出書房、2016年）、マット・リド
レー『繁栄――明日を切り拓くための人類10万年史』（早川書房、
2010年）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表にあたっては各自最大限努力すること。携帯の使用・私語・飲食
は厳に禁じる。遅刻欠席は一切認めない。やむをえない場合には事前
に連絡し許可を得ること。他者の担当部分についても事前に目を通
し、事後にはその発表レジュメを各自で整理・保管し検討すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　イントロダクション
02　地域史以前
03　地域史の課題
04　地域史の対象
05　地域史の史料
06　地域史の手法
07　地域史の視角
08　地域史の叙述
09　地域史の諸論者
10　地域史の諸学派
11　地域史の限界
12　地域史の問題点
13　地域史の成果
14　地域史の今後
15　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11001-03日本史演習

２年通年 8  1 授業形態:演習梶原　良則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講者の修士論文テーマに関する、研究報告を中心とした演習を行
う。的確な研究史の整理と堅実な史料批判に基づく実証的な修士論文
作成を目標に研究指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　研究計画にそって研究を進展させ、修士論文を完成させる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　受講者各人の研究報告の内容を中心として、他人の報告に対する質
問や意見、演習に対する積極性・主体性等を総合的に判断して評価を
行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

 テキストは特に指定しない。参考文献は必要に応じて随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　１年次の４月に２年間の研究計画を立て、研究計画に沿って研究の
進展をはかること。
　受講者は、研究報告のため相当の授業時間外学習・研究時間が必要
となる。事前･事後学習にとどまらない日常的な学習･研究成果を報告
するための場として授業時間が存在する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年
前期
1  導入
2･3　研究計画の検討・作成
4～14  研究報告
15  総括

後期
1  導入
2　研究計画の確認・修正
3～14  研究報告
15  総括

２年
前期
1  導入
2　研究計画の確認・修正
3～14  研究報告
15  総括

後期
1  導入
2　研究計画の確認・修正
3～14  研究報告
15　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11001-04日本史演習

２年通年 8  1 授業形態:演習福嶋　寛之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本授業では、日本の「近代」とは何か、ひいては「近代」とは何か
だけを共通の論題として特に制限は設けない。よって日本の近代以外
をフィールドとする者の参加も歓迎する。
　本講義では、修士論文にむけての各自の研究を確実に進めていくこ
とを最大の目的とする。それを念頭に、まずは各自の研究の進捗状況
について報告をしてもらう。そのうえで、重要な文献については参加
者による輪読を行う。それによって相互の研究についての理解を深
め、ひいては自身の研究にも還元させる。また学期後半には、１年間
の成果を原稿化してもらい、それをもとに批評会を行う予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本の「近代」の特質への理解を通じて、広く「近代」そのものへ
の理解を深める。そこから自身の研究の新たな視角を得ることで、質
の高い修士論文を目指す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の授業態度（報告内容と質疑応答）および、学期後半に課す年
次レポートの内容（枚数無制限、雑誌論文の草稿程度の内容）によっ
て判定する。割合はおよそ５対５。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　事前には特にないが、上記授業の概要で示したように、参加者の研
究テーマについての重要文献について輪読を行うことを予定してい
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　大学院生なので一人の研究者として扱う。事前学習としては、報告
者には事前に報告内容をアナウンスしてもらうので、参加者はその情
報をもとに参考論文などに目を通しておくこと。事後学習としては、
報告内容と参考文献をつきあわせ理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年前期
第１回　趣旨説明
※以下、参加者５名を想定した場合の計画
第２～６回　各自の研究発表
第７～９回　修士論文にむけての研究計画の相互検討
第10～15回　重要文献の輪読
１年後期
第16～20回　各自の研究発表（その２）
第21回　年次レポート執筆にむけての計画および相互の検
討
第22～24回　重要文献の輪読（その２）
第25～29回　各自原稿と相互の批評会
第30回　総括

２年前期
第１回　導入
第２～６回　各自の研究発表
第７～９回　修士論文にむけての研究計画の相互検討
第10～15回　重要文献の輪読
２年後期
第16～20回　各自の研究発表（その２）
第21回　年次レポート執筆にむけての計画および相互の検
討
第22～24回　重要文献の輪読（その２）
第25～29回　各自原稿と相互の批評会
第30回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11001-01日本史演習

２年通年 8  1 授業形態:演習森　茂曉
◎－－－　授業の概要　－－－◎

受講者の口頭発表をまず聞き、ついで受講者の研究がより効率的に進
展するように、関係史料の所在、研究上の問題点などを指摘する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

･日本中世史の諸問題についての受講者各自の研究テーマに関して、
関係史料を収集・解読できること　
･それらの解読内容を構成して、史料にそって口頭での説明ができる
こと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

口頭発表の内容、および質疑応答･出席状況、学期末に課するレポー
トによって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

報告者は、きちんとしたレジュメを作成すること
報告者以外は、報告の批判の仕方を学ぶこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年　
　前期　
　   1　   　 導入
　   2･3 　 　研究計画の作成
     4～14　　研究報告
     15  　  総括

　後期　　
　   1　   　 導入
　   2･3 　 　研究計画の作成
     4～14　　研究報告
     15  　  総括
２年
　前期　
　   1　   　 導入
　   2･3 　 　研究計画の作成
     4～14　　研究報告
     15  　  総括

　後期　　
　   1　   　 導入
　   2･3 　 　研究計画の作成
     4～14　　研究報告
     15  　  総括
　　  　　　  　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11014-03日本史史料講読A

通年 4  1 授業形態:講義及び演習梶原　良則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本史研究の基本史料を素材として、史料の読解能力を研くことを
目的とする。
　本年度は、受講生が分担して未刊の日記史料を読み進める。史料読
解力を研くとともに、日本近世史研究における日記史料の有用性を検
証する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　近世史料の読解能力を身に付ける。
　日本近世史研究における日記史料の有用性を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　分担報告の内容、毎回の予習・復習、史料読解力向上の状況を総合
的に判断して評価を行う。　

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは、史料の写真を使用する。参考文献は必要に応じて随時
紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　分担報告の準備や毎回の予習・復習に相当の授業時間外学習を必要
とし、授業への自主的・積極的な取り組みが要求される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
1  導入
2  分担報告
3  分担報告
4  分担報告
5  分担報告
6  分担報告
7  分担報告
8  分担報告
9  分担報告
11 分担報告
12 分担報告
13 分担報告
14 分担報告
15 総括

後期
1  導入
2  分担報告
3  分担報告
4  分担報告
5  分担報告
6  分担報告
7  分担報告
8  分担報告
9  分担報告
11 分担報告
12 分担報告
13 分担報告
14 分担報告
15 総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11014-01日本史史料講読A

通年 4  1 授業形態:講義及び演習森　茂曉
◎－－－　授業の概要　－－－◎

室町時代の政治・文化などを理解するための最重要日記の一つ、『看
聞日記』を読む。各時間ごとに報告者を決め、説明用資料にもとずく
読み・説明・発展研究をとおして、室町時代の特質を具体的に考え
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

･漢文体で書かれた日本中世の日記を読みこなすこと
･担当個所を十分に研究報告できること
･自らの研究に引き付けた発展研究ができること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容と学期末レポート、および質疑応答、出席状況によって評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『看聞日記』（図書寮叢刊、明治書院）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

報告者は、きちんとしたレジュメを作成すること
報告者以外は、報告の批判の仕方を学ぶこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
　 1　    導入　　　
　 2～14　史料の購読　
　 15　　 総括

後期
   1　    導入　　　
　 2～14　史料の購読　
　 15　　 総括
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11023-01日本史特講Ⅰｃ

前期 2  1 授業形態:講義森　茂曉
◎－－－　授業の概要　－－－◎

今年は、南北朝時代の九州をテーマとして、懐良親王の九州制覇の道
筋にそった九州中世史の展開を追いかけます。とくに留意するのは、
九州独自の志向性、および中央政治史との関連性です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

九州の南北朝時代の展開の仕方を通して、日本全体の歴史過程とどの
ように関連するかを理解すること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学期末のレポート、および日常の学習態度など。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

（テキスト）指定しない
　　　　　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義にのぞむ前に、関係研究に目を通し予習をすること。授業のあと
は十分に復習をすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　1　　導入

　　2～14   南北朝時代前期の九州
　　　(2 懐良下向 3 忽那島時代 4 谷山時代　　　　 5 肥後
進出 6 阿蘇氏  7菊池氏　
　　　8 五条氏 9 九州の観応擾乱 10足利直冬　　　11 河尻
幸俊　12少弐頼尚 13 菊池武光　　　14 大保原合戦)

　　15 まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11024-01日本史特講Ⅰｄ

後期 2  1 授業形態:講義森　茂曉
◎－－－　授業の概要　－－－◎

今年は、南北朝時代の九州をテーマとして、懐良親王の九州制覇の道
筋にそった九州中世史の展開を追いかけます。とくに留意するのは、
九州独自の志向性、および中央政治史との関連性です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

九州の南北朝時代の展開の仕方を通して、日本全体の歴史過程とどの
ように関連するかを理解すること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学期末のレポート、および日常の学習態度など。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

（テキスト）指定しない
　　　　　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義にのぞむ前に、関係研究に目を通し予習をすること。授業のあと
は十分に復習をすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　1　　導入

　　2～14   南北朝時代後期の九州
　　　(2 大宰府入りの前提　3 大宰府入り 4 　　　征西府
下の菊池氏　 5 征西府下の少弐氏　　  6 阿蘇氏のこと　7
征西府の機構　8 征　　　西府の遵行方式　9 大宰府との
関係
　　　10 五條氏の役割　11 征西世府の陥落　　　　12 征
西将軍の交代 13 良成親王　14 　　　　征西府の終焉)

　　15  まとめ

　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11027-01日本史特講Ⅱｃ（中世社会論）

前期 2  1 授業形態:講義西谷　正浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

家族・親族の問題に焦点をあてて、日本中世における諸階層の生活世
界を具体的に講述する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中世人の生活世界の特質を理解し、説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・中世家族史に関する基本的な学説を自分の言葉で正確に説明できて
いるかを評価の基準とします。
・レポートについては、課題に関して十分なデータを集めたか、その
データに基づいて自分の見解を明確に記述しているかを評価の基準と
します。
・授業における取組状況（授業内余についての理解の深度や討論への
参加状況など）を50％、提出されたレポートの評価を50％で評価しま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しない。配付資料は毎回配付する。
参考文献：大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市編『岩波講
座日本歴史』全22巻（岩波書店、2013～15年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・毎週授業前には、参考文献の該当部分を熟読しておくこと（90
分）。
・毎週授業後には、講義の論点を整理しておくこと（30分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　中世史概説
３　中世の社会構造
４　中世貴族社会の成立と展開
５　貴族社会論１（家の構造）
６　貴族社会論２（地位の継承）
７　貴族社会論３（財産の相続）
８　３～７回の補足と総括
９　貴族社会論４（摂関家の場合）
10　貴族社会論５（単独相続制）
11　貴族社会論６（直系継承規範）
12　貴族社会論７（家格・家業・家の分立）
13　貴族社会論８（王権の社会的機能）
14　貴族社会論９（貴族社会の変容）
15　総括
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11028-01日本史特講Ⅱｄ（中世社会論）

後期 2  1 授業形態:講義西谷　正浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

家族・親族の問題に焦点をあてて、日本中世における諸階層の生活世
界を具体的に講述する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中世人の生活世界の特質を理解し、説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・中世家族史に関する基本的な学説を自分の言葉で正確に説明できて
いるかを評価の基準とします。
・レポートについては、課題に関して十分なデータを集めたか、その
データに基づいて自分の見解を明確に記述しているかを評価の基準と
します。
・授業における取組状況（授業内余についての理解の深度や討論への
参加状況など）を50％、提出されたレポートの評価を50％で評価しま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しない。配付資料は毎回配付する。
参考文献：大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市編『岩波講
座日本歴史』全22巻（岩波書店、2013～15年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・毎週授業前には、参考文献の該当部分を熟読しておくこと（90
分）。
・毎週授業後には、講義の論点を整理しておくこと（30分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　中世史概説
３　中世武士論の現在（学説史）
４　武家社会論１（系譜論）
５　武家社会論２（婚姻・居住形態）
６　武家社会論３（惣領制）
７　４～６回の補足と総括
８　武家社会論４（南北朝期）
９　武家社会論５（室町時代）
10　貴族社会論６（戦国時代）
11　８～10回の補足と総括
12　民衆社会論１（中世前期）
13　民衆社会論２（中世後期）
14　民衆社会論３（家族と親族）
15　総括
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11031-01日本史特講Ⅲｃ

前期 2  1 授業形態:講義梶原　良則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本近世の政治・外交・貿易・経済・文化などに関する近年の優れ
た研究成果を素材として、紹介・質疑・議論を積み重ねることによっ
て、日本の近世社会の特質について理解を深める。前期は近世初期か
ら中期を中心とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

  近世初期～中期の日本社会の特質について理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質疑・議論の内容、講義に対する積極性・主体性などを総合的に判
断して評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは特に指定しない。参考文献は随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講生参加型の授業となる。毎回授業の前に指定する文献を必ず読
み、意見や質問事項をまとめておくこと。授業後は、質疑･議論の内
容を整理し、理解を深化させておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  導入
2  近世初期の政治(幕政)
3  近世初期の政治(藩政)
4  近世初期の対外関係(西洋)
5  近世初期の対外関係(東洋)
6  近世初期の経済
7  近世初期の文化
8  近世初期の社会
9  近世中期の政治(幕政)
10 近世中期の政治(藩政)
11 近世中期の対外関係(西洋)
12 近世中期の対外関係(東洋)
13 近世中期の経済
14 近世中期の文化
15 近世中期の社会

※学部のオムニバス講義「福岡大学を学ぶ・福岡大学でい
かに学ぶか」担当の都合上、第２回の講義は、受講生と相
談の上、日程を変更して実施する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11032-01日本史特講Ⅲｄ

後期 2  1 授業形態:講義梶原　良則
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本近世の政治・外交・貿易・経済・文化などに関する近年の優れ
た研究成果を素材として、紹介・質疑・議論を積み重ねることによっ
て、日本の近世社会の特質について理解を深める。後期は近世中後期
～幕末維新期を中心とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

  近世中後期～幕末維新期の日本社会の特質について理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質疑・議論の内容、講義に対する積極性・主体性などを総合的に判
断して評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは特に指定しない。参考文献は随時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講生参加型の授業となる。毎回授業の前に指定する文献を必ず読
み、意見や質問事項をまとめておくこと。授業後は、質疑･議論の内
容を整理し、理解を深化させておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  導入
2  近世中後期の政治(幕政)
3  近世中後期の政治(藩政)
4  近世中後期の対外関係(西洋)
5  近世中後期の対外関係(東洋)
6  近世中後初期の経済
7  近世中後期の文化
8  近世中後期の社会
9  幕末維新期の政治(幕政)
10 幕末維新期の政治(藩政)
11 幕末維新期の対外関係(西洋)
12 幕末維新期の対外関係(東洋)
13 幕末維新期の経済
14 幕末維新期の文化
15 幕末維新期の社会



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11035-01日本史特講Ⅳｃ

前期 2  1 授業形態:講義福嶋　寛之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は日本近現代史に関する諸問題について、筆者のこれまでの
研究を交えながら論じる。具体的には、総力戦体制期をはさむ1930年
代～1950年代を主たる舞台とし、総力戦が日本社会に与えた衝撃を検
証し、そこから戦後日本を展望することにある。
　その方法として、ここでは同時代知識人の認識を丹念に追う。具体
的には、戦中期において総力戦体制確立に終始コミットし、戦後は政
府・文部省と激しく対立することになった宗像誠也という思想家・教
育学者を扱う。総力戦体制へのコミットのなかから「戦後」がどのよ
うに形成されるのかが問題の焦点となる。
　受講生においては、直接専攻が重ならない学生が多いが、日本の近
代、ひいては広く近代とは何かを理解することを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本の近代、ひいては広く「近代」とは何かを理解することで、受
講生自身が専攻する時代・フィールドについての理解を深める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　適宜設けるディスカッションの時間での議論の参加度とともに、学
期末に課すレポートによって評価する。評価の割合は３：７とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　直接重なる文献として、拙稿「エポックとしての戦争末期（上）
（下）―進歩的教育学者宗像誠也における戦後の出発―」（『福岡大
学人文論叢』2010年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　一連の話として展開するので、欠席すると理解が困難になる。事
前・事後学習としては、開講前に上記文献を事前に目を通すこと、開
講してからは授業中に言及する文献を読むことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　問題の所在
　第１部　昭和戦前期（～1930年代半ば）
第２回　初発の問題意識
第３回　昭和研究会へのコミット
第４回　「教育と政治」という主題
　第２部　昭和戦中期（1937～1943年）
第５回　進行する戦時体制への認識①（独ソ戦勃発直後）
第６回　同上②（太平洋戦争初期）
第７回　文部省政策への認識
　第３部　戦争末期（1944～1945年）
第10回　「皇国職能観」および「工場教学」論
第11回　敗戦の接近と見出される戦後
　第４部　戦後の出発（1945～47年）
第12回　総力戦という経験
第13回　戦後に継承されたものは何か
第14回　「教育と政治」のその後
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11036-01日本史特講Ⅳｄ

後期 2  1 授業形態:講義福嶋　寛之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は日本近現代史に関する諸問題について、筆者のこれまでの
研究を交えながら論じる。テーマは前期に引き続き、総力戦体制期を
はさむ1930年代～1950年代を主たる舞台とし、総力戦が日本社会に与
えた衝撃を検証し、そこから戦後日本を展望することにある。
　前期では、戦中期には総力戦体制確立に終始コミットし、戦後は政
府・文部省と激しく対立した宗像誠也という思想家・教育学者を扱っ
た。後期ではまず宗像のその後の展開として、1950～1960年代までの
思想的軌跡を扱う。そのうえで、今度は同じく総力戦を経験しなが
ら、戦後は「革新」派の宗像とは対抗する「保守」のポジションをと
ることになる哲学者・高山岩男の軌跡を見る。総力戦体制へのコミッ
トのなかから、しかし宗像とは異なる「戦後」を導いた高山に着目す
ることで、戦後日本の「保守」と「革新」の対立構図がどのように理
解することができるのかがポイントとなる。
　受講生においては、直接専攻が重ならない学生が多くなるだろう
が、日本の近代、ひいては広く近代とは何かを理解することを目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本の近代、ひいては広く「近代」とは何かを理解することで、受
講生自身が専攻する時代・フィールドについての理解を深める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　適宜設けるディスカッションの時間での議論の参加度とともに、学
期末に課すレポートによって評価する。評価の割合は３：７とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　直接重なる文献としては、拙稿「敗戦前後の高山岩男」（『福岡大
学人文論叢』2011年）、同「高山岩男の進歩的知識人批判」（同、
2013年）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　一連の話として展開するので、欠席すると理解が困難になる。事
前・事後学習としては、開講前に上記文献を事前に目を通すこと、開
講してからは授業中に言及する文献を読むことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション（前期の総括と課題の設定）
　第５部　教育闘争の論理（1950～60年代）
第２回　「新教育」への認識
第３回　保革対立への分岐点（1952年）
第４回　進歩派と「国家」
第５回　「国民の教育権」論と保革対立
　第６部　戦後「保守」の軌跡―京都学派・高山岩男をめ
ぐって―
第６回　問題の再設定
第７回　戦争末期における京都学派
第８回　海軍省ブレーンとして
第９回　敗戦の接近と見出される「戦後」
　第７部　保革対立の論理（1950～60年代）
第10回　「近代の超克」論の再措定①（米ソ冷戦　克服策
の提言として）
第11回　同上②（「保守」　の論理として）
第12回　進歩的知識人批判の諸相①（戦後言論界への違和
感）
第13回　同上②（再度の「思想戦」として）
第14回　同上③（動員される戦中期経験）
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11039-01日本史特講Ⅴｃ

集中前期 2  1 授業形態:講義細井　浩志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

『陰陽道成立史の研究』
古代～近代のながきにわたり日本文化に影響を与えた陰陽道の成立を
研究する。「陰陽道」とは何か、なぜ成立したのかを、その原型であ
る中国起源の占い・呪術や仏教、また類似する先行の亀卜などとの関
係を考察することによって明らかにする。また成立の背景として、国
家・社会の展開との関連性を重視する。以上を通じて、陰陽道とは何
かの理解を深めることが授業の目的である。受講生の状況をみて内容
は微調整することがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文献史学を主としつつ周辺諸分野の研究成果をも踏まえながら、陰
陽道の成立過程を説明する。受講生がその内容を理解し、自らその説
明ができるようになることが到達目標である。更にその研究方法を習
得して自ら実践、もしくは自らの研究とシンクロさせて、陰陽道や宗
教史などに関する新仮説もしくは研究の新方向を提示できるようにな
れば、理想的である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の報告・発言（50％）。レポート（50％）
事前学習を前提に、授業中に受講生に出す質問への回答や、受講生か
らの質問により評価する。また受講生ごとにレポートの課題を与え
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献（⑤は持参すると便利である）
①山下克明『平安時代の宗教文化と陰陽道』岩田書院
ISBN 4-87294-65-6、定価8,400円＋税
②山下克明『平安時代陰陽道史研究』思文閣出版
ISBN 978-4-7842-1780-9、定価8,500円＋税
③山下克明『陰陽道の発見』NHK出版
ISBN 978-4-14-091159-4、1,100円＋税
④細井浩志『古代の天文異変と史書』吉川弘文館
ISBN 978-4-642-02462-4、定価11,500円＋税
⑤細井浩志『日本史を学ぶための入門』吉川弘文館
ISBN 978-4-642-08255-6、定価2,900円＋税

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

陰陽道に詳しくない場合は、まずは『陰陽道の発見』および『日本史
を学ぶための入門』の熟読を勧める。記載以外の参考書・論文につい
ては授業中に紹介する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに：陰陽道についての概説、陰陽道成立史研究
の意味などを紹介する。
２．陰陽道成立について―呪禁師との関係と「初期陰陽
道」（その1）：「陰陽道」という概念について論ずる。
３．陰陽道成立について―呪禁師との関係と「初期陰陽
道」（その2）：陰陽道がいつ成立したと言えるのかを論
ずる。
４．国立天文台の変質としての陰陽道の形成（その1）：9
～10世紀に典型的な陰陽道が形成される理由を、中国など
と比較しつつ論ずる。
５．国立天文台の変質としての陰陽道の形成（その2）：9
～10世紀に形成された平安時代の典型的な陰陽道について
論ずる。
６．7～8世紀における文化複合体としての日本仏教（その
1）：陰陽道成立の前提となる7～8世紀の日本仏教の性格
について論ずる。
７．7～8世紀における文化複合体としての日本仏教（その
2）：7～8世紀の日本仏教からどのように陰陽道が形成さ
れていくのかを論ずる。
８．疾病と神仏（その１）：陰陽道成立と関わる8世紀の
治病儀礼について論ずる。
９．疾病と神仏（その2）：8世紀の治病儀礼と陰陽道成立
との関係を論ずる。
10．古代対馬の亀卜（その1）：陰陽師に近しい職能を持
つ卜部とその前提である占部について論ずる。
11．古代対馬の亀卜（その2）：7～8世紀における卜部の
性格について論ずる。
12．卜部と陰陽寮：卜部と陰陽寮との関係について論ず
る。
13．奈良時代の暦算教育制度（その1）：平安時代以降は
陰陽師が兼ねる暦道について、主に8世紀の陰陽寮におけ
る制度的変遷を追う。
14．奈良時代の暦算教育制度（その2）：暦と陰陽道との
関係を論ずる。
15．授業の総括：陰陽道成立の意味を論ずる。
※なお状況により授業計画を修正する場合がある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C11040-01日本史特講Ⅴｄ

前期 2  1 授業形態:講義伊藤　幸司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　中世日本と東アジアの交流について、最新の研究成果を加味しつ
つ、その概要と歴史的意義について詳細に説明する。文献史料や残さ
れたモノを重要視しつつ、アジアという視角を意識して進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本の歴史を一国史という観点ではなく、アジアという地域から見
つめ直すことで、歴史研究の新たなスタイルを会得し、みずからの視
野を広めることができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポートによる評価（100％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

宋希璟著・村井章介校注『老松堂日本行録』岩波文庫（第3刷）、
2000年
関周一『朝鮮人のみた中世日本』吉川弘文館、2013年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前・事後に、指定した参考文献や、講義のなかで紹介した書籍や
論文などについて、可能な限り目を通すことがのぞましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

講義テーマ「『老松堂日本行録』にみる室町日本」
※今年度は復路を中心に考察する

①先行研究の状況
②往路の概要（朝鮮半島から京都へ）
③京都の様相（足利義持の対応）
④京都の様相（洛中と洛外）
⑤京都の様相（東アジアとの関係）
⑥京都から兵庫ヘ
⑦兵庫から瀬戸内海へ
⑧瀬戸内海の様相
⑨赤間関から博多へ
⑩博多から志賀島、壱岐へ
⑪対馬
⑫対馬から朝鮮半島（漢城）へ
⑬跋文を読む
⑭『老松堂日本行録』にみる室町日本
⑮まとめ

毎回、テキストの史料を読みつつ、時代背景等を説明する
のと同時に、履修者にも意見等を求めます。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25006-01日本語学演習Ⅱ

２年通年 8  1 授業形態:演習山縣　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講生の修士論文のテーマに関連した、日本語史に関する代表的な
先行研究の講読を中心に授業を進める。この際、先行研究の記述に基
づいて適宜課題を課すので、受講生が調査・考察し、結果を発表す
る。また定期的に修士論文について進捗状況を報告する時間を設け
る。
　これらの発表・報告に関して受講生が相互に意見を出し合って議論
し、問題を深める。
　そして、最終的には、各領域・分野において各自の持てる能力を最
大限に発揮した修士論文の完成を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【知識・理解】
・日本語史への深い理解を有し、日本語の変化相の諸特徴が説明でき
る。
【技能】
・日本語史に関する先行研究を収集し、批判的に読解したり、内容を
的確にまとめたりすることができる。
・日本語史の文献資料の本文を表現に即して正確に読み取る能力を持
つ。
・文献資料の正確な読み取りに基づいて日本語の歴史的な変遷のあり
様を記述する能力を持つ。
・論理的一貫性のある、実証的な研究論文を書くことができる。
【態度・志向性】
・文献資料に基づいて日本語の歴史的な変遷を多角的に捉えようとす
る態度が身に付いている。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．授業中の発表・意見などの内容＝30％
　受講生の日本語の歴史的研究に関する知識及び技能がどのように身
に付いているかを評価基準とする。
２．夏休み明け・学年末に提出する修士論文の中間報告都合３種
　　・夏休み明け（１年目・２年目、各20％）＝40％
　　・学年末（１年目終わり）＝30％
　１項の基準に加え、実証的な方法に基づいた立論で、論理的な一貫
性を有する文章でつづられているかを評価基準とする。
　なお、中間報告は、提出後、講評をメモするとともに、口頭でも説
明を行って返却する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。資料は毎回配布する。
　参考文献は、受講生の専門領域・分野に応じて別途指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講生の修士論文の作成を支援することが目的の一つである。この
ため、授業期間中だけでなく、長期の休み期間中も定期的に指導を行
う。
　事前学習は、講読する文献の指定範囲を熟読しておく。特に用語の
規定は厳格に行うので、曖昧なものは関係する専門の辞典類で調べて
おく（約120分）。
　事後学習は、講読した範囲を読み直すことは当然として、紹介した
先行研究に目を通しておく（約120分）。また授業中に出された質問・
疑問で不十分なまま終わった点は必ず調べ直し・考え直しをして解決
し、次の授業で説明をする。
　なお、課題発表の前には、通常の準備学習に加え、更に120分～180
分の準備時間が必要になろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【１年目】
１．オリエンテーション（受講生の専門領域等の確認）
２．対象とする分野の研究状況
３．代表的な研究論文・著作の紹介
４．講読の対象とする文献の選定
５～15．文献の講読及び受講生の発表
16～18．夏休み中に行った調査結果に基づいた研究発表
19.講読の対象とする文献の選定
20～30．文献の講読と受講生の発表
《注意》前期５～15回の中で、卒業論文に関する研究発表
を行ってもらうことがある。

【２年目】
１．オリエンテーション（受講生の専門領域等の確認）
２．対象とする分野の研究状況
３．代表的な研究論文・著作の紹介
４．講読の対象とする文献の選定
５～15．文献の講読及び受講生の発表
16～18．夏休み中に作成した修士論文の中間報告に基づい
た研究発表
19.講読の対象とする文献の選定
20～30．文献の講読と受講生の発表
《注意》前期５～15回の中で、春休み中に行った調査結果
に基づいた研究発表をしてもらうことがある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25010-01日本語学演習Ⅲ

２年通年 8  1 授業形態:演習江口　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現代日本語の研究を自らの力で進め、オリジナルな内容の研究発
表・研究論文の形にまとめることを目的とする。受講生が選んだテー
マを中心に、研究の流れをまとめ、問題点を整理し、必要なデータを
集め、理論を踏まえて議論を構築していく。2年次には修士論文を執
筆する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本語研究の口頭発表あるいは論文の執筆を行うために何が必要
であるかわかるようになる。
上記で必要とされた能力を身につけ、それを実践して研究を進め、オ
リジナルな研究をおこなえるようになる。
実践した研究内容を修士論文としてまとめられるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現代日本語研究の口頭発表あるいは論文執筆ができるようになってい
るかどうかを評価の基準とする。
毎回の授業への取り組み50％、アウトプットとしての研究発表あるい
は研究論文（1年目はレポート）の内容50％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参加者の興味に応じて決定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回授業前にはレジュメを作成してその週の研究成果について報告す
る。
授業後には教員からのアドバイスをまとめて次回の授業までの目標を
設定したうえでそれを実施する。予習・復習は合わせて2時間程度は
必要となる。
研究発表は外部の研究会・学会で行うため、旅費が必要になることが
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1年目：
1回～5回：テーマの選定と関係論文の収集
6回～20回：先行研究をもとに研究の流れを整理し、問題
点をまとめる。問題点に関する解決法の議論の構築を行
う。
21回～30回：議論をまとめ、研究発表／研究論文の形にす
る。データの扱い方、論の進め方などを細かくチェックし
ながら、研究成果をレポートにまとめる。
2年目：
1・2回：1年目の研究について総括し、修士論文へ向けて
スケジュール決定
3回～20回：スケジュールに従い、研究を進める。先行研
究をもとに研究の流れを整理し、問題点をまとめる。問題
点に関するデータを収集し、議論の方向性を決める。可能
なら学会や各種研究会で口頭発表し、外部の意見も取り入
れつつ研究の方向修正を行う。
21回～30回：議論をまとめ、修士論文の形にする。データ
の扱い方、論の進め方などを細かくチェックしながら、研
究成果を整った形にしていく。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25023-01日本語学特講Ⅰｃ

前期 2  1 授業形態:講義衣畑　智秀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、日琉語族に属する諸方言の臨地調査について講義す
る。基本的には、未知の言語についてその音韻、文法を調べていく調
査言語学の手法に則るが、受講者の関心が、基本的には日本語の本土
諸方言にあることを踏まえ、日琉諸方言に特化した形で、臨地調査の
方法を解説していく。
　どのような言語・方言を対象にして研究を行うにしても、最低限必
要なことは、音声を（できるだけ）正確に聞き分けられること（音声
学・音韻論）、その上で、文や句を意味の最小単位である形態素まで
区切ることができるということである（形態論）。その上で文の構造
まで分析できれば言うことはない（統語論）。本授業では、それらの
訓練を行うことで、将来的に興味のある方言の調査を行うことができ
る礎を築くことを目的とする。
　加えて、音韻論・形態論の発展的研究にも言及したい。なお主な対
象言語としては、講義者の都合上、琉球宮古方言を取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) 未知の言語音を（ある程度）聞き分けられる。
2) アクセントとイントネーションの区別ができる。
3) 名詞や動詞などの形態的分析ができる。
4) 談話テキストを作成し、文法の調査票を作ることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

方言の臨池調査の方法が理解できているかを基準とし、宿題の提出
（60%）および期末のレポート（40%）によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回の授業の復習を行うこと（60分）。
指定された課題を行うこと（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 音声学の基礎
3. 音素分析
4. 音節構造と音素配列
5. アクセント
6. イントネーション
7. 名詞の音韻形態的分析
8. 対格標識の機能
9. 動詞活用の記述
10. 終止連体形の史的背景
11. 形容詞形態統語論
12. 談話テキストの作成
13. 談話を用いた方言研究
14. 面接による方言研究
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25024-01日本語学特講Ⅰｄ

後期 2  1 授業形態:講義衣畑　智秀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、古典日本語と現代琉球語（と現代日本語）の対照言語
学的研究について講義する。
　二つの言語を比べる場合には、比較言語学的研究と対照言語学的研
究がある。前者は、二つの言語が同じ言語からどのように派生したの
かを研究する方法であり、後者は、二つの言語を独立のものと見なし
てその特徴を比べる方法である。後者の方法は、「日本語と英語」の
ように系統関係にない言語を比べる際に用いられるが、この講義で
は、あえて日本語と琉球語の系統関係をひとまず無視し、対照言語学
的に見て、両言語の文法にどのような違いがあるかを考えてみたい。
　本講義で取り上げる話題としては、疑問文、指示詞、時制形式を予
定している。なお、現代琉球語としては、宮古島市狩俣方言を中心に
取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) 日本語、琉球語における係り結びと不定構文の関係を説明できる。
2) 古代日本語の指示詞の用法について説明できる。
3) 琉球宮古語における指示詞の用法とその変化について説明できる。
4) 日本語と琉球宮古語の従属節のテンスについて説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

対照言語学による文法研究の方法を理解しているかを基準とし、宿題
の提出（60%）および期末のレポート（40%）によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業の復習を行うこと（60分）
指定された課題を行うこと（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.対照言語学について
3.南琉球宮古狩俣方言について
4.疑問文の対照（係り結び）
5.疑問文の対照（不定構文）
6.疑問文の対照（琉球宮古語）
7.疑問文の対照（不定構文の制約）
8.指示詞の対照（現代日本語）
9.指示詞の対照（古代日本語）
10.指示詞の対照（宮古語）
11.指示詞の対照（宮古語の歴史変化）
12.時制形式の対照（現代日本語）
13.時制形式の対照（古代日本語）
14.時制形式の対照（宮古語）
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25027-01日本語学特講Ⅱｃ

前期 2  1 授業形態:講義及び演習山縣　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　明治期の文章・文体及びそれらに関わる文法・語彙に関する諸事象を起点
にして近代語を巡る諸問題について講述する。
　具体的には、明治20年代初期までの、山田美妙を中心とする硯友社同人の
作品や言文一致に関する諸議論を講読することを基本にしながら、そこに見
られ、また問題にされる言語現象について近代日本語でどのように位置づけ
られるかなどを考察する。
　この場合、一方的な講義形式にならないよう、対象とする文献やそこに見
られる言語現象に関して受講生に調査を求め、その結果を発表してもらう。
その過程で、近代日本語に関する知識だけでなく、文献資料の扱い方や文献
資料に基づく日本語の歴史的な研究方法を身に付けることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

【知識・理解】
・文体史・文章史にかかる基本概念とそれに関連する文法・語彙の諸事象に
ついて理解し、それらを正確に説明できる。
・言文一致運動の展開及び担い手たちの言文一致観について、文体史の観点
から多角的に説明できる。
【技能】
・明治期の文体に関する諸議論や先行研究を収集し、適切に読解できる。
【態度・志向性】
・文法の知識を踏まえて、文体を文法的に捉えようとする態度が身に付いて
いる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　受講生それぞれの専門領域のあり様を考慮しながら、文章・文体及び文
法・語彙に関する専門知識と諸議論や先行研究の扱い方などの技能がどのよ
うに身に付いているかを評価基準とする。また討論・発表においては、文体
の捉え方に関する態度も重視する。
　１．討論の場での意見内容や回数など、授業への取り組み方＝４０％
　２．複数回の課題発表＝６０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。授業内容を深めるための資料は毎回配布する。
【参考文献】
木坂　基『近代文章の成立に関する基礎的研究』（風間書房）
コックリル浩子『二葉亭四迷のロシア語翻訳』（法政大学出版局）
塩田良平『近代作家研究叢書72　山田美妙研究』（日本図書センター）
中村光夫『近代作家研究叢書14　二葉亭四迷論』（日本図書センター）
野村剛史『日本語スタンダードの歴史』（岩波書店）
飛田良文『東京語成立史の研究』（東京堂出版）
飛田良文編『国語論究-11　言文一致運動』（明治書院）
山田孝雄『日本文体の変遷　本文と解説』（勉誠出版）
山田篤朗『日本の作家100人・人と文学　山田美妙』（勉誠出版）
山本正秀『近代文体発生の史的研究』（岩波書店）
山本正秀『言文一致の歴史論考　続編』（桜楓社）
渡辺　実『国語表現論』（塙書房）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　明治期の文章・文体に関する資料として近代小説を扱う。このため、近代
文学を専攻する者の受講も歓迎する。異なった視点から様々な意見の出され
ることを期待する。
　事前学習として、講義前日には前回の配付資料やノートを通読しておくこ
と（約120分）。事後学習として、講義当日のうちにノートの整理を行い、
疑問点を解決しておくこと（約120分）。また紹介した先行研究のうち、自
身の研究に関わり、重要であると思われるものは、図書館で借りたり、コ
ピーしたりして熟読すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション（受講生の専門領域等の確認）
２．江戸期までの文章・文体
３．明治初期の文章・文体を巡る諸研究
４．言文一致運動の展開
５．二葉亭四迷の文体観
６．『浮雲』の文体・語彙
７．嵯峨の屋お室の文体観
８．嵯峨の屋お室の文体の変遷
９．硯友社の歴史的位置と山田美妙の立場
10．山田美妙の初期言文一致体概観
11．「嘲戒小説天狗」から「風琴調一節」へ
12．読売新聞版「武蔵野」と『夏木立』版「武蔵野」
13．「蝴蝶」の文体・語彙
14．「いちご姫」の文体・語彙
15．今学期のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25028-01日本語学特講Ⅱｄ

後期 2  1 授業形態:講義及び演習山縣　浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　明治期の文章・文体及びそれらに関わる文法・語彙に関する諸事象を起点
にして近代語を巡る諸問題について講述する。
　具体的には、明治20年代半ば以降の、山田美妙・尾崎紅葉などの硯友社同
人の作品や言文一致に関する諸議論を講読することを基本にしながら、そこ
に見られ、また問題にされる言語現象について近代日本語でどのように位置
づけられるかなどを考察する。
　この場合、一方的な講義形式にならないよう、対象とする文献やそこに見
られる言語現象に関して受講生に調査を求め、その結果を発表してもらう。
その過程で、近代日本語に関する知識だけでなく、文献資料の扱い方や文献
資料に基づく日本語の歴史的な研究方法を身に付けることを目指す。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

【知識・理解】
・文体史・文章史にかかる基本概念とそれに関連する文法・語彙の諸事象に
ついて理解し、それらを正確に説明できる。
・言文一致運動の展開及び担い手たちの言文一致観について、文体史の観点
から多角的に説明できる。
【技能】
・明治期の文体に関する諸議論や先行研究を収集し、適切に読解できる。
【態度・志向性】
・文法の知識を踏まえて、文体を文法的に捉えようとする態度が身に付いて
いる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　受講生それぞれの専門領域のあり様を考慮しながら、文章・文体及び文
法・語彙に関する専門知識と諸議論や先行研究の扱い方などの技能がどのよ
うに身に付いているかを評価基準とする。また討論・発表においては、文体
の捉え方に関する態度も重視する。
　１．討論の場での意見内容や回数など、授業への取り組み方＝４０％
　２．複数回の課題発表＝６０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。授業内容を深めるための資料は毎回配布する。
【参考文献】
岡　保生『近代作家研究叢書17　尾崎紅葉；その基礎的研究』（日本図書セ
ンター）
木谷喜美枝『尾崎紅葉の研究』（双文社出版）
近藤瑞子『近代日本語における用字法の変遷　―尾崎紅葉を中心に―』（翰
林書房）
田島　優『漱石と近代日本語』（翰林書房）
中里理子『オノマトペの語義変化研究』（勉誠出版）
野村眞木夫『日本語のテクスト　―関係・効果・様相―』（ひつじ書房）
飛田良文編『国語論究-11　言文一致運動』（明治書院）
山田篤朗『日本の作家100人・人と文学　山田美妙』（勉誠出版）
山本正秀『近代文体発生の史的研究』（岩波書店）
山本正秀『言文一致の歴史論考　続編』（桜楓社）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　明治期の文章・文体に関する資料として近代小説を扱う。このため、近代
文学を専攻する者の受講も歓迎する。異なった視点から様々な意見の出され
ることを期待する。
　事前学習として、講義前日には前回の配付資料やノートを通読しておくこ
と（約120分）。事後学習として、講義当日のうちにノートの整理を行い、
疑問点を解決しておくこと（約120分）。また紹介した先行研究のうち、自
身の研究に関わり、重要であると思われるものは、出来るだけ早く図書館で
借りたり、熟読すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション（受講生の専門領域等の確認及
び）
２．明治中期の文章・文体を巡る諸研究
３．山田美妙の中期言文一致体概観
４．二つの「いちご姫」―「都の花」版から金港堂版へ―
５．「兜菊」の敬体としての特徴
６．山田美妙の後期言文一致体概観
７．史外史伝物の文体・語彙
８．『祇王』の文体・語彙
９．尾崎紅葉の文体観
10．尾崎紅葉の言文一致体概観
11．『二人女房』の文体・語彙
12．『隣の女』『紫』の文体・語彙
13．『冷熱』『青葡萄』の文体・語彙
14．『多情多恨』の文体・語彙
15．今学期のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25031-01日本語学特講Ⅲｃ

前期 2  1 授業形態:講義江口　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

言語学の基礎的な研究方法を身につけ、言語対照研究の実践に結び付
ける。前期は単文レベルおよびモダリティを中心とした現代語文法に
ついて学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本語文法に関する言語学的な研究方法を身につけ、この分野の
知識と実践能力を言語対照研究に応用できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

言語学的な観点から単文レベル・モダリティに関する分析ができるよ
うになっているかどうかという点を評価の基準とする。
授業に対する貢献50％、テーマに関係する研究発表あるいは論文（レ
ポート）50％

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前には指定された論文や参考書を読んできて疑問点をノートに
まとめてくる。
　授業後には授業で学んだことをノートに整理し、自分の研究テーマ
と結びつけて発展的な課題を見つける。毎週、最低でも予習に1時間
半、復習に30分はかかることになる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 形態論(1)
3. 形態論(2)
4. 述語の諸特性(1)
5. 述語の諸特性(2)
6. 述語の諸特性(3)
7. 項の生起パターン(1)
8. 項の生起パターン(2)
9. 項の生起パターン(3)
10. 述語の諸特性(4)
11. 述語の諸特性(5)
12. 述語の諸特性(6)
13. 文の内部構造(1)
14. 文の内部構造(2)
15. 言語対照研究の方法論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25032-01日本語学特講Ⅲｄ

後期 2  1 授業形態:講義江口　正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

言語学の基礎的な研究方法を身につけ、言語対照研究の実践に結び付
ける。後期はとりたて・複文などの文法と談話・テキスト研究につい
て学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

とりたて・複文などの文法および談話研究に関する言語学的な研究方
法を身につけ、この分野の知識と実践能力を言語対照研究に応用でき
るようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

言語学的な観点から日本語のとりたて・複文の分析能力が身について
いるかどうかという点を評価の基準とする。
授業に対する貢献50％、テーマに関係する研究発表あるいは論文（レ
ポート）50％

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前には指定された論文や参考書を読んできて疑問点をノートに
まとめてくる。
　授業後には授業で学んだことをノートに整理し、自分の研究テーマ
と結びつけて発展的な課題を見つける。毎週、最低でも予習に1時間
半、復習に30分はかかることになる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. とりたて(1)
3. とりたて(2)
4. 複文(1)
5. 複文(2)
6. 複文(3)
7. 複文(4)
8. 複文の文構造(1)
9. 複文の文構造(2)
10. 談話・テキストの研究(1)
11. 談話・テキストの研究(2)
12. 談話・テキストの研究(3)
13. 談話・テキストの研究(4)
14. 言語対照研究の方法論(1)
15. 言語対照研究の方法論(2)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25102-01日本文学演習Ⅰ

２年通年 8  1 授業形態:演習田坂　順子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平安時代の文学作品の中から、受講する院生の幅広い知識の習得に
相応しい作品を、精読する。また代表的な先行論文も取り上げ検討す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・平安時代の文学作品を丁寧に精読することにより、幅広い知識を
習得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・作品が生み出された時代背景も精通できるようにな
る。　　　　　　　・先行研究を通して論文の書き方も身につけるこ
とができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　先行研究をふまえて発表し、レポートにまとめることができている
か、を評価の基準とする。
　相手の考えをきちんと理解した上で、討論に参加し、建設的な意見
をのべることができているか、を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　適宜プリント使用。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、配布されたプリントを読んで疑問や問題点を整理
しておくこと（１時間）。事後学習として、授業で学んだ知識をノー
トに整理し、新たに学んだ参考文献を読むこと（１時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年目
１．平安時代概説
２．導入①作品について
３．導入②作者について
４～１４　発表、討論
15．まとめ

２年目
１、平安時代文学概説
２、先行研究
３～１４　発表、討論
15、まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25106-01日本文学演習Ⅱ

２年通年 8  1 授業形態:演習山田　洋嗣
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　小山田与清の「作歌故実」の萌芽と成長過程、またその意図を探
る。「作歌故実」成立途中において、まだ本文が書かれていない準備
段階の伝本をその引用書目をもとに次段階の草稿へと進める試みであ
る。準備された項目がその伝本のどの版本ないし写本によるのかを調
査し、どの部分が引用されるべき部分だったかを特定し、何によって
何が書かれるはずだったかを考える。同時にその主題の和歌史的な意
味を考察する。
　あわせて受講者の古典籍の調査研究と作品読解の能力を育成した
い。内容は「作歌故実」の項目順に一つずつを受講者が担当していく
形式であり、それぞれに問題が発表者によって提出されるのであるか
ら、授業計画はその順によるものとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

伝本の本文の意味を理解するための知識と能力を身につける。
伝本に見られる和歌史的問題を捉えられ、それについて考察する力を
身につける。
鑑賞、批評の力を得る。また、それらをもとにして作品論を構築する
力を得る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平素の授業による。特に調査能力、読解力、問題の設定や論の構築
の力などを受講者の発表（７０％）と他の発表者の内容への対応（３
０％）によって判断する。
その評価基準は、伝本の操作に熟達したか、和歌史的問題の中に伝本
の読解を正確に説明できるか、それらを分析的に提示し正確に説明で
きるか、の三点である。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　早稲田大学蔵「作歌故実」の伝本写真などを担当者が用意する。
　参考文献は提出される項目と問題によって随時指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講者は事前に小山田与清と江戸期の和学についての知識を得てお
くこと。
　発表を担当する者においては、数週間の事前調査に数週間の作業、
他の者は事前に該当部分の予習に一時間程度、両者とも事後に一、二
時間のまとめと復習を要する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

一年次
１　「作歌故実」概説と索引、項目の集成、草稿等の概説
２　輪読１
３　輪読２
４　輪読３
５　輪読４
６　輪読５
７　輪読６
８　輪読７
９　輪読８
10　輪読９
11　輪読10
12　輪読11
13　輪読12
14　輪読13
15　中間のまとめ－既出の問題点の整理
16　輪読14
17　輪読15
18　輪読16
19　輪読17
20　輪読18
21　輪読19　
22　輪読20
23　輪読21
24　輪読22
25　輪読23
26　輪読24
27　輪読25
28　輪読26
29　輪読27
30　まとめと問題点の整理
二年次
１　「作歌故実」別本の概説と索引、項目の集成、草稿等の
概説
２　輪読１
３　輪読２
４　輪読３
５　輪読４
６　輪読５
７　輪読６
８　輪読７
９　輪読８
10　輪読９
11　輪読10
12　輪読11
13　輪読12
14　輪読13
15　中間のまとめ－既出の問題点の整理と「群書捜索目録」
の概説
16　輪読14
17　輪読15
18　輪読16
19　輪読17
20　輪読18
21　輪読19　
22　輪読20
23　輪読21
24　輪読22
25　輪読23
26　輪読24
27　輪読25
28　輪読26
29　輪読27
30　まとめと問題点の整理－索引採取と歌学の形成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25110-01日本文学演習Ⅲ

２年通年 8  1 授業形態:演習高橋　昌彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　一つには、くずし字を含めた文字そのものを読む力を身につける。
更には、日本文学の基盤の一つである漢文読解力を養うことで、本文
を読むという姿勢を培う。
　そして、これらの基礎が鍛えられたことを踏まえて、受講生各自の
テーマや作品に即した研究方法を学んでいき、論文としての結実を目
指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　江戸時代の文学を学ぶ上で、文字を読むという重要な基礎を養う。
　研究していく力を身につけ、江戸文学について説明できるようにな
る。
　最終的に論文を完成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　江戸文学の基礎を身につけ、自分の言葉で江戸文学について説明で
きるかを、演習の結果（６０％）及び論文（４０％）により判断し、
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　事前にプリント（原本のコピー）を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　理由無く、欠席しないこと。事前に、配布するプリントをしっかり
読んでおくこと。事後は訂正箇所等を確認すること。事前事後、各６
０分程度。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年
第１回.演習の進め方・方針
第２～15回.文字を読む力を身につける
第16～29回.漢文読解力を身につける
第30回.1年次の総括
２年
第31回.研究テーマに関するガイダンス
第32～59回.担当者による演習及び研究テーマについての発
表
第60回.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25114-01日本文学演習Ⅳ

２年通年 8  1 授業形態:演習永井　太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この演習では、『日本近代文学評論選　明治・大正篇』（岩波文
庫）の中に収められたいくつかの評論を、学生とともに読んでいく。
授業は、学生が、こちらから指定された評論について調べ、発表して
もらったことに対し、議論するという形で進めていく。授業計画に示
した作品は予定であり、変更もある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本近代文学の代表的な論文について説明できる。
専門的な問題に関して、十分な情報を収集し、分析することが出来
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本近代文学に関する代表的な論文について、自分の言葉で正確に説
明し、分析できるかどうかを評価の基準とする。
評価は、授業時間内での発表を60％、討議への積極な参加など授業で
の取り組みを40％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『日本近代文学評論選　明治・大正篇』（岩波文庫）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表者は、発表資料について十分に調べて来ること（毎日60分以上）
発表者でないものも、事前に資料をよく読んでくること（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、ガイダンス
２、坪内逍遥「小説神髄」
３、坪内逍遥「小説神髄」
４、森鴎外「早稲田文学の没理想」
５、森鴎外「早稲田文学の没理想」
６、北村透谷「人生に相渉るとは何の謂ぞ」
７、北村透谷「人生に相渉るとは何の謂ぞ」
８、高山樗牛「美的生活を論ず」
９、高山樗牛「美的生活を論ず」
１０、田山花袋「露骨なる描写」
１１、田山花袋「露骨なる描写」
１２、長谷川天渓「幻滅時代の芸術
１３、石川啄木「時代閉塞の現状」
１４、石川啄木「時代閉塞の現状」
１５、まとめ
１６、平塚らいてう「元始女性は太陽であった」
１７、赤木桁平「「遊蕩文学」の撲滅」
１８、赤木桁平「「遊蕩文学」の撲滅」
１９、折口信夫「異郷意識の進展」
２０、武者小路実篤「新しき村に就て」
２１、有島武郎「宣言一つ」
２２、菊池寛「文芸作品の内容的価値」
２３、菊池寛「文芸作品の内容的価値」
２４、千葉亀雄「新感覚派の誕生」
２５、千葉亀雄「新感覚派の誕生」
２６、宮沢賢治「農民芸術論綱要」
２７、宮沢賢治「農民芸術論綱要」
２８、青野末吉「自然成長と目的意識」
２９、青野末吉「自然成長と目的意識」
３０、まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25118-01日本文学演習Ⅴ

２年通年 8  1 授業形態:演習國生　雅子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　修士論文作成のために、研究倫理の徹底、研究テーマの設定、具体
的なテーマに絞った研究方法、論理構成、文章表現について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学生自らの研究テーマを深め、修士論文を作成することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

自らの研究テーマを深めようとしているかを評価基準として、取り組
みの姿勢を3割、実際にどのように修士論文に向けて研究を深めてい
るかを基準として、発表内容5割、プレゼンテーション能力2割によっ
て評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト及び参考資料として教員作成のプリント配布

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

課された課題に関する発表資料を準備すること。（60分）
授業でのは発表の後、指摘された問題点を修正し、次回の授業で報
告、もしくはレポートとしてまとめる。（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1年次前期
１～７　卒業論文の問題点　
８～15　研究方法の見直し

1年次後期
16～23　修士論文テーマを２～３に絞る
24～30　それぞれのテーマについて中間発表
　
2年次前期
1～15　論文テーマを決定し、論理構成を考える　　

2年次後期
16～30　より説得力のある論文を目指し、文章表現、論理
構成を見直す



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25122-01日本文学演習Ⅵ

２年通年 8  1 授業形態:演習中野　和典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　調査・発表・討論を通じて日本近代文学の研究論文を作成する専門
的な能力を養成する。受講者は自ら題材となるテキストを選び、それ
について調査・分析した結果を資料にまとめて発表する。その発表に
もとづく質疑応答・討論によって残された課題を明らかにする。
　このような形で調査・発表・討論を積み重ね、最終的には修士論文
の作成につなげる。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本近代文学の研究論文を作成するために必要な知識と研究方法を
身につける。（知識・理解）
　日本近代文学の資料を調査し、先行研究と対話しながら独自の見解
を示すことができる。（技能）
　さまざまな資料や批評理論に目配りをして自分の論の強度を高めよ
うとする。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価基準）日本近代文学の研究対象・資料・先行研究を適切に取り
扱うことができているか、その上で独自の見解を示すことができてい
るかを評価の基準とする。
（評価方法と割合）発表資料の充実度（４０％）、発表方法の適切さ
（３０％）、質疑応答と討論への積極性（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキスト　特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

（事前）指定された文献を通読して疑問点などを整理しておくこと
（９０分）。
（事後）演習で取り上げた文献と発表資料を見なおすこと（９０
分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（毎回、交代で受講者が題材を選び、発表を担当する）
（１年目）
　１　前期ガイダンス
　２～１５　発表と討論
１６　後期ガイダンス
１７～３０　発表と討論
（２年目）
　１　前期ガイダンス
　２～１５　発表と討論
１６　後期ガイダンス
１７～３０　発表と討論
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25133-01日本文学特講Ⅰｃ

前期 2  1 授業形態:講義田坂　順子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平安時代の文学作品の中から、受講する院生の幅広い知識の習得に
相応しい作品を、精読する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・平安時代の文学作品を丁寧に精読することにより、幅広い知識を
習得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・作品が生み出された時代背景にも精通できるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　きちんと先行研究をふまえて発表・討論に参加し、レポートにまと
めているか、を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　適宜プリント使用。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、配布されたプリントを読んで疑問や問題点を整理
しておくこと（１時間）。事後学習として、授業で学んだ知識をノー
トに整理し、新たに学んだ参考文献を読むこと（１時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．作品解題
２．導入①作者と作品
３．導入②注釈の流れ
４．作品読解、問題点検討１ー伝本
５．作品読解、問題点検討２-異同
６．作品読解、問題点検討３ー表現
７．作品読解、問題点検討４ー効果　
８．作品読解、問題点検討５ー人物描写
９．作品読解、問題点検討６ー人物造型
１０作品読解、問題点検討７ーモデル
１１作品読解、問題点検討８ー意図
１２作品読解、問題点検討９ー課題
１３作品読解、問題点検討１０ー享受史
１４まとめ１現在の問題点
１５まとめ２将来の展望



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25134-01日本文学特講Ⅰｄ

後期 2  1 授業形態:講義田坂　順子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平安時代の文学作品の中から、受講する院生の幅広い知識の習得に
相応しい作品を精読する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・平安時代の文学作品を丁寧に精読することにより、幅広い知識を
習得することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・作品が生み出された時代背景にも精通し、説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題について、問題点をきちんと整理した上で、自説を構築できて
いるか、を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　適宜プリント使用。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、配布されたプリントを読んで疑問や問題点を整理
しておくこと（１時間）。事後学習として、授業で学んだ知識をノー
トに整理し、新たに学んだ参考文献を読むこと（１時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．作品解題
２．時代背景①作者について
３．時代背景②享受の歴史
４．作品読解、問題点検討１ー本文
５．作品読解、問題点検討２ー異同
６．作品読解、問題点検討３ー理由　　　　　　　　
７．作品読解、問題点検討４ー伝本　　　　　　　　
８．作品読解、問題点検討５ー語釈　　　　　　　　
９．作品読解、問題点検討６ー歴史　　　　　　　　
１０作品読解、問題点検討７ー語史　　　　　　　　
１１作品読解、問題点検討８ー自然描写　　　　　　　
１２作品読解、問題点検討９ー比喩　　　　　　　　
１３作品読解、問題点検討１０ー整理　　　　　　　
１４まとめ１作品内部の問題　　　　　　　　　　　　　
　　
１５まとめ２他作品との比較



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25137-01日本文学特講Ⅱｃ

前期 2  1 授業形態:講義山田　洋嗣
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平安期の歌学書、注釈について、各時代の注意すべきものをとりあ
げて、その内容の特異性と普遍性について検討し、各々の注釈、時代
といった点を軸にして横断した時に見えるものについて、受講者とと
もに考えたい。
　本年度は注付対象となる作品をその享受の面に中心をおいてそれぞ
れの時代の特性を捉えてみたい。
　なお、授業の内容は後期の特講に続くものであるが、単独の受講も
差し支えない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歌学と注釈についての概括的な展望を得る。
個々の個性的な問題について、その意味を考えるための基礎的な力を
つける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レポートによる。
　歌学と注釈についての知識を的確に説明できるか。
　その中で個々の作品の個性を正確に位置づけられるか。
を評価基準とし、問題の設定が的確であるか（50％）、論の展開に齟
齬や不合理がなく進められているか、結論が妥当なものであるか（各
25％）といった点を特に重視する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　取り上げる歌学書、注釈について、注釈自体の伝本、資料などを配
布する。
　読むべき書籍、論文等は、授業の進展、問題の展開にしたがって指
示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　取り上げる歌学書や注釈についてあらかじめ全文を読了すること。
また、その対象となる和歌を読み、理解しておくこと。
　毎週の講義の前に一時間程度の内容の読解と問題の整理、事後には
一、二時間程度の内容のまとめとしての復習を要する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　平安期の歌学概観
２　平安期の注釈概観
３　漢学と歌学・注釈
４　式
５　和歌の本質論
６　歌体と歌体論（中古）
７　歌体と歌体論（中世へ）
８　髄脳
９　雑談
10　雑談と知識伝達の形態
11　秀歌
12　秀歌論
13　歌仙
14　伝承の形態
15　まとめ（和歌観の変遷）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25138-01日本文学特講Ⅱｄ

後期 2  1 授業形態:講義山田　洋嗣
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　平安期の歌学書、注釈について、各時代の注意すべきものをとりあ
げて、その内容の特異性と普遍性について検討し、各々の注釈、時代
といった点を軸にして横断した時に見えるものについて、受講者とと
もに考えたい。
　本年度は注付対象となる作品をその享受の面に中心をおいてそれぞ
れの時代の特性を捉えてみたい。
　なお、授業の内容は前期の特講に続くものであるが、単独の受講も
差し支えない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歌学と注釈についての概括的な展望を得る。
個々の個性的な問題について、その意味を考えるための基礎的な力を
つける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レポートによる。
　歌学と注釈についての知識を的確に説明できるか。
　その中で個々の作品の個性を正確に位置づけられるか。
を評価基準とし、問題の設定が的確であるか（50％）、論の展開に齟
齬や不合理がなく進められているか、結論が妥当なものであるか（各
25％）といった点を特に重視する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　取り上げる歌学書、注釈について、歌学書や注釈自体の伝本、資料
などを配布する。
　読むべき書籍、論文等は、授業の進展、問題の展開にしたがって指
示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　取り上げる注釈についてあらかじめ全文を読了すること。また、そ
の対象となる和歌を読み、理解しておくこと。
　　毎週の講義の前に一時間程度の内容の読解と問題の整理、事後に
は一、二時間程度の内容のまとめとしての復習を要する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　歌枕と歌枕書（所名と歌語総覧として）
２　能因歌枕
３　綺語抄
４　綺語抄を成立させたもの
５　口伝とその形態
６　俊頼髄脳
７　俊頼髄脳と源俊頼
８　源俊頼と俊頼髄脳を成立させたもの
９　清輔以前の六条藤家の言説
10　清輔の歌学
11　和歌童蒙抄はどのように作られたか
12　無名抄
13　無名抄と長明
14　顕昭の歌学
15　まとめと討論



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25141-01日本文学特講Ⅲｃ

前期 2  1 授業形態:講義高橋　昌彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　江戸時代の代表的な文人たちの書簡や随筆などを読んでいく。
　漢学者・国学者などの書簡については、それぞれ担当を決め、文字
を読むとともに、差出人・宛名について調査を行う。調査した結果を
発表し、書簡の内容について、味読していく。
　随筆については、その内容が事実と合致するのか、執筆者の思想が
どのように反映しているかといった事柄に留意して、読み進めてい
く。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　くずし字を読む力を養う。
　江戸時代の人物交流のあり方・江戸人の考え方を説明できるように
なる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習形式で、担当箇所を決め、担当者がテキストの内容を説明す
る。江戸時代の人物の交流・考え方が自分の言葉で説明できているか
を評価の基準とする、演習の結果（８０％）及びそれを踏まえたレ
ポート（２０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　底本のコピーを事前に配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　理由無く欠席しないこと。日本文学特講Ⅲｄとともに履修するのが
望ましい。事前に配布する本文コピーに目を通しておくこと。事後は
間違えた文字等について確認すること。事前事後、各６０分程度。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　テキストの説明
第２回　発表の進め方・ガイダンス
第３回　書簡を読む（江戸中期の漢学者）
第４回　書簡を読む（江戸後期の漢学者）
第５回　書簡を読む（江戸末期の漢学者）
第６回　書簡を読む（幕末明治の漢学者）
第７回　書簡を読む（江戸中期の和学者）
第８回　書簡を読む（江戸後期の和学者）
第９回　書簡を読む（江戸末期の和学者）
第10回　書簡を読む（幕末明治の和学者）
第11回　書簡を読む（江戸中期の文人）
第12回　書簡を読む（江戸後期の文人）
第13回　書簡を読む（江戸末期の文人）
第14回　書簡を読む（幕末明治の文人）
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25142-01日本文学特講Ⅲｄ

後期 2  1 授業形態:講義高橋　昌彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　江戸時代の代表的な文人たちの書簡や随筆などを読んでいく。
　漢学者・国学者などの書簡については、それぞれ担当を決め、文字
を読むとともに、差出人・宛名について調査を行う。調査した結果を
発表し、書簡の内容について、味読していく。
　随筆については、その内容が事実と合致するのか、執筆者の思想が
どのように反映しているかといった事柄に留意して、読み進めてい
く。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　くずし字を読む力を養う。
　江戸時代の人物交流のあり方・江戸人の考え方を説明できるように
なる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習形式で、担当箇所を決め、担当者がテキストの内容を説明す
る。江戸時代の人物の交流・考え方が自分の言葉で説明できているか
を評価の基準とする。演習の結果（８０％）及びそれを踏まえたレ
ポート（２０％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　底本のコピーを事前に配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　理由無く欠席しないこと。日本文学特講Ⅲｃとともに履修するのが
望ましい。事前に配布する本文コピーに目を通しておくこと。事後は
間違えた文字等について確認すること。事前事後、各６０分程度。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　テキストの説明
第２回　進め方・ガイダンス
第３回　随筆を読む（古新奇談１～３丁目）
第４回　随筆を読む（同　４～６丁目）
第５回　随筆を読む（同　７～９丁目）
第６回　随筆を読む（同　10～12丁目）
第７回　随筆を読む（同　13～15丁目）
第８回　随筆を読む（同　16～18丁目）
第９回　随筆を読む（同　19～21丁目）
第10回　随筆を読む（同　22～24丁目）
第11回　随筆を読む（同　25～27丁目）
第12回　随筆を読む（同　28～30丁目）
第13回　随筆を読む（同　31～33丁目）
第14回　随筆を読む（同　34～36丁目）
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25145-01日本文学特講Ⅳｃ

前期 2  1 授業形態:講義永井　太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は、私小説に関するこれまでの様々な議論の検討を目的とす
る。私小説は日本の近代文学における特徴といわれ、多くの議論が費
やされてきた。その代表的な主張を紹介し、問題を整理していく。私
小説の代表作として、田山花袋の「蒲団」があり、従来の議論でも、
「蒲団」の評価が一つの論点となっていた。講義では、「蒲団」の評
価史についても概観していきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

私小説に関するこれまでの議論と問題点を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

私小説に関するこれまでの議論を理解しているかどうかを評価の基準
とする。授業で扱った主張または問題点について、レポートを提出し
てもらう。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストについては、用意しなくてもいい。こちらでレジメを用意す
る。
参考文献として、田山花袋「蒲団」は読んでおくこと。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

前もって配布する資料を読んでおき、わからない言葉は調べておくこ
と（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、ガイダンス
２、中村光夫『風俗小説論』
３、中村光夫『風俗小説論』
４、中村光夫『風俗小説論』
５、平野謙『芸術と実生活』
６、平野謙『芸術と実生活』
７、平野謙『新生論』
８、伊藤整『小説の方法』
９、伊藤整『小説の方法』
１０、後藤明生『小説いかに読み、いかに書くか』
１１、イルメラ・日地谷・キルシュネライト『私小説　自
己暴露の儀式』
１２、イルメラ・日地谷・キルシュネライト『私小説　自
己暴露の儀式』
１３、鈴木登美『語られた自己―日本近代の私小説言説』
１４、鈴木登美『語られた自己―日本近代の私小説言説』
１５、まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25146-01日本文学特講Ⅳｄ

後期 2  1 授業形態:講義永井　太郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、明治四十年代の文学における議論を読み直す。主な内
容は、自然主義である。この時代に書かれた、自然主義とその周辺の
問題に関する評論を丁寧に読んでいきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本近代文学における自然主義の主張について、説明出来るようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

自然主義について、十分理解しているかどうかを評価の基準とする。
評価方法としては、最後に授業で取りあげた問題・作品についてレ
ポートを書いてもらう。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

随時配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業中事前に配布した資料についてはよく読んでおき、わからないこ
とは調べておく（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、ガイダンス
２、田山花袋
３、田山花袋
４、田山花袋
５、島村抱月
６、島村抱月
７、島村抱月
８、長谷川天渓
９、長谷川天渓
１０、岩野泡鳴
１１、岩野泡鳴
１２、相馬御風
１３、相馬御風
１４、片上天弦
１５、まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25149-01日本文学特講Ⅴｃ

前期 2  1 授業形態:講義國生　雅子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

文学と美術
明治期における文学と美術との関係について、先行研究を整理し、新
たな論点を探る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近代文学史と近代美術史の概要を理解し、説明することができる。
文学と美術との関係について、自分なりの新たな論点を示すことがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

近代文学史及び美術史の理解が深まっているかを評価基準として、準
備学習で収集した資料とその解説の内容によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト及び参考資料として教員作成のプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指示された資料を探して準備しておくこと。（60分）
その資料を解説できるように下調べをしておくこと。（60分）
授業中に紹介された発展学習のための文献を積極的に読むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　近代美術の流れ
２　挿絵の歴史
３　装丁の歴史
４　「明星」と白馬会
５　「明星」における上田敏の美術評論
６　一條成美
７　総合芸術雑誌としての「明星」
８　アール・ヌーヴオーと「明星」
９　雑誌「新声」
10　漱石と画家たち
11　「スバル」と「方寸」
12　「方寸」の画家たち
13　森鷗外の海外美術紹介
14　高村光太郎の美術評論
15　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25150-01日本文学特講Ⅴｄ

後期 2  1 授業形態:講義國生　雅子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

大正期の文学と美術
伝統的な西洋美術を吸収した明治という時代から大正へと変化する
と、それまでの西洋美術の概念を変革した二十世紀美術の紹介が始ま
り、日本でも様々な前衛的な試みが行われる。文学でもまた、平明な
口語自由詩が市民権を得る一方で、モダニズム詩の実験が行われる。
そのような時代について、先行研究を整理し、新たな論点を探る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大正期の文学史と美術史の概要を理解し、説明することができる。
文学と美術との関係について、自分なりの新たな論点を示すことがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

大正期の文学史及び美術史の理解が深まっているかを評価基準とし
て、準備学習で収集した資料とその解説の内容によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト及び参考資料として教員作成のプリントを配布する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指示された資料を探して準備しておくこと。（60分）
その資料を解説できるように下調べをしておくこと。（60分）
授業中に紹介された発展学習のための文献を積極的に読むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　大正期の文学
２　大正期の美術
３　「月映」と『月に吠える』
４　未来派の紹介
５　日本における未来派の詩
６　第一次大戦後のヨーロッパ
７　ダダイズム
８　未来派の美術
９　村山知義
10　雑誌「MAVO」
11　尾形亀之助
12　その他の前衛文学雑誌
13　コミュニズムとモダニズム
14　広告と美術
15　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25153-01日本文学特講Ⅵｃ

前期 2  1 授業形態:講義中野　和典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　文学批評理論概論
　文学論を読み書きするために欠かせない批評理論について基礎的な
知識と思考方法を身につけることを目指す。
　受講者はテキストを要約し、注釈をつけ、参考文献として上げられ
ている文献についても調べて発表を行う。
　発表を受けて、受講者全員で質疑応答と討論を行う。
　発表と質疑応答と討論を通じてプレゼンテーション能力と対話能力
も育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本近代文学を研究するために必要な文学批評理論について基本的
な知識を身につける。（知識・理解）
　文学批評理論を用いて作品や先行研究を読解することができる。
（技能）
　文学批評理論を用いて自分の考えを客観視しようとする。（態度・
志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価基準）文学批評理論の基本的な事項について理解し、説明する
ことができているかを評価の基準とする。
（評価方法と割合）発表資料の充実度（４０％）、発表方法の適切さ
（３０％）、質疑応答と討論への積極性（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テリー・イーグルトン『文学とは何か―現代批評理論への招待　
上・下』（大橋洋一訳、岩波文庫、２０１４・８）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　（事前）テキストを通読して疑問点などを整理しておくこと（９０
分）。
　（事後）テキストと発表資料を見なおすこと（９０分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　文学とは何か？
　２　現象学、解釈学、受容理論　理論編
　３　現象学、解釈学、受容理論　実践編
　４　現象学、解釈学、受容理論　応用編
　５　構造主義と記号論　理論編
　６　構造主義と記号論　実践編
　７　構造主義と記号論　応用編
　８　ポスト構造主義　理論編
　９　ポスト構造主義　実践編
１０　精神分析批評　理論編
１１　精神分析批評　実践編
１２　精神分析批評　応用編
１３　政治的批評　理論編
１４　政治的批評　実践編
１５　政治的批評　応用編



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25154-01日本文学特講Ⅵｄ

後期 2  1 授業形態:講義中野　和典
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本近代文学の文学論と教材論
　日本近代文学の中でも国語教科書に取り上げられている作品につい
て、基礎的な知識と思考方法を身につけることを目指す。
　受講者はそれぞれの作品の研究史を調査し、文学論・教材論として
すぐれているものを選び、その論文を要約し、注釈をつけ、参考文献
として上げられている文献についても調べて発表を行う。
　発表を受けて、受講者全員で質疑応答と討論を行う。
　発表と質疑応答と討論を通じてプレゼンテーション能力と対話能力
も育成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本近代文学を研究するために必要な専門的な知識と研究方法を身
につける。（知識・理解）
　日本近代文学の書誌や研究史を理解し、反論や補足を行うことがで
きる。（技能）
　さまざまな資料や研究方法を参照して自分の考えを深めようとす
る。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（評価基準）日本近代文学の書誌と研究史について適切に理解できて
いるか、その上で反論や補足を示すことができているかを評価の基準
とする。
（評価方法と割合）発表資料の充実度（４０％）、発表方法の適切さ
（３０％）、質疑応答と討論への積極性（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　（事前）作品と論文を通読して疑問点などを整理しておくこと。
（９０分）
　（事後）作品と論文と発表資料を見なおすこと。（９０分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　梶井基次郎作品　書誌の研究
　２　梶井基次郎作品　研究史の整理
　３　梶井基次郎作品　先行論への応答
　４　川端康成作品　書誌の研究
　５　川端康成作品　研究史の整理
　６　川端康成作品　先行論への応答
　７　横光利一作品　書誌の研究
　８　横光利一作品　研究史の整理
　９　横光利一作品　先行論への応答
１０　坂口安吾作品　書誌の研究
１１　坂口安吾作品　研究史の整理
１２　坂口安吾作品　先行論への応答
１３　村上春樹作品　書誌の研究
１４　村上春樹作品　研究史の整理
１５　村上春樹作品　先行論への応答



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25157-01日本文学特講Ⅶｃ

前期 2  1 授業形態:講義林　信蔵
◎－－－　授業の概要　－－－◎

翻訳と近代日本文学

　明治以来、近代化のモデルを西洋とした日本は、多くのもの・文
化・制度を西洋から取り入れた。文学においても同様の傾向があり、
日本の近代文学の確立・展開には、西洋文学の影響が大きな役割を果
たしている。
　実際、日本の近代作家は、西洋の作品に似た文学作品を執筆するだ
けではなく、自らも西洋の作品を翻訳することで、西洋語で書かれた
作品の特徴を日本語文学としていかに再現すべきかという着想を得て
いる。
　この授業では、まず、翻訳をめぐる諸問題を解説したうえで、翻訳
家の実践とはどのようなものであるか学び、翻訳を学問的に考察する
ことの意味を確認する。そして、非常に多くの版の翻訳があることか
らも、翻訳家を魅了する作品であることが分かるサン=テグジュペリ
『星の王子さま』に注目し、その翻訳に関する先行論を参照しながら
考察していく。こうして翻訳の実践とは何かという理解を深めた後
に、日本近代文学と翻訳に関する論文集を読むことで、近代文学と翻
訳にまつわる諸問題に関する理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・翻訳学に関する諸問題を理解し、説明できる。
・日本近代文学の総合的な理解のために翻訳に対して知識を持つこと
がいかに有益であるか理解し、実例に即して説明できる。
・日本近代文学および比較文学に関して、基本的な調査研究の方法を
理解し、実践できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業の該当箇所の要約、質問、議論への参加度を40パーセントで評
価する。また、授業であつかったテーマに関するレポートを60パーセ
ントで評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　授業内でプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　この講義は、翻訳を扱うが、授業は基本的には日本語で書かれた文
章を扱う。英語（またはフランス語）が理解できるほうが望ましい
が、英語が得意ではない受講者も日本近代文学と翻訳という学問的
テーマが持つ意味を理解できる内容になっている。
　受講者は毎回、該当箇所について内容を要約し、質問箇所を明確に
し、先行研究に対する補足を行えるように予習する必要がある（１時
間程度）。また、授業の後に内容を復習し（１時間程度）、レポート
に備えるようにすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 翻訳学入門①（等価性、異化、同化）
3 翻訳学入門②（翻訳の政治性）
4 翻訳学入門③（翻訳の実践とは）
5『星の王子さま』の翻訳①（理論）
6 『星の王子さま』の翻訳②（冠詞）
7 『星の王子さま』の翻訳③（オノマトペ）
8 『星の王子さま』の翻訳④（時制）
9 『星の王子さま』の翻訳⑤（話法）
10 日本近代文学と翻訳に関する先行研究①
11 日本近代文学と翻訳に関する先行研究②
12 日本近代文学と翻訳に関する先行研究③
13 日本近代文学と翻訳に関する先行研究④
14 日本近代文学と翻訳に関する先行研究⑤
15 まとめ
（＃10～14に関しては、村上春樹や谷崎潤一郎に関するも
のなど、翻訳と日本近代文学に関わる先行研究の中から受
講生の関心が高いものを選ぶ）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C25158-01日本文学特講Ⅶｄ

後期 2  1 授業形態:講義林　信蔵
◎－－－　授業の概要　－－－◎

批評理論実践入門

　この授業は、文学作品を学問的に論じるための方法論である批評理
論をいかに実際の作品の読みに生かすべきかを学ぶことを目的とす
る。授業の前半では、一つの作品を様々な批評理論を用いて多角的に
読むというユニークな著作である『批評理論入門：『フランケンシュ
タイン』解剖講義』（廣野由美子・中公新書）を読む。その中で、す
でに批評理論についての学んだことがある受講生もそうでない受講生
も批評理論について基本的な事柄を確認し、批評理論がどのように具
体的な作品の考察に役立てられているのかを学ぶ。
　授業の後半では、受講生の関心のある日本近代文学の作品を選び、
授業の前半で学んだ理論をいかに応用し、いかに分析を実践するのか
を学ぶ。その際、重視するのは、理論をそのまま借りてくるのではな
く、批判的に継承し自らの問題関心に応じて変形し、考察に役立てる
ことを学ぶという点である。そして、授業の最後には、具体的な作品
に関して批評理論を用いながら考察する発表を行ってもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・批評理論について基本事項を確認し、その知識を作品の分析にどの
ように役立てうるのかを理解し、説明できる。
・批評理論を批判的に継承し、受け売りではなく、自らの作品分析に
応用する手続きや手法を理解し、実践できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業内容の理解、質問、議論への参加度を平常点として40パーセン
トで評価します。また、授業における発表の内容を60パーセントで評
価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　廣野由美子『批評理論入門：『フランケンシュタイン』解剖講義』
（中公新書・2005）ISBN4-12-101790-0

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　批評理論についてすでに知識がある受講生もそうでない受講生も歓
迎する。授業の前半では、テキストを読み、内容を要約し、質問を明
確にして内容を議論できるようにするために２時間ほどの予習が必要
である。授業の後半は、発表者はレジュメを準備し、それ以外の受講
生は、発表作品を読んでおく必要がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1   イントロダクション
2   小説技法編①（「ストーリーとプロット」など）
3   小説技法編②（「アイロニー」など）
4   小説技法編③（「異化」など）
5   小説技法編④（「間テキスト性」など）
6   批評理論編①（「ジャンル批評」など）
7   批評理論編②（「フェミニズム批評」など）
8   批評理論編③（「ポストコロニアル批評」など）
9   批評理論編④（「透明な批評」など）
10 理論の批判的継承の具体例
11 実践編①（授業内で考察する作品を決める）
12 実践編②（授業内で考察する作品を決める）
13 実践編③（授業内で考察する作品を決める）
14 実践編③（発表）
15 実践編④（発表）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31002-01英語学演習Ⅰ

２年通年 8  1 授業形態:演習毛利　史生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本演習では、意味論、統語論、語用論のインターフェイス関連に関わ
る言語現象を取り上げ、理論言語学的知見に基づき当該現象を掘り下
げていきます。近年の言語学は学際的な様相が強まっており、言語学
と他の学問領域との学際研究によって新たな視点が生まれています。
当然、言語学の中でも、複数の専門領域（例えば、統語論と形態論、
意味論と語用論など）のインターフェイス研究を通して新たな知見が
生まれています。本演習では、受講者全員が言語学のインターフェイ
ス研究の理論的知見を涵養しつつ、関連分野の言語現象を一つ掘り下
げていきます。そして、インターフェイスの観点から先行研究の問題
点を指摘、さらには代案を出せることを目指していきます。
　授業では、名詞句関連の現象を取り上げ、インターフェイス理論の
全般を網羅していきます。名詞句に纏わる現象はインターフェイス研
究のトピックの宝庫とも言えます。受講者全員で議論し、新たな発見
を共有していきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・統語論・意味論・語用論の基本的理論的知見を身に付け、それを自
分の言葉で説明できる。
・関連領域内の問題を発見できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における取組及び活動状況の評価70%、提出されたレポートの評
価30％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『形式意味論入門』田中拓郎（著）開拓社　3,132円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：議論する文献は事前に目を通し、内容の骨子を掴み、また
問題点を指摘できるようにする（2時間）。

事後学習：議論した内容を自らの研究にどう生かせるか再考する（2
時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
第1回統語論研究①：構造、移動
第2回統語論研究②：スコープ関係
第3回統語論研究③：機能範疇
第4回統語論研究④：名詞関連の機能範疇
第5回意味論研究①：集合論について
第6回意味論研究②：ラムダ演算子
第7回意味論研究③：イオタ演算子
第8回意味論研究④：述語修飾
第9回意味論研究⑤：意味計算
第10回語用論研究①：スケール含意
第11回語用論研究②：集合間における含意関係
第12回語用論研究③：含意計算
第13回語用論研究④：複数性と含意計算
第14回英語の裸名詞
第15回日本語の裸名詞

後期
第1回英語名詞の複数化①：語彙的分析
第2回英語名詞の複数化②：含意計算の観点から
第3回イタリア語、フランス語の裸名詞
第4回日本語複数名詞「～たち」
第5回日本語畳語名詞
第6回複数化と畳語名詞
第7回畳語名詞に関するSudo(2016)のアプローチ
第8回畳語名詞に関する代案検討
第9回種指示の名詞
第10回名詞の可算性
第11回類別詞研究：日本語
第12回類別詞言語：中国語
第13回類別詞言語：タイ語、ベトナム語
第14回類別詞の比較対象研究
第15回まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31004-01英語学演習Ⅱ

２年通年 8  1 授業形態:演習山田　英二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　Seminar in Phonology and Phonological Theory II
　英語の各種の音韻現象を、生成文法理論の枠組みで分析し、研究す
る。また、これと平行して、修士論文の指導を行う。
　先ず、音韻論に関する重要文献を精読する。随時、受講生にプレゼ
ンテーション(発表)を求め、それにより文献解読の手法を習熟させ、
文献の内容に対する理解度を高めると共に、受講生自らが設定する研
究課題へより深く切り込めるように指導する。
　本演習は、受講生による発表及びそれに対する担当者のコメント、
受講生と担当者との議論を中心として構成される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 音韻論における各種議論や研究方法を十分に理解できる。
(2) 独自の見解と解決法を提示できるようになる。
(3) 修士論文を完成させる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容(40%)、レポート(30%)、質疑応答(30%)を総合的に判断
し、評価を行う。発表内容に関しては、適切な資料を作成し、文章お
よび口頭で発表できることを評価の基準とする。レポートに関して
は、十分なデータを集めたか、そのデータに基づいて自分の見解を明
確に記述しているかを評価の基準とする。質疑応答に関しては、当該
授業の内容について、適切な問いを発し、それを口頭で表現できるか
を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

(1) Pater, Joe. 2000. “Non-Uniformity in English Secondary Stress: The
Role of Ranked and Lexically Specific Constraints.” Phonology 17:
237-274. Cambridge University Press.
(2) Bermúdez-Otero, Ricardo. 2012. “The Architecture of Grammar and the
Division of Labour in Exponence.” In The Morphology and Phonology of
Exponence (Oxford Studies in Theoretical Linguistics 41), edited by Jochen
Trommer, 8-83. Oxford: Oxford University Press.
(3) Kiparsky, Paul. 2015. “Stratal OT: A Synopsis and FAQs.” In
Capturing Phonological Shades Within and Across Languages, edited by
Yuchau E. Hsiao and Lian-Hee Wee, 2-44. Newcastle upon Tyne, UK:
Cambridge Scholars Publishing.
(4) Yamada, Eiji. 2010. Subsidiary Stresses in English. Tokyo: Kaitakusha.
ISBN9784758921510 (7,560 Yen)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　演習への積極的な参加が特に重要である。指定した文献を事前に精
読し、十分な予習・発表準備を行っておくこと(5時間)。毎回の演習・
発表後には、不十分であったところを補完し、発表の精度及び文献の
理解度をより高めておくこと(2時間)。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1年次
1. Introduction
2. Presentation and Discussion on Pater (2000): 発表準備
3. Presentation and Discussion on Pater (2000): 発表原稿の修正
4. Presentation and Discussion on Pater (2000): 発表
5. Presentation and Discussion on Bermúdez-Otero (2012): 発表準備
6. Presentation and Discussion on Bermúdez-Otero (2012): 発表原稿の
修正
7. Presentation and Discussion on Bermúdez-Otero (2012): 発表
8. Presentation and Discussion on Kiparsky (2015): 発表準備
9. Presentation and Discussion on Kiparsky (2015): 発表原稿の修正
10. Presentation and Discussion on Kiparsky (2015): 発表
11. Presentation and Discussion on Yamada (2010): 発表準備
12. Presentation and Discussion on Yamada (2010): 発表原稿の修正
13. Presentation and Discussion on Yamada (2010): 発表
14. Presentation and Discussion on Yamada (2010): 議論
15. Presentation and Discussion on Yamada (2010): 纏め
16. 後期のIntroduction
17. 修士論文のテーマの考察
18. 修士論文のテーマの考察・議論
19. 修士論文のテーマの決定
20. Theme and Method 発表準備
21. Theme and Method 発表原稿の修正
22. Theme and Method 発表練習の1回目(発表、講評、修正)
23. Theme and Method 発表練習の2回目(発表、確認、完成)
24. 修士論文に関する資料収集
25. 修士論文に関する資料整理
26. 修士論文に関する資料分析
27. 修士論文のテーマに関する討論（拡張議論）
28. 修士論文のテーマに関する討論（取捨選択）
29. 修士論文のテーマに関する議論（精選）
30. Summary

2年次
1. Introduction
2. 修士論文のContentsを書く（大枠）
3. 修士論文のContentsを書く（内容調整）
4. 修士論文のContentsを書く（確定）
5. 修士論文のIntroductionを書く（大枠）
6. 修士論文のIntroductionを書く（内容調整）
7. 修士論文のIntroductionを書く（確定）
8. 修士論文の第1章を書く（大枠）
9. 修士論文の第1章を書く（内容調整）
10. 修士論文の第1章を書く（確定）
11. 修士論文の第2章を書く（大枠）
12. 修士論文の第2章を書く（内容調整）
13. 修士論文の第2章を書く（確定）
14. 修士論文の第3章を書く（大枠）
15. 修士論文の第3章を書く（内容調整）
16. 修士論文の第3章を書く（確定）
17. 修士論文の第4章を書く（大枠）
18. 修士論文の第4章を書く（内容調整）
19. 修士論文の第4章を書く（確定）
20. 修士論文の第5章を書く（大枠）
21. 修士論文の第5章を書く（内容調整）
22. 修士論文の第5章を書く（確定）
23. 修士論文のConclusionを書く（大枠）
24. 修士論文のConclusionを書く（内容調整）
25. 修士論文のConclusionを書く（確定）
26. 修士論文の全体の構成の確認
27. 修士論文のAbstractを書く（大枠）
28. 修士論文のAbstractを書く（内容調整）
29. 修士論文のAbstractを書く（確定）
30. Summary

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ（山田英二）
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31008-01英語学演習Ⅳ

２年通年 8  1 授業形態:演習久保　善宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習では、生成文法理論の一つの研究指針であるミニマリスト・
プログラム(Minimalist program)という道具立てを用いて、この道具立
てが個別文法（主に英語の文法）の様々な統語事象をどのように「説
明」出来るのか、また出来ないのか、さらには「説明」出来ない事象
はどのようにすれば「説明」が可能になるのであろうか、ということ
を考察して、その成果を発表し議論していく、という形式で進めてい
きます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・英語の様々な統語事象に関する先行研究を検討することにより、経
験的且つ理論的考察ができるようになる。
・英語の様々な統語事象を自ら分析できるようになる。
・上記の成果を修士論文として具現化する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点（授業での質疑応答、議論、発表の内容）：６０％
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集めた
か、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ明示的に記
述しているかを評価の基準とする）：４０％

取組・発表、プレゼンテーションの評価（６０％）、課題レポートの
評価（４０％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　発表形式のため、受講生は発表時に各自、自作のハンドアウトを準
備してください。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

英語学特殊講義IVaを履修しておくことが望ましい。事前に配布され
た資料に目を通しておくことが望ましい（２時間）。また、毎週授業
後には議論の内容をよく理解しておくこと（１時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  前期Introduction
2.　先行研究の考察：発表と議論(1)英語統語論(Minimalist
program)
3.　先行研究の考察：発表と議論(2)英語統語論(Phrase
structure)
4.　先行研究の考察：発表と議論(3)英語統語論(Movement)
5.　先行研究の考察：発表と議論(4)英語統語論(Merge)
6.　先行研究の考察：発表と議論(5)英語統語論(Checking)
7.　修了生の発表と議論(1)
8.　先行研究の考察：発表と議論(1)日本語統語論(Phrase
structure)
9.　先行研究の考察：発表と議論(2)日本語統語論
(Movement)
10.　先行研究の考察：発表と議論(3)日本語統語論(Merge)
11.　修了生の発表と議論(2)
12.　先行研究の考察：発表と議論(1)比較統語論(Phrase
structure)
13.　先行研究の考察：発表と議論(2)比較統語論
(Movement)
14.　先行研究の考察：発表と議論(3)比較統語論(Case)
15. 前期Review
16.　後期Introduction
17.　Theme&Method検討
18.　Theme&Method作成
19.　Theme&Method修正
20.　修了生の発表と議論(3)
21.　Theme&Method完成
22̃26. 研究テーマに関する先行研究の検討
27.　修了生の発表と議論(4)
28̃30. 研究テーマに関する実証的研究



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31059-01英語学特殊講義Ⅴａ

前期 2  1 授業形態:講義竹安　大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

学問分野を問わず、論文執筆の際には客観的な根拠の提示が求められ、近
年の言語学（英語学）や教育学の研究においては、データを数量的に処理
する能力、統計学的分析手法に関する知識が必須となりつつあります。
この講義では、言語学の研究で頻繁に用いられる統計分析の手法を概観
し、基本的な概念を理解を深めます。また、Excel等によるデータの効率
的な処理方法や、統計分析を行う際に必要となる、調査・実験計画の立て
方の指導も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①言語学の研究で用いられる基本的な統計量、統計分析手法について、そ
れらが意味するところや、適切な使用方法を自分の言葉で説明できる。
（知識・理解）
②言語学の研究で用いられる基本的な統計量、統計分析手法を用いて、実
際のデータを分析し、その結果を適切に解釈することができる（技能）
③自身の修士論文または研究内容における自身の主張の根拠として、可能
な限り客観的な数量的・統計的データを提示しようとする姿勢を持つ。
（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標について、下記の方法と割合により成績評価します。
・授業中の発表：30%（到達目標①）
・質疑応答：20%（到達目標①）
・課題：20％（到達目標②）
・レポート：30％（到達目標①・②・③）

授業中の発表については、予め指定されたテキストの範囲について、適切
な資料を作成し、重要なポイントを他者にわかりやすく文章および口頭で
発表できるかどうかを評価の基準とします。
質疑応答については、予め指定されたテキストの範囲をしっかりと予習し
て内容を把握したうえで、授業中の議論をより深めるような問いを発する
ことができるかどうか、また、研究者としての質疑応答のマナーに則って
発言できるかどうかを評価の基準とする。
課題については、学んだ統計量等を正確に計算し、適切な解釈ができるか
どうかを評価の基準とする。
レポートについては、リサーチクエスチョンに対して適切なデータ収集、
分析をし、その結果を踏まえて自身の結論を述べることができているかを
評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Anthony Woods, Paul Fletcher, & Arthur Hughes (1986)
Statistics in Language Studies
Cambridge University Press
ISBN: 978-0521273121

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

予習
・毎回、指定されたテキストの範囲を予習し、内容を把握しておく（読ん
でも良く分からない部分については、メモしておき授業中に質問できるよ
うに準備しておく）（4時間）
※当該範囲の発表者となった場合は、上記の内容に加えて、配布資料を用
意し、他者に分かりやすく説明することができるようにしっかりと準備す
る（理解できなかった部分は、事前に質問に来るなどして、把握したうえ
で授業に臨む）

復習
・学習した内容に関する課題を課すので、それに取り組みながら自身が理
解できていない部分を洗い出し、しっかりと復習する（2時間）
※理解できなかった部分は放置せず、質問に来るなどして確実に理解する
こと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Tables and graphs：基本概念
3. Tables and graphs：実例の分析
4. Summary measures：基本概念
5. Summary measures：実例の分析
6. Statistical inference：基本概念
7. Statistical inference：実例の分析
8. Probability：基本概念
9. Probability：実例の分析
10. Modeling statistical populations：基本概念
11. Modeling statistical populations：実例の分析
12. Estimating from samples：基本概念
13. Estimating from samples：実例の分析
14. Testing hypotheses about population values：基本概念
15. Testing hypotheses about population values：実例の分析



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31051-01英語学特殊講義Ⅰａ

前期 2  1 授業形態:講義毛利　史生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　近年の言語学は学際的な様相が強まっています。言語学と他の学問
領域との学際研究によって新たな視点が生まれ、そこから様々な発見
が報告されています。言語学の中でも、複数の専門領域（例えば、統
語論、意味論、音韻論など）のインターフェイス研究を通して新たな
知見が生まれています。本講義では、言語学のインターフェイス研
究、特に、統語論と意味論のインターフェイス研究に従事していきま
す。言い換えれば、具体的現象に関与している統語論操作とそれに連
動する意味論の操作について研究していきます。時には、統語論・意
味論領域を超えた語用論操作も視野に入れていく必要もあるでしょ
う。対象言語の中心は英語になりますが、日本語、中国語、更には、
ロマンス語系言語も対象にしていきます。
　具体的には、名詞句及びその周辺領域に関する様々な現象、すなわ
ち、定性(definiteness)、複数性、修飾構造等の文献を読んでいき、全員
で議論を行っていきます。文献を読むにあたって、統語論の基本的知
識は勿論、形式意味論の基礎知識も必要となってきます。従って、そ
れらの考え方に慣れ親しむための解説も行っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　統語論・意味論研究に慣れ親しみ、関連領域内の問題を発見でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業における取組及び活動状況の評価70%、提出されたレポートの
評価を30%とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『形式意味論入門』田中拓郎（著）開拓社　3,132円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：議論する文献は事前に目を通し、内容の骨子を掴み、また
問題点を指摘できるようにする（2時間）。

事後学習：議論した内容を自らの研究にどう生かせるか再考する（2
時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回統語論・意味論の概要：構造、移動
第2回形式意味論研究：外延的意味、内包的意味
第3回形式意味論研究：意味の合成性
第4回形式意味論研究：対象言語とメタ言語
第5回形式意味論研究：モデル世界意味論
第6回形式意味論研究：ラムダ演算子
第7回形式意味論研究：Functional Application
第8回形式意味論研究：Predicate Modification
第9回形式意味論研究：Traces and Pronoun Rules
第10回統語論論研究：DP構造
第11回統語論研究：演算子移動
第12回形式意味論研究：Predicate Abstraction
第13回インターフェイス研究：definiteness
第14回インターフェイス研究：maximality
第15回インターフェイス研究：familiarity



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31052-01英語学特殊講義Ⅰｂ

後期 2  1 授業形態:講義毛利　史生
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　英語学特殊講義Ia同様に、インターフェイス研究、特に、統語論と
意味論のインターフェイス研究に従事していきます。言い換えれば、
具体的現象に関与している統語論操作とそれに連動する意味論の操作
について研究していきます。時には、統語論・意味論領域を超えた語
用論操作も視野に入れていく必要もあるでしょう。対象言語の中心は
英語になりますが、日本語、中国語、更には、ロマンス語系言語も対
象にしていきます。
　研究対象としては、英語学特集講義Iaでの議論を通して全員が関心
を持った言語現象を一つ取り上げます。取り上げた現象に関する先行
研究をまとめ、問題点の整理、そして作業仮説を立て、その仮説の検
証を行います。日本語の普遍化詞や中国語のdouの統語・意味分析な
ど、個別言語の個別現象を取り上げるもよし、もしくは定性
(definiteness)や比較構文など言語間差異に焦点を当てる研究でも尚もよ
しと考えています。
　セメスターの前半では、統語論、意味論の基礎知識の確認を行いま
す。現象を通して、それらの知識に慣れ親しみつつ、対象現象の研究
を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　統語論・意味論研究に慣れ親しみ、関連領域内の問題を発見でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業における取組及び活動状況の評価70%、提出されたレポートの
評価30％とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『形式意味論入門』田中拓郎（著）開拓社　3,132円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：議論する文献は事前に目を通し、内容の骨子を掴み、また
問題点を指摘できるようにする（2時間）。

事後学習：議論した内容を自らの研究にどう生かせるか再考する（2
時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回統語論・意味論の概要：構造、移動
第2回統語論：演算子移動
第3回形式意味論研究：意味の合成性
第4回形式意味論研究：モデル世界意味論、ラムダ演算子
第5回形式意味論研究：Functional Application
第6形式意味論研究：Predicate Modification
第7回形式意味論研究：Traces and Pronoun Rules
第8回インターフェイス研究：定性、イオタ演算子
第9回インターフェイス研究：2種類の定性
第10回インターフェイス研究：日本語の定性、DP構造
第11回インターフェイス研究：中国語の定性、Dの言語間
差異
第12回インターフェイス研究：類別詞と定性
第13回インターフェイス研究：裸名詞の意味
第14回インターフェイス研究：複数性、可算性
第15回インターフェイス研究：移動現象と意味



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31053-01英語学特殊講義Ⅱａ

前期 2  1 授業形態:講義山田　英二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　Lecture in Phonology and Phonological Theory IIa
　英語の音韻現象を、生成文法理論の枠組みで分析する。音韻論、特
に強勢理論の歴史的変遷をたどり、それぞれの時期に何が問題とさ
れ、解決されようとしてきたのかを明らかし、現在の問題点を浮き彫
りにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 英語音韻論全般に関する基礎的知識を獲得する。
(2) 英語音韻論、特に英語の強勢配置現象の分析における各種の論点及
び問題点を考察・指摘・議論できる。
(3) 英語音韻論の標準的な英文の文献を読解できる。
(4) 英語音韻論における問題点について、自ら考え表現することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容(40%)、レポート(30%)、質疑応答(30%)を総合的に判断
し、評価を行う。発表内容に関しては、適切な資料を作成し、文章お
よび口頭で発表できることを評価の基準とする。レポートに関して
は、十分なデータを集めたか、そのデータに基づいて自分の見解を明
確に記述しているかを評価の基準とする。質疑応答に関しては、当該
授業の内容について、適切な問いを発し、それを口頭で表現できるか
を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

(1) Chomsky, Noam, and Morris Halle. 1968. The Sound Pattern of English.
New York: Harper & Row. ISBN0262031795 ($60.00)
(2) Yamada, Eiji. 2010. Subsidiary Stresses in English. Tokyo: Kaitakusha.
ISBN9784758921510 (7,560 yen)
(3) Halle, Morris, and Jean-Roger Vergnaud. 1987. An Essay on Stress.
Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN0262081687 ($32.00)
(4) Durand, Jacques, and Eiji Yamada. 2016. "An Overview of the Approach
to Word Stress in English in the Generative Tradition." Ms.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業への積極的な参加が特に重要である。指定した文献を事前に精
読し、十分な予習を行っておくこと(5時間)。毎回の授業後には、テキ
ストの予習(下読み)において理解できなかったところを十分に理解で
きるようになり、他者に説明できるようにしておくこと(2時間)。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Beginnings: SPE
2. Predictability of Stress
3. Latin Rule
4. Weak and Strong Clusters
5. Data Analyzed by Cluster
6. Main Stress Rule: Simplified Version
7. Main Stress Rule: Application
8. Cyclic Application of Rules
9. Development: Metrical Phonology and Lexical Phonology
10. Metrical Phonology: Liberman and Prince (1977): LCPR
11. Metrical Phonology: Liberman and Prince (1977):
Deforestation
12. Metrical Phonology: Hayes (1980, 1982): Rhyme Projection
13. Metrical Phonology: Hayes (1980, 1982): WTC
14. Lexical Phonology: Class I, II
15. Lexical Phonology: Ordering Paradox

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ（山田英二）
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31054-01英語学特殊講義Ⅱｂ

後期 2  1 授業形態:講義山田　英二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　Lecture in Phonology and Phonological Theory IIb
　英語の音韻現象を、生成文法理論の枠組みで分析する。音韻論、特
に強勢理論の歴史的変遷をたどり、それぞれの時期に何が問題とさ
れ、解決されようとしてきたのかを明らかにし、現在の問題点を浮き
彫りにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 英語音韻論全般に関する基礎的知識を獲得する。
(2) 英語音韻論、特に英語の強勢配置現象の分析における各種の論点及
び問題点を考察・指摘・議論できる。
(3) 英語音韻論の標準的な英文の文献を読解できる。
(4) 英語音韻論における問題点について、自ら考え表現することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表内容(40%)、レポート(30%)、質疑応答(30%)を総合的に判断
し、評価を行う。発表内容に関しては、適切な資料を作成し、文章お
よび口頭で発表できることを評価の基準とする。レポートに関して
は、十分なデータを集めたか、そのデータに基づいて自分の見解を明
確に記述しているかを評価の基準とする。質疑応答に関しては、当該
授業の内容について、適切な問いを発し、それを口頭で表現できるか
を評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

(1) Chomsky, Noam, and Morris Halle. 1968. The Sound Pattern of English.
New York: Harper & Row. ISBN0262031795 ($60.00)
(2) Yamada, Eiji. 2010. Subsidiary Stresses in English. Tokyo: Kaitakusha.
ISBN9784758921510 (7,560 yen)
(3) Halle, Morris, and Jean-Roger Vergnaud. 1987. An Essay on Stress.
Cambridge, Mass.: MIT Press. ISBN0262081687 ($32.00)
(4) Durand, Jacques, and Eiji Yamada. 2016. "An Overview of the Approach
to Word Stress in English in the Generative Tradition." Ms.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業への積極的な参加が特に重要である。指定した文献を事前に精
読し、十分な予習を行っておくこと(5時間)。毎回の授業後には、テキ
ストの予習(下読み)において理解できなかったところを十分に理解で
きるようになり、他者に説明できるようにしておくこと(2時間)。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Unity: Halle and Vegrnaud’s Metrical Theory of Stress
2. Unity: Hayes (1982)
3. Unity: Mohanan (1982)
4. Generalization and Extrametricality
5. English Stress Rules: Rules and Parameters, ESR in HV
6. English Stress Rules: Rules and Parameters, Cyclicity
7. Application: Simple Word
8. Application: Derived Word
9. Change of Course: Burzio (1994) and Optimality Theory
10. Change of Course: Prince and Smolensky (1993) and
Optimality Theory
11. A Change of Course: Overview
12. Hammond (1999): Lexical Accent
13. Hammond (1999): Lexical Treatment in history
14. Kiparsky (2007, 2015): Cyclic Inheritance
15. Kiparsky (2007, 2015): Stratal OT

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ（山田英二）
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31055-01英語学特殊講義Ⅲａ

前期 2  1 授業形態:講義ハウ，スティーブン　マーク
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Human language in all its diversity should be one of the most interesting
subjects of study - it is something we all share and one of the things that
makes us human. In this advanced course, we will study language variation
and change, focusing in particular on the history and social variation of
English. We will study Old, Middle and Modern English, and how and why
English has changed over time. We will also study sociolinguistics to
understand how and why English varies socially. Our topics will include
language and class, African-American English, and language and gender. We
will include not only English in Britain but also English in America and
Australia.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The aim of this course is to give you a more advanced understanding of
language variation and change, with a focus on English:

1. You will increase your knowledge and understanding of the history of
English and the English of today
2. You will increase your knowledge and understanding of how and why
languages change
3. You will develop your skills in discussing, writing and presenting in
English
4. You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Homework 25% (5 times per semester, 5 x 5%) (Assessed goals 1, 2)
Mid-term report 25% (Assessed goals 1, 2, 3)
Presentations 15% (5 times per semester, 5 x 3%) (Assessed goals 1, 2, 3)
Final report 35% (Assessed goals 1, 2, 3, 4)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

[Title] Understanding Language Change
[Author(s)] BURRIDGE, Kate and Alexander BERGS
[Publisher] Routledge, 2016
[ISBN] 9780415713399
[Price] ¥4320

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework, taking at
least two hours. You should read through the next chapter before each class.
You should review class topics for at least one hour after each class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Changes to the Lexicon: Gaining words
3. Changes to the Lexicon: Losing words
4. Changes to the Lexicon: Etymology
5. Changes to the Semantics: Consequences of semantic change
6. Changes to the Semantics: Why words change their meanings
7. Changes to the Semantics: Regularity in semantic change
8. Change in Sound Structure: Phonological processes
9. Change in Sound Structure: Phonetic versus phonemic change
10. Change in Word Structure: Reanalysis
11. Change in Word Structure: Analogy
12. Change in Sentence Structure: Change in word order
13. Change in Sentence Structure: Typology and word order
change
14. Change in Sentence Structure: Creating grammar
15. End-of-term class



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31056-01英語学特殊講義Ⅲｂ

後期 2  1 授業形態:講義ハウ，スティーブン　マーク
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Human language in all its diversity should be one of the most interesting
subjects of study - it is something we all share and one of the things that
makes us human. In this advanced course, we will study language variation
and change, focusing in particular on the history and social variation of
English. We will study Old, Middle and Modern English, and how and why
English has changed over time. We will also study sociolinguistics to
understand how and why English varies socially. Our topics will include
language and class, African-American English, and language and gender. We
will include not only English in Britain but also English in America and
Australia.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The aim of this course is to give you a more advanced understanding of
language variation and change, with a focus on English:

1. You will increase your knowledge and understanding of the history of
English and the English of today
2. You will increase your knowledge and understanding of how and why
languages change
3. You will develop your skills in discussing, writing and presenting in
English
4. You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Homework 25% (5 times per semester, 5 x 5%) (Assessed goals 1, 2)
Mid-term report 25% (Assessed goals 1, 2, 3)
Presentations 15% (5 times per semester, 5 x 3%) (Assessed goals 1, 2, 3)
Final report 35% (Assessed goals 1, 2, 3, 4)

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

[Title] Understanding Language Change
[Author(s)] BURRIDGE, Kate and Alexander BERGS
[Publisher] Routledge, 2016
[ISBN] 9780415713399
[Price] ¥4320

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework, taking at
least two hours. You should read through the next chapter before each class.
You should review class topics for at least one hour after each class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Sociolinguistics: Social reasons for language change
3. Social variation: Posh and common in England
4. Social variation: African-American English in the USA
5. Social variation: Language and gender
6. The Spread of Change: Diffusion within the linguistic system
7. The Spread of Change: Spread in social structures
8. The Spread of Change: Social networks
9. Languages in Contact: Types of contact
10. Languages in Contact: Sprachbund
11. Languages in Contact: Language death
12. Relatedness between Languages: Languages, dialects and
standards
13. Relatedness between Languages: Establishing genetic
relationships
14. Relatedness between Languages: The comparative method
15. End-of-term class



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31057-01英語学特殊講義Ⅳａ

前期 2  1 授業形態:講義久保　善宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は、生物言語学という観点から、PP(Principles and Parameters)
アプローチからミニマリスト・プログラム(Minimalist program)という
生成文法の道具立てを検証し、これらの道具立てを用いて、英語を中
心とした様々な言語の統語事象を考察していきます。生物言語学と
は、人間の言語機能を人間固有の生物学的形質の一つと仮定して、そ
の言語機能の特質の研究を通して、人間の精神、脳の解明を試みる企
てです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．科学の一つとみなされる生成文法の思考法についての理解が深ま
る。
２．英語という言語の普遍性と個別性について説明できる。
３．英語の様々な統語事象について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点（授業での質疑応答、議論、発表の内容）（到達目標の１に
基づく）：５０％）
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集めた
か、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ明示的に記
述しているかを評価の基準とする）（到達目標の１，２，３に基づ
く）：５０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：データと先行研究をまとめた自作のハンドアウトを用いま
す。
参考文献：
Boeckx, C.& K.Grohmann  (2013)  The Cambridge Handbook of
     Biolinguistics, Cambridge University Press. (ISBN
     978-0-521-76153-6)
Chomsky, N. (1981)  Lectures on Government and  Binding,
     Foris Publications.(ISBN 90-70176-13-0)
Chomsky, N. (1995)  The Minimalist Program, MIT Press.
     (ISBN 0-262-53128-3)
Cook,V.J.& M.Newson (2007)  Chomsky's Universal Grammar,
     Third Edition, Blackwell Publishing. (ISBN 978-1-
     4051-1187-4)
Freiden, R. (2012)  Syntax, Cambridge University Press.
     (ISBN 978-0-521-67578-6)
Radford, A. (1997) Syntactic Theory and the Structure of
     English, Cambridge University Press.(ISBN 0-521-
     47707-7)
Radford, A. (2004) Minimalist Syntax, Cambridge　
     University Press.(ISBN 0-521-54274-X)
Radford, A. (2009) Analysing English Sentences,
     Cambridge University Press.(ISBN 978-0-521-73191-1)
Tallerman, M.& K.R.Gibson (2012) The Oxford Handbook of
     Language Evolution, Oxford University Press.(ISBN
     978-0-19-954111-9)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　指定した参考文献については事前に目を通しておくことが望ましい
（２時間）。また、毎週授業後には議論の内容をよく理解しておくこ
とが望ましい（１時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction
2.  Evolutionary linguistics
3.  Biolinguistics
4.  Language Typology(1): Lexicon
5.  Language Typology(2): Morphology
6.  Language Typology(3): Syntax
7.  Language Typology(4): Language change
8.  PP approach: principles(1)Movement
9.  PP approach: principles(2)Case and thematic role
10. PP approach: principles(3) Binding
11. PP approach: parameters
12.  Minimalist program(1): Merge
13.  Minimalist program(2): Checking
14.  Minimalist program(3): Movement
15.  Summary and Conclusion



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31058-01英語学特殊講義Ⅳｂ

後期 2  1 授業形態:講義久保　善宏
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は、英語の様々な統語事象を取り上げ、英語として容認可能
な文と容認不可能なものとを対照し、なぜ容認可能性にそのような相
違があるのかということを考察することによって、その背後に潜んで
いる原理、原則を生成文法の枠組みで探ります。そして、英語という
言語の普遍性と個別性の解明に迫ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．科学の一つとみなされる生成文法の道具立てについての理解が深
まる。
２．英語の様々な統語事象に関して、容認可能な文と容認不可能なも
のとを区別出来る。
３．英語の統語的に容認不可能な文に関して、その容認不可能な理由
について説明出来る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点（授業での質疑応答、議論、発表の内容）（到達目標の１，
２，３に基づく）：５０％）
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集めた
か、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ明示的に記
述しているかを評価の基準とする）（到達目標の１，２，３に基づ
く）：５０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：データと先行研究をまとめた自作のハンドアウトを用いま
す。
参考文献：
Chomsky, N. (1981)  Lectures on Government and Binding,
     Foris Publications.(ISBN 90-70176-13-0)
Chomsky, N. (1995)  The Minimalist Program, MIT Press.
     (ISBN 0-262-53128-3)
Freiden, R. (2012)  Syntax, Cambridge University Press.
     (ISBN 978-0-521-67578-6)
Radford, A. (1997) Syntactic Theory and the Structure of
     English, Cambridge University Press.(ISBN 0-521-
     47707-7)
Radford, A. (2004) Minimalist Syntax, Cambridge　　
      University Press.(ISBN 0-521-54274-X)
Radford, A. (2009) Analysing English Sentences,Cambridge
     University Press.(ISBN 978-0-521-73191-1)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　指定した参考文献については事前に目を通しておくことが望ましい
（２時間）。また、毎週授業後には議論の内容をよく理解しておくこ
とが望ましい（１時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction
2.  Phrase Structure
3.  VP Structure
4.  Sentence Structure (1): TP
5.  Sentence Structure (2): CP
6.  Information Structure (1): Topic
7.  Information Structure (2): Focus
8.  Movement
9.  Coordination
10. Small Clause
11. Double Object Construction
12. Phrasal Verb
13. Existential Construction
14. Control
15. Binding Theory



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31060-01英語学特殊講義Ⅴｂ

後期 2  1 授業形態:講義竹安　大
◎－－－　授業の概要　－－－◎

学問分野を問わず、論文執筆の際には客観的な根拠の提示が求められ、
近年の言語学（英語学）や教育学の研究においては、データを数量的に
処理する能力、統計学的分析手法に関する知識が必須となりつつありま
す。
この講義では、前期（英語学特殊講義Va）に引き続き、言語学の研究で
頻繁に用いられる統計分析の手法を概観し、基本的な概念を理解を深め
ます。また、Excel等によるデータの効率的な処理方法や、統計分析を行
う際に必要となる、調査・実験計画の立て方の指導も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①言語学の研究で用いられる基本的な統計量、統計分析手法について、
それらが意味するところや、適切な使用方法を自分の言葉で説明でき
る。（知識・理解）
②言語学の研究で用いられる基本的な統計量、統計分析手法を用いて、
実際のデータを分析し、その結果を適切に解釈することができる（技
能）
③自身の修士論文または研究内容における自身の主張の根拠として、可
能な限り客観的な数量的・統計的データを提示しようとする姿勢を持
つ。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標について、下記の方法と割合により成績評価します。
・授業中の発表：30%（到達目標①）
・質疑応答：20%（到達目標①）
・課題：20％（到達目標②）
・レポート：30％（到達目標①・②・③）

授業中の発表については、予め指定されたテキストの範囲について、適
切な資料を作成し、重要なポイントを他者にわかりやすく文章および口
頭で発表できるかどうかを評価の基準とします。
質疑応答については、予め指定されたテキストの範囲をしっかりと予習
して内容を把握したうえで、授業中の議論をより深めるような問いを発
することができるかどうか、また、研究者としての質疑応答のマナーに
則って発言できるかどうかを評価の基準とする。
課題については、学んだ統計量等を正確に計算し、適切な解釈ができる
かどうかを評価の基準とする。
レポートについては、リサーチクエスチョンに対して適切なデータ収
集、分析をし、その結果を踏まえて自身の結論を述べることができてい
るかを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

前期（英語学特殊講義Va）の授業で使用したテキストを引き続き使用し
ます。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

予習
・毎回、指定されたテキストの範囲を予習し、内容を把握しておく（読
んでも良く分からない部分については、メモしておき授業中に質問でき
るように準備しておく）（4時間）
※当該範囲の発表者となった場合は、上記の内容に加えて、配布資料を
用意し、他者に分かりやすく説明することができるようにしっかりと準
備する（理解できなかった部分は、事前に質問に来るなどして、把握し
たうえで授業に臨む）

復習
・学習した内容に関する課題を課すので、それに取り組みながら自身が
理解できていない部分を洗い出し、しっかりと復習する（2時間）
※理解できなかった部分は放置せず、質問に来るなどして確実に理解す
ること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Testing the fit of models to data：基本概念
3. Testing the fit of models to data：実例の分析
4. Measuring the degree of interdependence between two
variables：基本概念
5. Measuring the degree of interdependence between two
variables：実例の分析
6. Testing for differences between two populations：基本概念
7. Testing for differences between two populations：実例の分
析
8. Analysis of variance (ANOVA)：基本概念
9. Analysis of variance (ANOVA)：実例の分析
10. Linear regression：基本概念
11. Linear regression：実例の分析
12. Searching for groups and clusters：基本概念
13. Searching for groups and clusters：実例の分析
14. Principal components analysis and factor analysis：基本概
念
15. Principal components analysis and factor analysis：実例の
分析



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31303-01英語教育学演習Ⅰ

２年通年 8  1 授業形態:演習奥田　裕司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　英語学習者が学習を楽しい気持ちで自発的に進めていく為には、学
習者にとってどのような学習メディアが有効であるのか、実際にどの
ようなコンテンツが学習の楽しさを引き出すものであり、そのための
英語学習環境をどうデザインすれば良いのかを探求していきます。英
語学習を持続的・自発的に進めていく事ができる、「楽しさ」に焦点
を当てて演習を進めます。現在世界中で進められているICTを利用し
た英語学習環境や、それに付随する諸問題の最新情報をインターネッ
ト上で検索・研究し、自らの理想とする学習環境モデルを積極的に提
案し、それが実践可能なテーマであれば実際の学習環境構築も目指し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　当演習では、次の項目を到達目標とします。
・現代の英語学習環境について幅広い知識を獲得する。
・現代の英語学習環境について自ら調べ、自らの理想とする学習環境
モデルを積極的に発信する。
・授業はプレゼンテーション・ディスカッションを可能な限り英語で
進め、ライティングも必ず英語で行い、自分の研究テーマに関しての
英語発信能力の大幅な向上を目指す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レポート（20%）、提案・構築した英語学習環境の完成度
（50%）、プレゼンテーションやディスカッションの様子（30%）に
より判断します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Selwyn, N. (2013) Education in a Digital World, Routledge.
ISBN: 978-0-415-80845-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ICTを利用した英語学習環境はデバイスやインターネット技術の発
展と共に日々進化していきます。常に時代の要請に答えうるより良い
英語学習環境や教材について共に考えていきましょう。国内単位や英
語分野だけの狭い発想ではなく、世界や英語分野以外でどのような学
習環境がデザインされているのか、インターネット等で常に最新情報
に触れておくことが望まれます。指定テキストを事前に精読し、十分
な予習を行ってください（２時間）。
　毎回授業後に、授業中行ったディスカッションの関連事項を調べて
考察を深め（１時間）、必ず次回のディスカッションで活かすように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年
１．前期オリエンテーション
２．研究テーマの探求
３．研究テーマの絞り込み
４．研究テーマの概要
５．研究テーマに関する資料収集
６．研究テーマに関する資料整理
７．研究テーマに関する資料分析
８．研究テーマに関するディスカッション（拡張議論）
９．研究テーマに関するディスカッション（取捨選択）
１０．研究テーマに関するディスカッション（精選）
１１．研究概要作成（日本語版）
１２．研究概要作成（日本語版修正）
１３．研究概要作成（英語版）
１４．研究概要作成（英語版修正）
１５．前期まとめ
１６．後期オリエンテーション
１７．Theme & Method作成（日本語版）
１８．Theme & Method作成（日本語版修正）
１９．Theme & Method作成（英語版）
２０．Theme & Method作成（英語版修正）
２１．Theme & Method作成（英語版完成）
２２．英語学習環境のデザイン（イントロダクション）
２３．英語学習環境のデザイン（先行研究調査）
２４．英語学習環境のデザイン（先行研究分析）
２５．英語学習環境のデザイン（先行研究適用検討）
２６．英語学習環境のデザイン（先行研究適用）
２７．英語学習環境の構築（大枠）
２８．英語学習環境の構築（細部）
２９．英語学習環境の構築（調整）
３０．１年のまとめ

２年
１．前期オリエンテーション
２．Contents（大枠）
３．Contents（調整）
４．Contents（確定）
５．Abstract（大枠）
６．Abstract（内容調整）
７．Abstract（英語調整）
８．Abstract（確定）
９．Introduction（大枠）
１０．Introduction（内容調整）
１１．Introduction（英語調整）
１２．Introduction（確定）
１３．Hypothesis（再確認）
１４．Hypothesis（決定）
１５．前期まとめ
１６．後期オリエンテーション
１７．Previous Study（調査）
１８．Previous Study（適用）
１９．Method（大枠）
２０．Method（内容調整）
２１．Method（確定）
２２．Experiment（準備）
２３．Experiment（実施）
２４．Analysis（数値整理）
２５．Analysis（数値比較）
２６．Consideration
２７．Suggestions
２８．Results
２９．最終調整
３０．１年のまとめ

◎－－－　URL　－－－◎

eSchool News
(http://www.eschoolnews.com/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31313-01英語教育学特殊講義Ⅰa

前期 2  1 授業形態:講義奥田　裕司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　英語学習者が学習を楽しい気持ちで自発的に進めていく為には、学
習者にとってどのような学習メディアが有効であるのか、実際にどの
ようなコンテンツが学習の楽しさを引き出すものであり、そのための
英語学習環境をどうデザインすれば良いのかを探求していきます。英
語学習を持続的・自発的に進めていく事ができる、「楽しさ」に焦点
を当てて授業を進めます。さらに、英語教育学について専門書から学
ぶだけではなく、現在世界中で進められているICTを利用した英語学
習環境や、それに付随する諸問題の最新情報をインターネット上で検
索・研究し、自らの意見を積極的に提案することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　当授業では、次の項目を到達目標とします。
・現代の英語教育について幅広い知識を身につけることができる。
・現代の英語教育について自ら調べ、自分の意見を積極的に発信でき
る。
・これまで行われていた英語教育の知識を身に付けることができる。
・現代に必要な最新の英語学習環境について研究し提案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・最新の英語教育・英語学習環境に関する現状や問題を自ら調べ、自
分の言葉で正確に説明できているかを評価の基準とする。
・プレゼンテーションにおいて、十分なデータを集めたか、そのデー
タに基づいて自分の意見を明確に表現できているかを評価の基準とす
る。
・ディスカッションにおいて、プレゼンターにより事前に提示された
テーマに対して、十分な意見準備をし、適切なやり取りができている
かを評価の基準とする。

評価方法・割合
プレゼンテーション資料の完成度（30%）、プレゼンテーション自体
の完成度（30%）、ディスカッションに対する積極性の度合い
（40%）により判断します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Selwyn, N. (2013) Education in a Digital World, Routledge.
ISBN: 978-0-415-80845-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　一方的な教授（講義）は行いませんので、受講者間・受講者と教員
間で切磋琢磨し、より良い英語学習環境や教材について共に考えてい
きましょう。プレゼンテーションのテーマに関して事前に調査し、十
分なディスカッションの準備を行ってください（２時間）。
　毎回授業後に、授業中行ったディスカッションの関連事項を調べて
考察を深め（１時間）、必ず次回のディスカッションで活かすように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．２１世紀の外国語教育（概要）
３．２１世紀の外国語教育（アナログ）
４．２１世紀の外国語教育（デジタル）
５．英語教授法の史的変遷（アナログ）
６．英語教授法の史的変遷（デジタル）
７．英語コミュニケーション能力育成（アナログ）
８．英語コミュニケーション能力育成（デジタル）
９．英語音声の指導（アナログ）
１０．英語音声の指導（デジタル）
１１．英語語彙の指導（アナログ）
１２．英語語彙の指導（デジタル）
１３．英語リスニングの指導（アナログ）
１４．英語リスニングの指導（デジタル）
１５．まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

eSchool News
(http://www.eschoolnews.com/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31314-01英語教育学特殊講義Ⅰb

後期 2  1 授業形態:講義奥田　裕司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　英語学習者が学習を楽しい気持ちで自発的に進めていく為には、学
習者にとってどのような学習メディアが有効であるのか、実際にどの
ようなコンテンツが学習の楽しさを引き出すものであり、そのための
英語学習環境をどうデザインすれば良いのかを探求していきます。英
語学習を持続的・自発的に進めていく事ができる、「楽しさ」に焦点
を当てて授業を進めます。さらに、英語教育学について専門書から学
ぶだけではなく、現在世界中で進められているICTを利用した英語学
習環境や、それに付随する諸問題の最新情報をインターネット上で検
索・研究し、自らの意見を積極的に提案することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　当授業では、次の項目を到達目標とします。
・現代の英語教育について幅広い知識を身につけることができる。
・現代の英語教育について自ら調べ、自分の意見を積極的に発信でき
る。
・これまで行われていた英語教育の知識を身に付けることができる。
・現代に必要な最新の英語学習環境について研究し提案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
・最新の英語教育・英語学習環境に関する現状や問題を自ら調べ、自
分の言葉で正確に説明できているかを評価の基準とする。
・プレゼンテーションにおいて、十分なデータを集めたか、そのデー
タに基づいて自分の意見を明確に表現できているかを評価の基準とす
る。
・ディスカッションにおいて、プレゼンターにより事前に提示された
テーマに対して、十分な意見準備をし、適切なやり取りができている
かを評価の基準とする。

評価方法・割合
プレゼンテーション資料の完成度（30%）、プレゼンテーション自体
の完成度（30%）、ディスカッションに対する積極性の度合い
（40%）により判断します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
Selwyn, N. (2013) Education in a Digital World, Routledge.
ISBN: 978-0-415-80845-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　一方的な教授（講義）は行いませんので、受講者間・受講者と教員
間で切磋琢磨し、より良い英語学習環境や教材について共に考えてい
きましょう。プレゼンテーションのテーマに関して事前に調査し、十
分なディスカッションの準備を行ってください（２時間）。
　毎回授業後に、授業中行ったディスカッションの関連事項を調べて
考察を深め（１時間）、必ず次回のディスカッションで活かすように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．英語スピーキングの指導（アナログ）
３．英語スピーキングの指導（デジタル）
４．英語リーディングの指導（アナログ）
５．英語リーディングの指導（デジタル）
６．英語ライティングの指導（アナログ）
７．英語ライティングの指導（デジタル）
８．評価とテスト（アナログ）
９．評価とテスト（デジタル）
１０．早期英語教育（アナログ）
１１．早期英語教育（デジタル）
１２．アナログ教材作成
１３．デジタル教材作成（基礎）
１４．デジタル教材作成（発展）
１５．まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

eSchool News
(http://www.eschoolnews.com/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31318-01英語教育学特殊講義Ⅱa

前期 2  1 授業形態:講義福田　慎司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この授業では、近年日本で注目されている Content and Language
Integrated Learning (CLIL、内容言語統合型学習）について、まず理論
面からの理解を深める。その後、自身でCLIL を利用した実践ができる
ようになることを目指す。ヨーロッパをはじめとする様々な国々で取
り入れられている CLIL　が日本の教育現場でいかに取り入れられるべ
きなのかなどを考察し、今後の英語教育で CLIL を有効利用した実践
をできるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本と世界のCLILについて説明できる。（知識・理解）
CLILの基本を踏まえたうえで、CLILを利用した指導に取り組むことが
できる。（技能）
今後求めらえる英語教育について日常的に思案できる姿勢が身につ
く。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。

授業貢献度（授業内の発表と内容等）30%
担当チャプターのプレゼンテーション 40%
授業内容に関するレポート 30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
[Title]The TKT Course CLIL Module
[Author(s)] Kay Bentley
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9780521157339

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は原則英語で行うので、毎回指定した教科書のチャプターを事前
に読み、専門用語の意味を英語で説明できるようにしておくこと。
（90分）
授業でのディスカッションを振り返り、次回の授業のための準備をす
ること。（90分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：Orientation
第２回：Knowledge of CLIL principles of CLIL
第３回：Aims of CLIL and rationale for CLIL
第４回：Language across the curriculum
第５回：Communication skills across the curriculum
第６回：Cognitive skills across the curriculum (Key concepts)
第７回：Cognitive skills across the curriculum (Discovery
activities)
第８回：Learning skills across the curriculum
第９回：Review (2nd̃8th sessions)
第１０回：Lesson Preparation
第１１回：Planning a lesson or a series of lessons
第１２回：Language demands of subject content and
accompanying tasks
第１３回：Resources including multi-media and visual
organisers
第１４回：Materials selection and adaptation
第１５回：Review (10th̃14th sessions)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31319-01英語教育学特殊講義Ⅱb

後期 2  1 授業形態:講義福田　慎司
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この授業では、近年日本で注目されている Content and Language
Integrated Learning (CLIL、内容言語統合型学習）について、まず理論
面からの理解を深める。その後、自身でCLIL を利用した実践ができる
ようになることを目指す。ヨーロッパをはじめとする様々な国々で取
り入れられている CLIL　が日本の教育現場でいかに取り入れられるべ
きなのかなどを考察し、今後の英語教育で CLIL を有効利用した実践
をできるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本と世界のCLILについて説明できる。（知識・理解）
CLILの基本を踏まえたうえで、CLILを利用した指導に取り組むことが
できる。（技能）
今後求めらえる英語教育について日常的に思案できる姿勢が身につ
く。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。

授業貢献度（授業内の発表と内容等）30%
担当チャプターのプレゼンテーション 40%
授業内容に関するレポート 30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

[Title]The TKT Course CLIL Module
[Author(s)] Kay Bentley
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9780521157339

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業は原則英語で行うので、毎回指定した教科書のチャプターを事前
に読み、専門用語の意味を英語で説明できるようにしておくこと。
（90分）
授業でのディスカッションを振り返り、次回の授業のための準備をす
ること。（90分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：Orientation
第２回：Activity types
第３回：Lesson delivery
第４回：Classroom language
第５回：Review (2nd̃4th sessions)
第６回：Scaffolding content and language learning
第７回：Methods to help learners develop learning strategies
第８回：Review (6th and 7th sessions)
第９回：Consolidating learning and differences
第１０回：Assessment
第１１回：Focus of assessment
第１２回：Review (9th̃11th sessions)
第１３回：Types of assessment
第１４回：Support strategies for assessment
第１５回：Review (13th and 14th sessions)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31110-01英文学演習Ⅴ

２年通年 8  1 授業形態:演習園田　暁子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　文学作品を研究するためには、作品を理解、鑑賞、批評することが
必要です。この演習では、修士論文の執筆につながる作品や論文を実
際に読みながら、それらを批評的に読む方法について、また、説得力
のある論文を書くために必要な技術と考え方を身につけることを目指
します。最終的には、2年目の学会での口頭発表、そして修士論文の
執筆につなげられるような研究の基礎を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文学作品を原文で読み、内容を理解し、鑑賞／批評できる。
②論文のテーマを自ら設定できる。
③説得力のある論文を書き、効果的な口頭発表ができるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点(授業での発言、発表で、到達目標①に基づき評価)３０％
プレゼンテーション(①③に基づき評価)３０％
学期末レポート(①②③に基づき評価)４０％
レポートにはコメントをつけてフィードバックを行う

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業には、事前に指定の箇所を読んだり、議論のたたき台となる論
文の一部などを執筆し、疑問点についてまとめ、できる限り自分で答
えを準備してから臨んでください。(2時間)また、復習では、授業によ
り疑問が解決できたか確認し、新しく学んだことについてノートにま
とめてください。(2時間)

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年
1. イントロダクション
2. 文献調査の方法
3. 文献読解（イギリスの教育制度について）
4. 文献読解（イギリスの文学教育 詩）
5. 文献読解（イギリスの文学教育 散文）
6. 文献読解（16世紀の作品）
7. 文献読解（17世紀の作品）
8. 文献読解（18世紀の作品）
9. 文献読解（ロマン派の作品）
10 文献読解（19世紀の作品）
11.文献読解（20世紀の作品）
12.文献読解（研究論文の読解）
13. 英文レポートの書き方
14. 参考文献リストの書き方
15. 総まとめとレポート講評

16. 後期のイントロダクション
17. 修士論文のテーマの設定
18. Theme and Method 発表準備
19. Theme and Method 発表原稿の修正
20. Theme and Method 発表の練習1回目
21. Theme and Method　発表の練習2回目
22. Theme and Method  発表の振り返り
23. 文献調査の方法（データベースの活用）
24. 英語の研究論文を読む
25. 論文への研究論文の生かし方
26. 文献調査の方法（図書館の活用）
27. 研究論文の活用の仕方
28. 論文執筆に役立つ英語の表現
29. 修士論文のテーマの修正と構成
30. 学期末レポートの講評と１年のまとめ

２年
1. イントロダクション
2. 最初の一章を書く（概要）
3. 最初の一章を書く（効果的な引用について）
4. 最初の一章を書く（修正）
5. 最初の一章を書く（完成）
6. 学会での口頭発表の梗概をまとめる
7. 次の一章を書く（概要）
8. 次の一章を書く（効果的な引用について）
9. 次の一章を書く（修正）
10 次の一章を書く（完成）
11．さらに一章を書く（概要）
12. さらに一章を書く（効果的な引用について）
13. さらに一章を書く（修正）
14.さらに一章を書く（完成）
15.前期のまとめ（今後の課題の確認）
16．後期オリエンテーション
17. イントロダクションを書く（概要）
18．イントロダクションを書く（修正）
19．イントロダクションを書く（完成）
20. コンクルージョンを書く（概要）
21. コンクルージョンを書く（修正）
22. コンクルージョンを書く（完成）
23. 全体の構成の確認
24. 全体の修正（第1章と第2章を中心に）
25. 全体の修正（第3章他を中心に）
26．参考文献の確認
27. 引用の確認
28. 全体の修正（イントロとコンクルージョンを中心に）
29．最終確認
30. 総まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31159-01英文学特殊講義Ⅴa

前期 2  1 授業形態:講義園田　暁子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　イギリス・ロマン主義の時代を拓いたと言われるLyrical Balladsを精
読し、William WordsworthとSamuel Taylor Coleridgeの詩が、イギリス
詩の流れの中に持ち込んだものは何か考察していきます。
　文学作品を読む際には、内容を理解したうえで、作品を鑑賞し、批
評的に読むことが必要です。授業は、これらの読み方ができるよう
に、受講者全員で議論しながら理解を深めて行きます。また、今学期
は、新歴史主義(New Historicism)の視点から作品を読むことに力を入れ
る予定です。
　また、学期末には英語でレポートを提出してもらいますが、その前
段階として、日本語と英語による発表の機会を設けます。論文作成に
おける、オンライン・データベースの活用の仕方、聞き手に伝わる口
頭発表の仕方についても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 文学作品の内容を理解し、先行研究を踏まえつつ、解釈することが
できる。
② ①の成果を口頭発表とレポートという形でわかりやすく提示するこ
とができる。
③ 作品が生み出された歴史的・文化的背景についても理解し、作品を
解釈できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業での発表・発言（到達目標の①に基づいて評価）：３０％
プレゼンテーション（①②③に基づいて評価）：３０％
期末レポート（①②③に基づいて評価）：４０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, Lyrical Ballads: 1798 and
1802 (Oxford World's Classics), Oxford: Oxford UP, 2013. ISBN:
978-0199601967

また、オンラインデータベースで利用可能な論文を各自で入手し、読
んでもらいます。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　予習の段階では、各回で扱う詩をその文の構造を正確に理解しなが
ら読んでくること、そして作品に関する研究論文を読むことが必要で
す。(2時間）
　事後学習としては、授業で取り上げたテーマや内容をノート等にま
とめ、レポートのテーマとなりそうな点についてはアイディアを記録
してください。(2時間）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション　イギリス・ロマン主義の文学に
ついて概説
２．ロマン主義の時代の教育について "Expostulation and
Reply"、"The Tables turned"
３．社会と文学について　"The Female Vagrant"
４．子ども観の変遷について　"Anecdote for Fathers"、"We
are Seven"
５．自然と文学について　"Lines Written in Early Spring"、
"The Thorn"
６．所有の問題について　"The last of the Flock"、"The Mad
Mother"
７．論文の活用法について　"The Idiot Boy"
８．口頭発表１（日本語）
９．新歴史主義の視点から　"Lines written a few miles above
Tintern Abbey"
１０．語りの手法について　"The Rime of the Ancient
Mariner" I～III
１１．航海と冒険について　"The Rime of the Ancient
Mariner" IV～V
１２．宗教と文学について　"The Rime of the Ancient
Mariner"　VI～VII
１３．文学の伝統と革新について　"The Nightingale"
１４．口頭発表２（英語）
１５．総まとめ　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31120-01英文学特別講義Ⅰ

集中前期 2  1 授業形態:講義Ｊ．Ｔ．　ハッチャー
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Some years ago the BBC set out to discover the most popular poems in
Britain and so they asked the general public which poems they loved most.
The resulting list of the 100 most popular poems is a fascinating mixture of
the expected and the unexpected. Poems by major poets such as Wordsworth,
Keats, Tennyson and Yeats all made it into the top ten, but the most popular
poem of all was one rarely considered by modern scholars: Rudyard
Kipling’s “If”. In this intensive course we will read, study and discuss the
ten most popular poems. We will talk about what these poems mean and why
they are loved.

◎－－－　到達目標　－－－◎

In this course you will learn more about English poetry and the ways in which
it is engaged in a deep exploration of human life. You will also have a better
understanding of British culture and history. Moreover, since we will do
everything in English, you will improve your ability to think about and
discuss complex issues in English.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Preparation and class participation: 70%
Term report: 30%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

The Nation's Favourite Poems, edited by Griff Rhys Jones
London: BBC, 1996
ISBN 978-0563387824
¥1,274

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Active participation in class discussion is very important in this class. You
should spend one hour preparing for each class, which will entail reading the
texts we are studying, and thinking about the issues and experiences they
explore. After each class, you will revise what we have learnt for one hour.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Rudyard Kipling, If
3. Alfred Lord Tennyson, The Lady of Shalott stanzas 1-10
4. Alfred Lord Tennyson, The Lady of Shalott stanzas 11-19
5. Walter de la Mare, The Listeners
6. Stevie Smith, Not Waving but Drowning
7. William Wordsworth, The Daffodils
8. W. B. Yeats, The Lake Isle of Innisfree
9. W. B. Yeats, He Wishes for the Cloths of Heaven
10. John Keats, To Autumn
11. John Keats, To Autumn & Ode to a Nightingale
12. John Keats, Ode to a Nightingale stanzas 1-4
13. John Keats, Ode to a Nightingale stanzas 5-8
14. Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
15. Conclusion and summary



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31202-01米文学演習Ⅰ

２年通年 8  1 授業形態:演習大島　由起子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この演習では、現代ティブネイティブ･アメリカン文学の代表者
Leslile Marmon Silkoの金字塔ともいえる野心的な作品Almanac of the
Dead（『死者の暦』）に取り組みます。この作品には、グロテスクと
もいえるほどに、現代アメリカの諸相について闇が書き込まれていま
す。闇に塗り篭められたような印象を与える作品ですが、作品の構造
の大枠に目を向けると、それなりの希望も見出すことができるでしょ
う。
　折に触れ、シルコウのもう一つの代表作Ceremony（『儀式』）の批
評をはじめ、関連が深い批評も読み、把握します。
　掘り下げてきたいテーマに関しては、図書館の蔵書も駆使してくだ
い。
　また、説得力のある論文を書くために必要な技術と考え方を身につ
けることを目指します。最終的には、演習の2年目には学会で口頭発
表することを目指します。そして修士論文の執筆につなげられるよう
な文学研究の基礎を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文学作品を原文で内容を理解し、鑑賞にとどまらず、批評できる力
を伸ばし、論文のテーマを自ら設定できるようになること。
　自主性や独創性について考えること。
　説得力のある論文を書き、効果的な口頭発表ができるようになるこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（各回の授業での発表や発言により、作品の読解力を評価す
る）３０％
プレゼンテーション（効果的な口頭発表を行う力を評価する）３０％
学期末レポート（説得力ある学術論文を書く力を評価する）４０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Leslie Marmon Silko, Almanac of the Dead (Penguine Books, 1991)
ISBN: 0-14-017319-6
参考文献については、適宜、該当箇所の章をプリント配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業には、事前に指定の箇所を読んだり、議論のたたき台となる論
文の一部などを執筆し、疑問点についてまとめ、できる限り自分で答
えを準備してから臨んでください。（2時間）
また、復習では、授業により疑問が解決できたか確認し、新しく学ん
だことについてノートにまとめてください。（2時間）
以上のことを、毎回継続すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１年
1. 概要説明
2. 暦の意義について　Almanac of the Dead
3. 蛇について(先住民にとっての蛇）　Almanac of the Dead
4. 南西部という土地について　Almanac of the Dead
5. 中南米への拡がりについて　Almanac of the Dead
6. コロンブスについて　Almanac of the Dead
7. ジェロニモについて　Almanac of the Dead
8. 口頭発表１
9. 呪術、ゴーストダンスについて　Almanac of the Dead
10. 文明の末期症状について（年代記との関連）Almanac of the
Dead
11. 文明の末期症状について（核との関連）Almanac of the Dead
12. 蛇について（石蛇出現）　Almanac of the Dead
13. 希望について　Almanac of the Dead
14. 口頭発表２
15. 総まとめ

16. 後期のイントロダクション
17. 修士論文のテーマの設定
18. Theme and Method 発表準備
19. Theme and Method 発表原稿の修正
20. Theme and Method 発表の練習1回目
21. Theme and Method　発表の練習2回目
22. 英語の研究文献を読む（Kyoko Matsunaga)
23. 論文への研究論文の活かし方を考える
24. 文献調査の方法（データベースの活用）
25. 英語の研究論文を読む(Paula Gunn Allen)
26. 文献調査の方法（図書館の活用）
27. 英語の研究論文を読む(Keely Byars-Nichols)
28. 研究論文の活用の仕方
29. 修士論文のテーマの修正と構成
30. 学期末レポートの講評と１年のまとめ

２年
1. イントロダクション
2. 最初の一章を書く（概要）
3. 最初の一章を書く（効果的な引用について）
4. 最初の一章を書く（修正）
5. 最初の一章を書く（完成）
6. 学会での口頭発表の梗概をまとめる
7. 次の一章を書く（概要）
8. 次の一章を書く（効果的な引用について）
9. 次の一章を書く（修正）
10. 次の一章を書く（完成）
11．さらに一章を書く（概要）
12. さらに一章を書く（効果的な引用について）
13. さらに一章を書く（修正）
14. さらに一章を書く（完成）
15.　前期のまとめ（今後の課題の確認）

16．後期オリエンテーション
17. イントロダクションを書く（概要）
18．イントロダクションを書く（修正）
19．イントロダクションを書く（完成）
20. コンクルージョンを書く（概要）
21. コンクルージョンを書く（修正）
22. コンクルージョンを書く（完成）
23. 全体の構成の確認
24. 全体の修正（第1章と第2章を中心に）
25. 全体の修正（第3章他を中心に）
26．参考文献の確認
27. 引用の確認
28. 全体の修正（イントロとコンクルージョンを中心に）
29．最終確認
30. 総まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31207-01米文学演習Ⅲ

２年通年 8  1 授業形態:演習ピーターズ，Ｊ．Ｍ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

In this class in your first year you will find and confirm your thesis topic by
doing lots of reading, thinking, talking, and writing, in consultation with me.
You will read books like Laura Ingalls Wilder's Little House in the Big
Woods and three novels featuring talking animals. In your second year you
will write your thesis.

◎－－－　到達目標　－－－◎

You will improve your English skills, learn more deeply about children's
literature, science fiction, movie adaptations of literature, American culture,
and children's literature.

By the end of your first year in the program, you will decide your thesis topic
to write about in your second year.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Your grade will be determined by your reading, discussing, and writing about
the texts we read, and especially by your work on your Master's Thesis: 50%
participation (attendance, homework, and discussion, etc.) and 50% thesis
(writing, revising, and defending).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Little House in the Big Woods (1932) by Laura Ingalls Wilder
ISBN-10: 0060581808
Publisher: HarperCollins
Price: ¥1259

The One and Only Ivan (2012) by K. A. Applegate
ISBN-10: 0061992275
Publisher: HarperCollins
Price: ¥1,064

Stuart Little (1945) by E. B. White
ISBN-10: 0064410927
Publisher: HarperCollins
Price: ¥1067

Mrs. Frisby and the Rats of NIMH (1971) by Robert C. O'Brien
ISBN-10: 0689710682
Publisher: SIMON & SCHUSTER
Price: ¥984

The Giver Quartet (2014) by Lois Lowry
Publisher: HOUGHTON MIFFLIN
ISBN-10: 0544340620
Price: ¥4,157

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Your attendance (coming to class on time) is an important part of your grade.
So is homework (doing the assigned reading and writing for each class for
about two hours). So is participation in discussion.
After each class, you will review the class topics for about one hour.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1st Year
1. Little House: History
2. Little House: Family
3. Little House: Nature
4. Little House: America
5. Little House: Life
6. Little House: Laura & Laura
7. Stuart Little: Talking Animals
8. Stuart Little: Family
9. Stuart Little: Children and Adults
10. Stuart Little: Adventure
11. Stuart Little: Life
12. Picture Books and Families
13. Picture Books and Adventure
14. Picture Books and Life
15. Review First Semester
16. The One and Only Ivan: Animals
17. The One and Only Ivan : Humans
18. The One and Only Ivan: Family
19. The One and Only Ivan: Art
20. The One and Only Ivan: Love
21. Mrs. Frisby: Talking Animals
22. Mrs. Frisby: Family
23. Mrs. Frisby: Adventure
24. Mrs. Frisby: Science Fiction
25. Mrs. Frisby: Utopia
26. Deciding Your Thesis Topic
27. 1st Draft of Theme and Method
28. 2nd Draft of Theme and Method
29. Practice for Theme and Method
30. Review First Year

2nd Year
1. Introduction
2.  The Giver: Dystopia
3.  Gathering Blue: Post-apocalpyse
4.  Messenger: Allegory
5.  Son: Dystopia
6.  Son: Fairy tale
7.  Son: Allegory
8. The Giver: Movie vs. Novel
9. The Giver: Movie as Movie
10. Overall Thesis Outline
11. Introduction Outline
12. Introduction 1st Draft
13. Introduction 2nd Draft
14. Chapter 1 Outline
15. Chapter 1 1st Draft
16. Chapter 1 2nd Draft
17. Chapter 2 Outline
18. Chapter 2 1st Draft
19. Chapter 2 2nd Draft
20. Chapter 3 Outline
21. Chapter 3 1st Draft
22. Chapter 3 2nd Draft
23 Thesis Conclusion Outline
24. Thesis Conclusion 1st Draft
25. Thesis Conclusion 2nd Draft
26. Bibliography
27. Whole Thesis 1st Draft
28. Whole Thesis 2nd Draft
29. Whole Thesis 3rd Draft
30. Preparing for Thesis Defense



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31251-01米文学特殊講義Ⅰａ

前期 2  1 授業形態:講義大島　由起子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、19世紀中葉のアメリカン・ルネッサンス期に活躍し
た、Herman Melvilleの、代表的な小説を３本読みます。メルヴィルの
諸相がわかることと思います。前期には、The Confidence-Man および
Pierreを、後期にはMoby-Dickを読みます。メルヴィルの代表作の小説
世界とはいかなるものかについて考察を深めます。
　授業では、毎週、担当者が担当箇所の概要を説明、解説し、気に
なったところを指摘し、議論をすることで作品理解を深めます。期末
レポートを1本書きます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①文学作品の内容を理解し、先行研究を踏まえつつ、自分の解釈を
口頭発表と論文という形で提示できるようになること。
　②作品が生み出された歴史的・文化的背景を掴めるようになる。
　③人種表象批評について概要を把握できるようになる。
　④自分の独創性あふれる読解をアピールできるレポートを執筆でき
るようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業での発授業での発表・発言（予習の段階で作品や論文をしっか
りと読み、疑問点を持って授業に参加しているかによって評価）：３
０％ （到達目標の①②③が対象）
　プレゼンテーション力（自分で考えたことをまとめ、わかりやすく
伝えることができたかに基づいて評価）：３０％ （①②③が対象）
　課題レポート1本（独自の解釈を示すことができたかによって評
価）：４０％（④が対象）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　PierreおよびThe Confidence-Manについては、各自、自由な版を使っ
てください。授業開始までに入手しておくよう努めてください。
　Moby-Dickは、Herman Melville, Moby-Dick (Norton, 2018)を用いま
す。
　参考文献は、授業で、適宜、指摘します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業には、事前に指定の個所を読んだり、議論の叩き台となる論文
の一部などを執筆し、疑問点についてまとめ、できる限り自分で答え
を準備してから臨んでください。（2時間）
　復習では、授業により疑問が解決できたか確認し、新しく学んだこ
とについてノートにまとめて下さい(2時間）　
　以上のことを、毎回継続すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. メルヴィル文学概要説明
2. 作品概要説明　The Confidence-Man
3. 異人種交流について　The Confidence-Man
4. 信用詐欺とミシシッピ河について
The Confidence-Man
5. インディアン憎悪について　The Confidence-Man
6. 宗教について　The Confidence-Man
7. まとめ　The Confidence-Man
8. 口頭発表１
9.　作品概要 Pierre
10. 感傷小説について　Pierre
11. 博愛について　Pierre
12. ニューヨークについて　Pierre
13. ヤング・アメリカ文学運動について
Pierre
14.　口頭発表２
15. まとめ　Pierre



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31252-01米文学特殊講義Ⅰｂ

後期 2  1 授業形態:講義大島　由起子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　後期では、Moby-Dickを読みます。
　本作品は、メルヴィルの代表作です。海洋を舞台としていて、鯨学
の章もあるので、英語はやや難解ですが、傑作だけあり、読み応えが
あります。比喩表現の多さなどに慣れ、楽しめるようにします。
　後期の終りには代表的な批評を３本読みます。Moby-Dickについて
は膨大な量の批評がありますので、絞るのは大変ですが、批評史を押
さえます。
　学期末にレポートを１本提出します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①文学作品の内容を理解し、先行研究を踏まえつつ、自分の解釈を
口頭発表と論文という形で提示できるようになること。
　②作品が生み出された歴史的・文化的背景を掴めるようになる。
　③人種表象批評について概要を把握できるようになる。
　④自分の独創性あふれる読解をアピールできるレポートを執筆でき
るようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業での発授業での発表・発言（予習の段階で作品や論文をしっか
りと読み、疑問点を持って授業に参加しているかによって評価）：３
０％ （到達目標の①②③が対象）
　プレゼンテーション力（自分で考えたことをまとめ、わかりやすく
伝えることができたかに基づいて評価）：３０％ （①②③が対象）
　課題レポート1本（独自の解釈を示すことができたかによって評
価）：４０％（④が対象）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストには、Herman Melville, Moby-Dick (Norton, 2002)を使いま
す。参考文献は、適宜、授業中に指摘します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　前期同様です。
　指定した参考文献や事前に配布したプリントに目を通しておくこと
（2時間）。
　事後には、授業を思い出しながら重点的に読んだ箇所を精読して、
作品全体のなかでの位置づけを試みる習慣を身につけましょう。指定
した参考文献や事前に配布したプリントの内容を十分に理解できるよ
うに復習します（2時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Moby-Dick について概要説明
2. イシマエルについて　Moby-Dick
3. ポリネシアについて　Moby-Dick
4. エイハブ船長の後甲板演説について　Moby-Dick
5. 捕鯨船における階級について　ピップを中心に　Moby-
Dick
6.　ホモエロティシズムについて　Moby-Dick
7.　口頭発表１
8.　スターバックの限界について Moby-Dick
9.　白鯨との死闘について　Moby-Dick
10.　エピローグについて　Moby-Dick
11.　批評を読む(Timothy Marr)　
12.　批評を読む(Mary Edwards & Wyn Kelley)
13.　批評を読む(Jonathan Lethem)　
14.　批評を読む(Roger Payne)
15.　口頭発表２と後期のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31255-01米文学特殊講義Ⅲａ

前期 2  1 授業形態:講義ピーターズ，Ｊ．Ｍ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

In this class we will explore different kinds of families in different kinds of
American children's literature.

We will read and discuss and write about a variety of works: classic and
contemporary, award winning and popular, and realistic and fantastic short
stories and novels about human beings and animals. And we will focus on
questions like the following: What kinds of families appear in American
children's literature? What kinds of relationships appear between parents and
children and between siblings and siblings? What roles do different family
members play? What is a good family? What is a dysfunctional family? How
do different genres affect the depictions of families?

◎－－－　到達目標　－－－◎

Because we will do everything in English, this class will improve your
English ability as it deepens your understanding of American children's
literature, culture, and families.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

70% for homework and class discussion.
30% for writing on our Internet discussion group.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Sarah Plain and Tall (1985) by Patricia MacLachlan
ISBN-10: 0062399527
Publisher: HarperCollins
Price: ¥947

The Birchbark House (1999) by Louise Erdrich
ISBN-10: 0786814543
Publisher: Hyperion
Price: ¥858

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Your attendance (coming to class on time), homework (doing the assigned
reading and writing for two hours on time for each class), and participation in
discussion are all important. After each class, you will review the class topics
for one hour.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. "The Dream Fast"
3. "The Girl and the Chenoo"
4. Sarah, Plain and Tall: Family
5. Sarah, Plain and Tall: Mail Order Brides
6. Sarah, Plain and Tall: Pioneers
7. Sarah, Plain and Tall: Songs
8. The Birchbark House: Family
9. The Birchbark House: Nature
10. The Birchbark House: Seasons
11. The Birchbark House: Indians
12. The Birchbark House: White People
13. The Birchbark House: Tragedy
14. The Birchbark House: Life
15. Conclusions



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31256-01米文学特殊講義Ⅲｂ

後期 2  1 授業形態:講義ピーターズ，Ｊ．Ｍ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

In this class we will explore different kinds of families in different kinds of
American children's literature.

We will read and discuss and write about a variety of works: classic and
contemporary, award winning and popular, and realistic and fantastic short
stories and novels about human beings and animals. And we will focus on
questions like the following: What kinds of families appear in American
children's literature? What kinds of relationships appear between parents and
children and between siblings and siblings? What roles do different family
members play? What is a good family? What is a dysfunctional family? How
do different genres affect the depictions of families?

◎－－－　到達目標　－－－◎

Because we will do everything in English, this class will improve your
English ability as it deepens your understanding of American children's
literature, culture, and families.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

70% for homework and class discussion.
30% for writing on our Internet discussion group.

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Tuesdays at the Castle (2011) by Jessica Day George
ISBN-10: 1681192187
Publisher: Bloomsbury
Price: ¥945

Charlotte's Web (1952) by E. B. White
ISBN-10: 0064410935
Publisher: HarperCollins
Price: ¥1182

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Your attendance (coming to class on time), homework (doing the assigned
reading and writing for two hours on time for each class), and participation in
discussion are all important. After each class, you will review the class topics
for one hour.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Charlotte's Web: Family
3. Charlotte's Web: Animals
4. Charlotte's Web: Surrogates
5. Charlotte's Web: Adventure
6. Charlotte's Web: Life
7. Charlotte's Web: Growth
8. Tuesdays at the Castle: Family
9. Tuesdays at the Castle: Fantasy
10. Tuesdays at the Castle: Adventure
11. Tuesdays at the Castle Life
12. Tuesdays at the Castle: Justice
13. Tuesdays at the Castle: Growth
14. "Words of Power": Mothers & Daughters
15. Conclusions



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C31160-01英文学特殊講義Ⅴb

後期 2  1 授業形態:講義園田　暁子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　イギリス・ロマン主義の詩を中心に精読し、当時の社会や文学を含
む文化について理解を深めていくことを目指します。
　文学作品を読む際には、内容を理解したうえで、作品を鑑賞し、批
評的に読むことが必要です。授業は、これらの読み方ができるよう
に、受講者全員で議論しながら理解を深めていきます。また、今学期
は脱構築(Deconstruction)の視点から作品を読むことに力を入れる予定
です。
　また、学期末には英語でレポートを提出してもらいますが、その前
段階として、日本語と英語による発表の機会を設けます。オンライ
ン・データベースの活用の仕方、聞き手に伝わる口頭発表の仕方につ
いても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 文学作品の内容を理解し、先行研究を踏まえつつ解釈することがで
きる。
②　①の成果を口頭発表とレポートという形でわかりやすく提示でき
る。
③ 作品が生み出された歴史的・文化的背景についても理解し、作品を
解釈できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業での発表・発言（到達目標の①に基づいて評価）：３０％
プレゼンテーション（①②③に基づいて評価）：３０％
期末レポート（①②③に基づいて評価）：４０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『ロマン派詩選』、上島建吉編、研究社、1967年
ISBN: 9784327011895
価格：1600円＋税

William Blakeの作品については、Blake Archivesより各自入手するこ
と。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　予習の段階では、各回で扱う詩をその文の構造を正確に理解しなが
ら読んでくること、そして作品に関する研究論文を読むことが必要で
す。(2時間）
　事後学習としては、授業で取り上げたテーマや内容をノート等にま
とめ、レポートのテーマとなりそうな点についてはアイディアを記録
してください。(2時間）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション　ロマン主義の詩人たちとその時
代について解説
２．Willaim Blake "Introduction"、"The Shepherd"、"The
Echoing Green"
３．William Blake "The Little Black Boy"、"The Chimney
Sweeper"
４．William Blake　"The Divine Image"、"Holy Thursday"
５．William Blake  "Introduction"、"Earth's Answer"、"The
Clod and the Pebble"
６．William Blake "The Tyger"
７．Samuel Taylor Coleridge "The Eolian Harp"、"This Lime-
Tree Bower My Prison"
８．Samuel Taylor Coleridge "Frost at Midnight”、"Kubla
Khan"
９．Percy Bysshe Shelley "Ode to the West Wind"
１０．Percy Bysshe Shelley "To Wordsworth"、"To a Sky-
Lark"
１１．John Keats　"Ode to a Nightingale"、
"Ode to a Grecian Urn"
１２．John Keats La Belle Dame sans Merci"、"To Autumn"
１３．口頭発表
１４．William Wordsworth The Prelude
１５．総まとめとレポート返却

◎－－－　URL　－－－◎

The William Blake Archive
(http://www.blakearchive.org/blake/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40002-01独語学演習Ⅰ

２年通年 8  1 授業形態:演習森澤　万里子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習はドイツ語学の枠組みの中で修士論文を作成する大学院生が受講する研究指
導科目です。
　現在，受講者が視野に入れている研究領域は歴史統語論ですが，この領域で研究を
行うために必要となる専門知識と技能を身につけ，論文執筆につなげることがこの科
目の目的です。
  そのため，1年次には統語論上の言語変化を扱う際に必要な専門知識の確認及び補強
をした後，特に語順の変化に関して従来研究で論点とされたことは何なのか，また，
何を独自の視点のもとで論点として掲げることができるのかという点を検討します。
  2年次では前年度に行った修士論文中間発表での議論をふまえ，内容の再検討を行い
ます。その後，関連文献を収集の上、読み進め，その内容に関する議論を重ねます。
このような方法で問題へのアプローチと論の展開方法を模索し，その実践を発表で報
告しながら，論文の作成を進めてゆきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1年次
1. 文構造の歴史的変化を分析するために必要な専門用語（ドイツ語）及び専門知識を
身につけている。
2．迂言的動詞形式の歴史的成立過程を説明することができる。
3. 副文（定動詞後置文）の歴史的成立過程を説明することができる。
4. 歴史統語論をはじめとするドイツ語で書かれた専門書を読解し、自分の視点でまと
めて表現することができる。

2年次（上記四項目＋以下二項目）
5. 副文内における多項述語のパターンとパターンの変化、減少を独自の視点で論じる
ことができる。
6. ドイツ語研究所（Institut für Deutsche Sprache）のウェブサイトで公開されている
COSMAS II を用いて、言語分析に必要な資料を収集することができる。

 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平常点（授業への取り組み、発表、報告、プレゼンテーション力、議論）（70％）
とレポート（2年次に関しては修士論文の執筆途中段階で提出）（30％）により総合的
に評価します。
　平常点で問題となるのは、「到達目標」で掲げたことがらのうち、1, 4（2年次では
さらに6）の達成度です。レポートでは、1年次は1, 2, 3, 4, 2年次では1, 4, 5, 6に関して
評価が行われます。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：
1年次：
  Jürg Fleischer / Oliver Schallert (2011): Historische Syntax des Deutschen. Tübingen: Narr.
ISBN: 978-3-8233-6568-6
24,90 Euro
＊要購入

2年次：
使用しません。

参考図書：
１．Renata Szczepaniak (2009): Grammatikalisierung im Deutschen. Tübingen: Narr. 　ISBN:
978-3-8233-6434-4  （福岡大学図書館請求番号：845/SZ/1）
２．J. フーイエ（1993）『ドイツ語統語構造成立のあゆみ』手嶋竹司訳　行路社　
ISBN：(不明） （福岡大学図書館請求番号：845/F23/1）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：
　担当教員のもとで修士論文を執筆する場合は，必ずこの演習を専修科目として履修
しなくてはなりません（2年間8単位）。
　担当教員のもとで修士論文を執筆しない場合は、選択科目としてこの演習の履修が
認められることもあります（1年間のみ4単位）。

　いずれにせよ、ドイツ語統語論及びドイツ語史に関する基礎知識を有していること
が受講の前提となります。

事前準備：
事前学習（90分）：テキスト（2年次では修論関連文献）を熟読し，その内容をふまえ
た発表・報告・議論のための準備を行う。
事後学習（60分）：テキスト（2年次では修論関連文献）に関する議論の内容をまとめ
て論文執筆につなげる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画及び内容等
１年次
前期
第１回：オリエンテーション
　　　　歴史統語論の専門知識の習得：統語論とドイツ語史（テキ
スト: 1. Syntax und Sprachgeschichte des Deutschen）
第２回：承前（1.1 Syntax）
第３回：承前（1.2 Diachrone Linguistik）
第４回：承前（1.3 Die Sprachstufen des Deutschen）
第５回：承前（1.4 Regionale Unterschiede: Dialekte）
第６回：承前（1.5 Daten in der historischen Linguistik）
第７回：発表と議論（前期前半の総括）
第８回：修論テーマ及び文献収集方法の検討
第９回：歴史統語論の専門知識の習得：量的・質的分析手法（テキ
スト: 5 Quantitative und Qualitative Aspekte）
第10回：承前（5.1 Quantifizierung）
第11回：承前（5.2 Datenmenge und Textmenge）
第12回：承前（5.3 Korpusbildung）
第13回：承前（5.4前半 Interne Faktoren）
第14回：承前（5.4後半 Externe Faktoren）
第15回：発表と議論（前期後半の総括）

後期
第１回：統語論上の言語変化：迂言的動詞形式の成立（テキス
ト：8.1 Periphrastische Verbalformen im Neuhochdeutschen）
第２回：承前（8.2 Die Perfekt-Periphrasen）
第３回：承前（8.3 Das werden-Passiv）
第４回：承前（8.4 Das werden-Futur）
第５回：承前 (8.5 Modus-Peripharase)
第６回：発表と議論（後期前半の総括）
　　　　修論テーマ及び文献収集方法の検討
第７回：統語論上の言語変化：主文における定動詞の位置の展開
（テキスト：9.1 Das Satzklammer- oder Feldermodell）
第８回：承前（9.2 Die Stellung des finiten Verbs in deklarativen
Hauptsätze）
第９回：承前（9.3 Die Stellung des finiten Verbs in
Entscheidungsfragen）
第10回：承前（9.4 Nachfeld）
第11回：統語論上の言語変化：副文における定動詞と不定動詞形
(infinite Verbform) の位置の展開（テキスト：9.5.1 Die Abfolge der
verbalen Teile in Zwei-Verb-Clustern）
第12回：承前（9.5.2 Drei-Verb-Cluster）
第13回：承前（9.5.3 Interne und externe Faktoren）
第14回：承前（9.5.4 Lateinischer Einfluss bei der Verbendstellung im
Nebensatz?）　
第15回：発表と議論（後期後半の総括）

2年次
前期
第１回
　修論章立て及び文献・資料収集方法の再検討
第２～14回
　修論関連文献の概要報告及び議論
第15回
　修論の中途報告（発表）及び議論

後期
第１回
　修論の中途報告（発表）及び議論
　追加文献・資料の検討
第２回～10回
　修論関連文献の概要報告及び議論
第11回～15回
　修論内容の見直しと総括

◎－－－　URL　－－－◎

森澤公式ホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃morisawa/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40008-01独語学演習Ⅲ

２年通年 8  1 授業形態:演習片岡　宜行
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、ドイツ語の造語に関係するテーマで研究を行う受講
者を対象とした演習を行います。授業はすべて受講者による発表と討
論により進めます。１年次前期には、形態論の概要をおさえたうえ
で、ドイツ語における語形変化と造語について共時的・通時的観点か
ら学びます。１年次後期には、造語についてより詳しく学びます。ま
ず基本的な概念を確認したうえで、造語と品詞の関わりについて検討
し、また造語の生産性について考察します。２年次前期には派生を取
り上げ、主要な接頭辞・接尾辞の機能を確認し、派生による動詞の統
語上・意味上の変化について考察します。２年次後期にはそれまでの
研究成果を総括して研究を仕上げます。受講者は調査に基づく発表を
毎回行い、授業後には調査と考察の結果をレポートにまとめることが
必要です。また、２年次前期までは、授業計画に示した各テーマにつ
いての学習と並行して、自らの研究課題についての調査（先行研究の
調査やデータの収集・分析）を行い、随時報告することが求められま
す。なお、授業計画は受講者の関心の方向や研究の進捗状況によって
変更することがあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自らの専門分野に関係するドイツ語で書かれた文献を正しく読解
し、その内容を正確に説明することができる
・自ら研究課題を発見し、その課題に対する見解を、先行研究やデー
タを踏まえて説得的に述べることができる
・自らの研究課題を通して、ドイツ語ならびにドイツ語圏の文化の理
解に努め、得られた知見を他者に伝える姿勢をもつ

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業での発表が50％、学期末提出のレポートが50％の配分で評価しま
す。
いずれも、上記「到達目標」の達成の度合いにより評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

教科書は使用しません。基本的な参考文献として次の３点を挙げます
（図書館が所蔵する資料です）。このほか、受講者の研究課題により
各種の文献を参照する必要があります。
Duden (2016) Die Grammatik. 9. Aufl. Mannheim/Wien/Zürich:
Dudenverlag.
Eisenberg, P. (2013) Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 1. Das Wort. 4.
Aufl. Stuttgart/Weimar: Metzler.
Helbig, G. / Buscha, J. (2001) Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht. Berlin/München: Langenscheidt.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

①履修上の留意点
発表と討論はすべて受講者による進行とします。

②事前・事後学習
事前学習（発表の準備）
・資料の下読み、要旨のまとめと問題点の整理（90分）
・先行研究の調査とデータの収集・分析（90分）
事後学習（レポートの作成）
・調査と考察の結果のまとめ・文章化（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜１年次前期＞
1-2 形態論の概要
3-5 現代ドイツ語における語形変化
6-8 通時的観点から見た語形変化
9-11 現代ドイツ語における造語
12-14 通時的観点から見た造語
15 総括

＜１年次後期＞
1-2 造語の概要
3-5 合成と派生
6-8 造語と品詞
9-11 造語と意味
12-14 造語の生産性
15 総括

＜２年次前期＞
1-2 派生の概要
3-5 接頭辞の機能
6-8 接尾辞の機能
9-11 派生による動詞の統語的性質の変化
12-14 派生による動詞の意味の変化
15 総括

＜２年次後期＞
1 研究の進捗状況の報告
2-5 先行研究と諸問題の総括・討論
6-9 受講者による収集データの検討
10-13 受講者の見解の提示と討論
14-15 研究の仕上げ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40021-01独語学特別講義Ⅰ

集中前期 2  1 授業形態:講義工藤　康弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　今から1000年以上も前、ドイツ人たちはキリスト教を受け入れよう
として聖書の内容をドイツ語にしました。800年ほど前は宮廷文化が
花開き、ミンネザングで愛を歌い、叙事詩でもって騎士道を語りまし
た。500年くらい前は散文作品が庶民の生活を生き生きと描いていま
す。この授業ではgutをguotと言い、undをvndと書いていた昔のドイツ
語を観察し、その背後にある言語文化を紹介します。
　授業ではインドヨーロッパ語族から説き起こし、ゲルマン語、ゴー
ト語を経て、狭い意味でのドイツ語史に入ります。古い時代から順に
古高ドイツ語、中高ドイツ語、初期新高ドイツ語、近現代のドイツ語
を考察します。それぞれの時代における言語文化的な背景、言語的特
徴を説明し、実際のテキストを講読することで、言語的特徴を確認す
るほか、今後解明すべき点を探ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①知識・理解に関する到達目標
・「ドイツ語史の各時代の特徴を説明できる。」
・「現代ドイツ語の特徴をドイツ語史の観点から説明できる。」
・「歴史的な観点から英語との違いを説明できる。」
②技能に関する到達目標
・「ドイツ文字（Fraktur）を読むことができる。」
・「ドイツ語史の知識を活かし、古いドイツ語の読解に取り組むこと
ができる。」
③態度・志向性に関する到達目標
・「現代ドイツ語や現代英語を常に歴史的な観点から捉え、説明する
姿勢が身につく。」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

方法は以下のとおり。
・「授業における取組状況を20%、提出されたレポートの評価を80%
で評価する。」
　基準は以下のとおり。
・「授業における取組状況として、授業の終わりに提出されるミニッ
ツペーパーによって、授業内容を正確に把握し、学術的に意義のある
意見や質問を提示できるかどうかを評価の基準とする。」
・「レポートにおいて、ドイツ語史の知識を活かして与えられたテキ
ストの言語的特徴を的確に捉え、説明できるかどうかを評価の基準と
する。」
　フィードバックは以下のとおり。
・「ミニッツペーパーについては次回の授業で回答し、レポートにつ
いてはコメントして返却する。」

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

独自に作成した資料を事前に配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・「事前に配布される資料、特に講読用のテキストに目を通してお
く。（60分）」
・「授業で読んだテキストを再度読んで、理解が深まったことを確認
する（60分）」

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　　世界の中のドイツ語、インドヨーロッパ語族
第2回　　ゲルマン民族、第一次子音推移、ゲルマン語の
特徴
第3回　　ゴート語、第二次子音推移、高地ドイツ語と低
地ドイツ語
第4回　　古高ドイツ語（言語的特徴）
第5回　　古高ドイツ語（主の祈り、メルゼブルクの呪文
ほか）
第6回　　中高ドイツ語（言語的特徴）
第7回　　中高ドイツ語（宮廷文学、ミンネザング）
第8回　　中高ドイツ語（ニーベルンゲンの歌）
第9回　　近世ドイツの社会状況と言語文化（印刷術、宗
教改革）
第10回　 マルティン・ルター
第11回　 初期新高ドイツ語（文章語の発展、書記法、音韻
論）
第12回　 初期新高ドイツ語（形態論、統語論）
第13回　 初期新高ドイツ語（ティル・オイレンシュピーゲ
ル、ファウスト博士の物語ほか）
第14回　 初期新高ドイツ語（イェルク・ヴィクラム、ヨハ
ネス・パウリ）
第15回　 近現代のドイツ語



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40019-01独文学演習Ⅳ

２年通年 8  1 授業形態:演習堺　雅志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　20世紀大戦期の文学について研究を行う受講者を対象とした演習を
行います。授業はすべて受講者による発表と討論という形で進めま
す。
　１年次には20世紀大戦期の文学のなかから記念碑的作品を読みなが
ら、それらの構造と内容について分析を行いました。語りの理論や意
味体系のとらえかたの類型など、小説を分析するために必要な理論の
基礎を確認しながら、作業を進め、平行して、先行研究にはどのよう
なものがあるか、調査し、またそのなかの重要なものについては、検
討を行いました。
　２年次前期には20世紀大戦期の文士の証言や日記などを補助線とし
ながら、独自の観点から、20世紀大戦期の文学についての研究を進め
ていきます。具体的にはハインリヒ・マン『アンリ四世』二部作とそ
の周辺を扱います。２年次後期にはそれまでの研究成果を総括して論
文の形にまとめ上げます。なお、授業計画は受講者の関心の方向や研
究の進捗状況によって修正することがあります。受講者は文献検討に
基づく発表を毎回行い、考察の結果をレポートにまとめることが必要
です。また、授業計画には記していませんが、広く文学作品に親しむ
ことが求められます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ドイツ語で書かれた文献を正しく理解し、その内容を的確に説明す
ることができる
・先行研究を踏まえたうえで、理論的枠組みをもって自らの見解をま
とめ、発表・レポートや論文の形で説得的に述べることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学期末提出のレポートが50％、授業での発表が50％の配分で評価しま
す。上記「到達目標」の達成の度合いにより評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
Heinrich Mann: "Die Jugend des Königs Henri Quatre.", "Die Vollendung des
Königs Henri Quatre." In: HM: "Studienausgabe in Einzelbänden." Frankfurt
a.M. 1986-2015.
ハインリヒ・マン『アンリ四世の青春』『アンリ四世の完成』，小栗
浩訳，晶文社，1973，1989年。
参考文献
アリストテレース『詩学』、ホラーティウス『詩論』、松本仁助、岡
道男訳、岩波文庫、1997年。ISBN 978-4003360491
レッシング『ラオコオン』、斎藤栄治訳、岩波文庫、1970年。ISBN
978-4003240410
Fr.シュレーゲル『ロマン派文学論』、山本定祐訳、冨山房百科文庫、
1978年。ISBN 978-4572001177
G. ルカーチ『小説の理論』、原田義人訳、ちくま学芸文庫、1994年。
ISBN 978-4480081667
E. アウエルバッハ『ミメーシス』、篠田一士、川村二郎訳、ちくま学
芸文庫、1994年。ISBN 978-4480081131
T. イーグルトン『文学とは何か』、大橋洋一訳、岩波文庫、1990年。
ISBN 978-4003720417

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習
・授業で扱う箇所の下読み、訳の準備と分析（120分）
・関連文献の調査、検討（60分）
事後学習
・授業を踏まえた自己の見解のまとめ（120分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜１年次前期＞
1 導入
　20世紀大戦期の文学
　いくつかの可能的切り口について
2-5 マン家の人々
6-9 ブレヒトと社会思想
10-13 ホフマンスタールとオーストリア
14 研究論文テーマおよび文献の検討
15 総括（受講者の見解のまとめ）

＜１年次後期＞
1 導入
　20世紀大戦期の文学の展望
2-5 「物語」の機能について
6-9 社会と文学
10-13 作品再検討
14  研究論文テーマおよび文献再検討
15 総括（受講者の見解のまとめ）

＜２年次前期＞
1 導入
　研究論文の章立ての検討
2-14 論文関連文献の概要報告および議論
15 研究論文の中間報告および議論

＜２年次後期＞
1 研究の進捗状況の報告
2-6 論文関連文献と諸問題の総括
7-11 受講者の見解の総括
12-15 研究の総仕上げ

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学人文学部ドイツ語学科堺雅志のホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃masashis/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40063-01独文学特殊講義Ⅱａ

前期 2  1 授業形態:講義金山　正道
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　ユダヤ人問題はドイツ文学はもとより、広くヨーロッパ文学におけ
る重要なテーマのひとつである。刊行された最古のファウスト文学
『ヨーハン・ファウストゥス博士の物語』（1587年）第38話にファウ
ストゥス博士が、ユダヤ人高利貸しからが借りた金をだまし取る話が
見出される。つまり、16世紀後半にはドイツでもシェイクスピアの
『ベニスの商人』におけるシャイロックにその典型をみるユダヤ人像
が形成されていたことがわかる。
　この授業では、どのような経緯でユダヤ人が金貸しの仕事をおこな
うことになったのか、その宗教的・政治的・経済的理由、特に宗教的
な理由について、「テキスト」欄に記した文献を講読しながら考察す
る。その際、抽象論に陥ることがないよう、旧約聖書と新約聖書から
利子の徴収に関する当該の箇所を引用しながら、聖書に記されたこの
問題に関する律法およびイエスの教えに目を向けながら考究する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・高度なドイツ語で書かれた文献を読むことができるドイツ語運用能
力を身に着けている。
・ユダヤ人迫害の歴史を正確に把握し、異なる文化圏で生じている国
際問題に関する理解のための基盤となる専門的知識を身に着けてい
る。
・教員によって出された大きな問題について、自分でテーマを見つ
け、説得力のあるレポートを作成して提出することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の方法と割合は次の1から3による。
1．授業における専門的文献の訳読（30％）2．授業中に教員により専
門的視点からなされた質問に対する口頭での答え（20％）3．学期末
に課すレポート（50％）。
評価基準はそれぞれ次のとおりである。
1については、高度なドイツ語で書かれた専門書を読むことができる
か。
2については、授業で読むテキストや資料の内容に関する質問に正し
く答えることができるか。
3については、学期末に出す三つのテーマの中から、ひとつを選び、
そのテーマに関して論理的で説得力のある小論文（レポート）を作成
することができるか。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：Gustav Radbruch, Heinrich Gwinner: Geschichte des
Verbrechens. Versuch einer historischen Kriminologie. Stuttgart 1951.（福岡
大学中央図書館所蔵　書誌ID: BA13623564）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：次回扱う個所を毎回明示するので、事前に自分で辞書をひ
き、必要な場合は他の専門書で調べ予習しておくこと（90分）。
事後学習：その日に学習したことは、その日のうちに理解し、事後学
習で不明な箇所があれば、次の授業の際に質問すること（30分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション（教材の配付と文献紹介）
2.ユダヤ人迫害の歴史―十字軍遠征との関係で
3.ユダヤ人迫害の歴史―三つの流言飛語（「聖餅冒涜」）
4.ユダヤ人迫害の歴史―三つの流言飛語（「儀式殺人」）
5.ユダヤ人迫害の歴史―三つの流言飛語（「井戸への毒物
投入」）
6.徴利の問題―旧約聖書『申命記』を中心に
7.徴利の問題―『申命記』以外の旧約聖書における律法
8.徴利の問題―新約聖書を中心に
9.徴利の問題―アリストテレスの場合
10.徴利の問題―トマス・アクイナスの場合
11.ユダヤ人問題を扱った映画化された文学作品のDVDを
使った授業（視聴を中心に）
12.ユダヤ人問題を扱った映画化された文学作品のDVDを
使った授業（考察と議論）
13.ドイツ文学における「ユダヤ人街」の描写（ゲーテ『詩
と真実』の場合）
14.ドイツ文学における「ユダヤ人街」の描写（ロマン派の
場合）
15.「まとめ」と「レポート課題について」



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40064-01独文学特殊講義Ⅱｂ

後期 2  1 授業形態:講義金山　正道
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　ファウスト研究において、「ファウストと悪魔との契約」は、聖書
における「神と人との契約」のパロディである、あるいはそれに依拠
したモチーフであるといわれる。しかし、聖書には「悪しき者と人と
の契約」も出てくる。同時に、「神と人との契約」に関しても、ロト
との契約、二度にわたるアブラム（アブラハム）との契約、あるいは
モーセを介して結ばれた「主たる神とイスラエルの民との契約」など
いくつもの契約が登場する。この点に明確に言及したうえで、ファウ
スト文学における契約の源泉が「神と人との契約」であれば、そのど
れでもいいのか、あるいは総括的に＜聖書における「神と人との契
約」がその源泉になっている＞といってよいのか、この点を明確にし
た研究はドイツにもない。おおよそ文学研究、ことにモチーフに関す
る研究は、こうした点も明確にしながらおこなうべきものである。こ
の授業では、ファウスト文学における契約の源泉に考察の光を当てな
がら、大学院における学修にふさわしい水準での文学研究法の基礎を
習得できる授業を展開すると同時に、ファウスト文学の特性について
も考究する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ドイツ語で書かれた文献を読むことができる高度なドイツ語運用能
力を身に着けている。
・ファウスト文学と聖書に関する高度な知識を身につけ、日本と異な
る文化圏で生じた文学上の問題について理解することができる。
・学期末に出された大きな問題について、自分でテーマを見つけ、説
得力のあるレポートを作成することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の方法と割合は次の1から3による。
1．授業における専門的文献の訳読（30％）2．授業中に教員により専
門的視点からなされた質問に対する口頭での答え（20％）3．学期末
に課すレポート（50％）。
評価基準はそれぞれ次のとおりである。
1については、高度なドイツ語で書かれた専門書を読むことができる
か。
2については、授業で読むテキストや資料の内容に関する質問に正し
く答えることができるか。
3については、学期末に出す三つのテーマの中から、ひとつを選び、
そのテーマに関して論理的で説得力のある小論文（レポート）を作成
することができるか。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
・Faust. Eine Tragödie.In.Goethe Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden.
Herausgegeben von Erich Trunz. Bd. III: Dramatische Dichtungen I.
Textkritisch durchgesehen und kommentiert von Erich Trunz. Vollständige
Neubearbeitung 1986. München: C. H. Beck 1986.（福岡大学中央図書館所
蔵　書誌ID: KT20409247）
・担当教員が執筆した論文（抜き刷り）無料

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：授業でおこなう討論で、積極的な意見表明をするこ
と。
事前学習：次回の授業で扱う箇所を予告するので、読んでおくこと。
（90分）事後学習：ノート整理をおこない、疑問点がないか確認する
こと。（30分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション（教材と授業の進め方）
2．『ヨーハン・ファウストゥス博士の物語』
3．ファウスト伝説に関する考察
4．聖書における契約（悪しき者と人との契約）
5．聖書における契約（「主」と人との契約）
6．考察と討論
7．ファウスト文学におけるレッシングの意義
8．ゲーテの場合
9．ファウスト文学におけるE. T. A. ホフマンの意義
10．ファウスト文学とドン・ファン文学
11．シャミッソーの場合（作家の生涯と作品）
12．シャミッソー作『ペーター・シュレミールの愉快な物
語』を中心に
13．トーマス・マン作『ファウストゥス博士』
14．トーマス・マンにおける作品の源泉
15．「まとめ」と「課題レポートについて」



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40067-01独文学特殊講義Ⅳａ

前期 2  1 授業形態:講義堺　雅志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

T. イーグルトン『文学とは何か』を読む。
 　テキストを読むことによって，現代の文芸批評の潮流を辿ります。
その前提として古典古代から近世にかけての文芸理論を概観し，近代
の文芸批評の誕生までを解説します。これを踏まえて，現象学，解釈
学，受容理論，構造主義，記号論などが批評に与えた影響を繙いてゆ
きます。それぞれの批評が，文学をどのように捉えているかを省みる
ことを通じて，「文学とは何か」という問いに接近してゆきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・「文学とは何か」について、さまざまな言説を引用しつつ説明する
ことができる。
・個々の文学作品を取り上げ、その文学作品の特徴をほかの作品と比
較して説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各回の小レポート20％、講読の担当30％、期末レポート50％
小レポート、期末レポートでは「小説とは何か」について、さまざま
な言説を引用しつつ説明することができるか、個々の小説を取り上
げ、その小説の特徴をほかの小説と比較して説明することができるか
を判断、評価する。
講読では、ドイツ語が正確に読解できるているかを判断、評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
T. イーグルトン『文学とは何か』、大橋洋一訳、岩波文庫、1990年。
ISBN 978-4003720417
その他適宜自作プリントを配布する。
参考図書
アリストテレース『詩学』、ホラーティウス『詩論』、松本仁助、岡
道男訳、岩波文庫、1997年。ISBN 978-4003360491
レッシング『ラオコオン』、斎藤栄治訳、岩波文庫、1970年。ISBN
978-4003240410
Fr.シュレーゲル『ロマン派文学論』、山本定祐訳、冨山房百科文庫、
1978年。ISBN 978-4572001177
G. ルカーチ『小説の理論』、原田義人訳、ちくま学芸文庫、1994年。
ISBN 978-4480081667
E. アウエルバッハ『ミメーシス』、篠田一士、川村二郎訳、ちくま学
芸文庫、1994年。ISBN 978-4480081131

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習
・指定された箇所はあらかじめ読んで、疑問点や重要な点を洗い出
す。（120分）
・講読の際の独文和訳。（60分）
事後学習
・授業を踏まえた自己の見解のまとめ（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ジャンル論ーいくつかの前提
2. アリストテレスとホラティウス
3. 古典主義
4. レッシングとロマン派
5. 近代文芸理論の誕生
6. 近代文芸理論の展開
7. 前提としての実証主義
8. 現象学
9. 解釈学1（シュタイガー）
10. 解釈学2（ガーダマー）
11. 受容理論1（イーザー）
12. 受容理論2（バルト）
13. 構造主義
14. 記号論
15. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学人文学部ドイツ語学科堺雅志のホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃masashis/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40068-01独文学特殊講義Ⅳｂ

後期 2  1 授業形態:講義堺　雅志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

T. イーグルトン『文学とは何か』を読む。
 　テキストを読むことによって，現代の文芸批評の潮流を辿ります。
現象学，解釈学，受容理論，構造主義，記号論などの影響を踏まえ
て，その後または並行した批評のありさまを考察の対象とします。具
体的にはポスト構造主義，精神分析批評，政治的批評の射程をはかり
ます。それぞれの批評が，文学をどのように捉えているかを省みるこ
とを通じて，「文学とは何か」という問いに接近してゆきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「文学とは何か」について、さまざまな言説を引用しつつ説明するこ
とができる。
個々の文学作品を取り上げ、その文学作品の特徴をほかの作品と比較
して説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各回の小レポート20％、講読の担当30％、期末レポート50％
小レポート、期末レポートでは「小説とは何か」について、さまざま
な言説を引用しつつ説明することができるか、個々の小説を取り上
げ、その小説の特徴をほかの小説と比較して説明することができるか
を判断、評価する。
講読では、ドイツ語が正確に読解できるているかを判断、評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
T. イーグルトン『文学とは何か』、大橋洋一訳、岩波文庫、1990年。
ISBN 978-4003720417
その他適宜自作プリントを配布する。
参考図書
アリストテレース『詩学』、ホラーティウス『詩論』、松本仁助、岡
道男訳、岩波文庫、1997年。ISBN 978-4003360491
レッシング『ラオコオン』、斎藤栄治訳、岩波文庫、1970年。ISBN
978-4003240410
Fr.シュレーゲル『ロマン派文学論』、山本定祐訳、冨山房百科文庫、
1978年。ISBN 978-4572001177
G. ルカーチ『小説の理論』、原田義人訳、ちくま学芸文庫、1994年。
ISBN 978-4480081667
E. アウエルバッハ『ミメーシス』、篠田一士、川村二郎訳、ちくま学
芸文庫、1994年。ISBN 978-4480081131

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習
・指定された箇所はあらかじめ読んで、疑問点や重要な点を洗い出
す。（120分）
・講読の際の独文和訳。（60分）
事後学習
・授業を踏まえた自己の見解のまとめ（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 文芸批評とは
2. ポスト構造主義の前提
3. ポスト構造主義1（ド・マン）
4. ポスト構造主義2（デリダ）
5. 精神分析批評1（フロイト）
6. 精神分析批評2（ラカン）
7. 精神分析批評3（クリステヴァ）
8. 政治的批評とは
9. 政治的批評の可能性
10. 発表と議論
11. 『文学とは何か』の射程
12. 補説フーコー
13. 『作者とは何か』
14. 文学とは何か
15. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学人文学部ドイツ語学科堺雅志のホームページ
(http://lg.hum.fukuoka-u.ac.jp/̃masashis/index.html)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40075-01独文学特殊講義Ⅶa「18台」

前期 2  1 授業形態:講義ゴツィック，マーレン
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ネイティブによるドイツ語の授業です。授業は基本的にドイツ語で進
めます。様々なタイプの文章を読み（小説・エッセイ・新聞記事）、
ラジオ放送を聴き学生が興味に応じて、今までに習得したドイツ語を
更に充実・発展させながら、正確な読解力・聴解力を養成することを
主な目標とします。その中でドイツ・ヨーロッパに関する様々なテー
マに関して原稿を見ずにドイツ語で話せるよう訓練していきます。
授業では基本的に学生の修士論文のテーマに関するテキスト・記事・
放送を選び、その言葉の特徴を把握し、疑問を解消していきます。そ
の後内容と背景についてドイツ語でディスカッションし、自分の考え
方をドイツ語で伝える力を伸ばします。
学期中2回は学生各自が選んだトピックについてドイツ語で15分間の
プレゼンを行います。定期的に音読トレーニングも行い、ドイツ語の
リズムやイントネーションを体得することも目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で扱ったテーマに関するドイツ語を抵抗感なく読むことができ
る。
ドイツ語の様々なテキストの特徴を説明することができる。
授業で扱ったテーマに関するラジオ放送の内容を正確に把握すること
ができる。
テキストと放送の内容をドイツ語圏の歴史・文化・社会と関連させ、
説明することができる。
ドイツ語によるプレゼンができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に則して以下のような割合で評価します：
1. 授業への積極的参加・宿題・準備：40％
2. 授業内小テスト・聞き取りテスト：10％
3. 発表：30％
4. レポート：20％
1、2では主に授業の理解度を評価します。3、4では主に自分の言葉で
表現する能力を評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自作プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前の準備学習として学生には文章を読む、あるいはラジオの放送
を聴き、未知の単語の意味・用法を調べ、重要な表現や語彙を書き出
し、リストを作成してもらいます。また文章などの内容を授業で原稿
を見ずにドイツ語で発表できるよう準備してもらいます。学期中2回
は15分のドイツ語によるプレゼンの準備が必要です。各回の事前学習
は2時間を目安とします。
事後学習としては授業中に学んだ表現や語彙を整理した上で覚え、文
章の音読練習をしてもらいます。課題のために事後学習は各回２時間
以上を目安とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Einführung
2. Literaturausschnitte lesen und verstehen
3. Literaturaussschnitte mit eigenen Worten wiedergeben
4. Über Literaturausschnitte diskutieren
5. Radiosendungen hören und verstehen
6. Radiosendungen mit eigenen Worten wiedergeben
7. Über Radiosendungen diskutieren
8. Erstes Referat zu selbstgewähltem Thema
9. Zeitungsartikel lesen und verstehen
10. Zeitungsartikel mit eigenen Worten wiedergeben
11. Über Zeitungsartikel diskutieren
12. Essays lesen und verstehen
13. Essays mit eigenen Worten wiedergeben
14. Über Essays diskutieren
15. Zweites Referat zu selbstgewähltem Thema



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40076-01独文学特殊講義Ⅶb「18台」

後期 2  1 授業形態:講義ゴツィック，マーレン
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ネイティブによるドイツ語の授業です。授業は基本的にドイツ語で進
めます。様々なタイプの文章を読み（小説・エッセイ・新聞記事）、
ラジオ放送を聴き学生が興味に応じて、今までに習得したドイツ語を
更に充実・発展させながら、正確な読解力・聴解力を養成することを
主な目標とします。その中でドイツ・ヨーロッパに関する様々なテー
マに関して原稿を見ずにドイツ語で話せるよう訓練していきます。
授業では基本的に学生の修士論文のテーマに関するテキスト・記事・
放送を選び、その言葉の特徴を把握し、疑問を解消していきます。そ
の後内容と背景についてドイツ語でディスカッションし、自分の考え
方をドイツ語で伝える力を伸ばします。
学期中2回は学生各自が選んだトピックについてドイツ語で15分間の
プレゼンを行います。定期的に音読トレーニングも行い、ドイツ語の
リズムやイントネーションを体得することも目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で扱ったテーマに関するドイツ語を抵抗感なく読むことができ
る。
ドイツ語の様々なテキストの特徴を説明することができる。
授業で扱ったテーマに関するラジオ放送の内容を正確に把握すること
ができる。
テキストと放送の内容をドイツ語圏の歴史・文化・社会と関連させ、
説明することができる。
ドイツ語によるプレゼンができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に則して以下のような割合で評価します：
1. 授業への積極的参加・宿題・準備：40％
2. 授業内小テスト・聞き取りテスト：10％
3. 発表：30％
4. レポート：20％
1、2では主に授業の理解度を評価します。3、4では主に自分の言葉で
表現する能力を評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自作プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前の準備学習として学生には文章を読む、あるいはラジオの放送
を聴き、未知の単語の意味・用法を調べ、重要な表現や語彙を書き出
し、リストを作成してもらいます。また文章などの内容を授業で原稿
を見ずにドイツ語で発表できるよう準備してもらいます。学期中2回
は15分のドイツ語によるプレゼンの準備が必要です。各回の事前学習
は2時間を目安とします。
事後学習としては授業中に学んだ表現や語彙を整理した上で覚え、文
章の音読練習をしてもらいます。課題のために事後学習は各回２時間
以上を目安とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Einführung
2. Komplexere Zeitungsartikel lesen und verstehen
3. Komplexere Zeitungsartikel mit eigenen Worten wiedergeben
4. Über komplexere Zeitungsartikel diskutieren
5. Längere Radiosendungen hören und verstehen
6. Längere Radiosendungen mit eigenen Worten wiedergeben
7. Über längere Radiosendungen diskutieren
8. Erstes Referat zu selbstgewähltem Thema
9. Schwierigere Essays lesen und verstehen
10.Schwierigere Essays mit eigenen Worten wiedergeben
11. Über schwierigere Essays diskutieren
12. Anspruchsvollere Literaturausschnitte lesen und verstehen
13. Anspruchsvollere Literaturausschnitte mit eigenen Worten
wiedergeben
14. Über anspruchsvollere Literaturausschnitte diskutieren
15. Zweites Referat zu selbstgewähltem Thema



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40023-01独文学特別講義Ⅰ

集中後期 2  1 授業形態:講義吉田　孝夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

【グリンメルスハウゼン『阿呆物語』研究
――ドイツ・バロック文学入門】　
『阿呆物語』は、17世紀ドイツのベストセラー小説である。この作品
がもつ興味深い特徴を確認しながら、同時にドイツ・バロックという
「前近代」の時代の文学への道案内を試みる。近世（16・17世紀）の
ヨーロッパとドイツにおける文化的・言語的・社会的状況に目配りし
ながら、この時代が、わたしたちの生きる近現代（18世紀以降）と、
どのように接続しているか（していないか）を考えたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・17世紀ドイツ文学の主たる特徴を理解し、近現代との基本的な違い
と共通項を説明できる。
・「教養小説」「成長小説」とは別の小説ジャンルを知る。
・ドイツ文学と他のヨーロッパ諸国の文学との特徴的な差異、そして
それが生じた原因が説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業における取組状況を70％、提出されたレポートを30％で評価す
る。授業ではコメント用紙を配布するので、自分なりの批判・感想を
（気楽に）書いてほしい。レポートでは、講義内容について理解した
ことを、自分の言葉で、説得的に論じてあるかどうかを評価の基準と
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】　使用しない
【参考文献】
グリンメルスハウゼン『阿呆物語』全三巻、岩波文庫、1954年
H・シュラッファー『ドイツ文学の短い歴史』、同学社、2008年
W・エムリッヒ『アレゴリーとしての文学』、平凡社、1993年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業で配布するコメント用紙を活用し、理解を深めてほしい。（10
分）
・配布資料を熟読して理解度を確認し、自分なりの疑問点を明らかに
する。（30分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入　あらすじ　小説全体の構図
２．謎の表紙絵　教養小説の概念
３．ピカロ（悪漢）小説の概念と実例
４．第一巻冒頭の分析　初期新高ドイツ語
５．三十年戦争の描写　作者の問題
６．讃美歌「明星のうた」
７．「階級の木」モチーフ
８．道化（愚者、阿呆）であることの意味
９．狂人ジュピターの夢想
10．テレビ映画版（1975年ZDF制作）の視聴
11．17世紀のヨーロッパ文学とドイツ文学
12．ムンメル湖の地底探検、温泉の小説
13．占星術的解釈　Kunstkammer
14．続篇の問題　「バルトアンデルス」
15. まとめ　17世紀ドイツ文学とグリンメルスハウゼン



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40077-01ヨーロッパ学特殊講義Ⅰａ「19台」

前期 2  1 授業形態:講義ゴツィック，マーレン
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ネイティブによるドイツ語の授業です。授業は基本的にドイツ語で進
めます。様々なタイプの文章を読み（小説・エッセイ・新聞記事）、
ラジオ放送を聴き学生が興味に応じて、今までに習得したドイツ語を
更に充実・発展させながら、正確な読解力・聴解力を養成することを
主な目標とします。その中でドイツ・ヨーロッパに関する様々なテー
マに関して原稿を見ずにドイツ語で話せるよう訓練していきます。
授業では基本的に学生の修士論文のテーマに関するテキスト・記事・
放送を選び、その言葉の特徴を把握し、疑問を解消していきます。そ
の後内容と背景についてドイツ語でディスカッションし、自分の考え
方をドイツ語で伝える力を伸ばします。
学期中2回は学生各自が選んだトピックについてドイツ語で15分間の
プレゼンを行います。定期的に音読トレーニングも行い、ドイツ語の
リズムやイントネーションを体得することも目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で扱ったテーマに関するドイツ語を抵抗感なく読むことができ
る。
ドイツ語の様々なテキストの特徴を説明することができる。
授業で扱ったテーマに関するラジオ放送の内容を正確に把握すること
ができる。
テキストと放送の内容をドイツ語圏の歴史・文化・社会と関連させ、
説明することができる。
ドイツ語によるプレゼンができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に則して以下のような割合で評価します：
1. 授業への積極的参加・宿題・準備：40％
2. 授業内小テスト・聞き取りテスト：10％
3. 発表：30％
4. レポート：20％
1、2では主に授業の理解度を評価します。3、4では主に自分の言葉で
表現する能力を評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自作プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前の準備学習として学生には文章を読む、あるいはラジオの放送
を聴き、未知の単語の意味・用法を調べ、重要な表現や語彙を書き出
し、リストを作成してもらいます。また文章などの内容を授業で原稿
を見ずにドイツ語で発表できるよう準備してもらいます。学期中2回
は15分のドイツ語によるプレゼンの準備が必要です。各回の事前学習
は2時間を目安とします。
事後学習としては授業中に学んだ表現や語彙を整理した上で覚え、文
章の音読練習をしてもらいます。課題のために事後学習は各回２時間
以上を目安とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Einführung
2. Literaturausschnitte lesen und verstehen
3. Literaturaussschnitte mit eigenen Worten wiedergeben
4. Über Literaturausschnitte diskutieren
5. Radiosendungen hören und verstehen
6. Radiosendungen mit eigenen Worten wiedergeben
7. Über Radiosendungen diskutieren
8. Erstes Referat zu selbstgewähltem Thema
9. Zeitungsartikel lesen und verstehen
10. Zeitungsartikel mit eigenen Worten wiedergeben
11. Über Zeitungsartikel diskutieren
12. Essays lesen und verstehen
13. Essays mit eigenen Worten wiedergeben
14. Über Essays diskutieren
15. Zweites Referat zu selbstgewähltem Thema



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C40078-01ヨーロッパ学特殊講義Ⅰｂ「19台」

後期 2  1 授業形態:講義ゴツィック，マーレン
◎－－－　授業の概要　－－－◎

ネイティブによるドイツ語の授業です。授業は基本的にドイツ語で進
めます。様々なタイプの文章を読み（小説・エッセイ・新聞記事）、
ラジオ放送を聴き学生が興味に応じて、今までに習得したドイツ語を
更に充実・発展させながら、正確な読解力・聴解力を養成することを
主な目標とします。その中でドイツ・ヨーロッパに関する様々なテー
マに関して原稿を見ずにドイツ語で話せるよう訓練していきます。
授業では基本的に学生の修士論文のテーマに関するテキスト・記事・
放送を選び、その言葉の特徴を把握し、疑問を解消していきます。そ
の後内容と背景についてドイツ語でディスカッションし、自分の考え
方をドイツ語で伝える力を伸ばします。
学期中2回は学生各自が選んだトピックについてドイツ語で15分間の
プレゼンを行います。定期的に音読トレーニングも行い、ドイツ語の
リズムやイントネーションを体得することも目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で扱ったテーマに関するドイツ語を抵抗感なく読むことができ
る。
ドイツ語の様々なテキストの特徴を説明することができる。
授業で扱ったテーマに関するラジオ放送の内容を正確に把握すること
ができる。
テキストと放送の内容をドイツ語圏の歴史・文化・社会と関連させ、
説明することができる。
ドイツ語によるプレゼンができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に則して以下のような割合で評価します：
1. 授業への積極的参加・宿題・準備：40％
2. 授業内小テスト・聞き取りテスト：10％
3. 発表：30％
4. レポート：20％
1、2では主に授業の理解度を評価します。3、4では主に自分の言葉で
表現する能力を評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自作プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前の準備学習として学生には文章を読む、あるいはラジオの放送
を聴き、未知の単語の意味・用法を調べ、重要な表現や語彙を書き出
し、リストを作成してもらいます。また文章などの内容を授業で原稿
を見ずにドイツ語で発表できるよう準備してもらいます。学期中2回
は15分のドイツ語によるプレゼンの準備が必要です。各回の事前学習
は2時間を目安とします。
事後学習としては授業中に学んだ表現や語彙を整理した上で覚え、文
章の音読練習をしてもらいます。課題のために事後学習は各回２時間
以上を目安とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Einführung
2. Komplexere Zeitungsartikel lesen und verstehen
3. Komplexere Zeitungsartikel mit eigenen Worten wiedergeben
4. Über komplexere Zeitungsartikel diskutieren
5. Längere Radiosendungen hören und verstehen
6. Längere Radiosendungen mit eigenen Worten wiedergeben
7. Über längere Radiosendungen diskutieren
8. Erstes Referat zu selbstgewähltem Thema
9. Schwierigere Essays lesen und verstehen
10.Schwierigere Essays mit eigenen Worten wiedergeben
11. Über schwierigere Essays diskutieren
12. Anspruchsvollere Literaturausschnitte lesen und verstehen
13. Anspruchsvollere Literaturausschnitte mit eigenen Worten
wiedergeben
14. Über anspruchsvollere Literaturausschnitte diskutieren
15. Zweites Referat zu selbstgewähltem Thema



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51002-01仏語学演習Ⅰ

２年通年 8  1 授業形態:演習山本　大地
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本演習では，フランス語学をテーマにした論文を書くために必要な手
順を学び，実践に移すことができるようになることを目指す．テーマ
選びにはじまり，先行研究の批判的検討，データの収集，理論的立場
の選択，データの分析といった論文作成にあたって必要な作業をいく
つかの段階に分け，個別に取り組んでいく．

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス語学をテーマにした論文を書けるようになる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文の作成方法を理解したうえで，論文が執筆できるだけの準備がで
きているかどうかが，成績評価の基準になる．
　課題レポート４割，平常点 (授業参加の姿勢，口頭発表) ６割を目安
に，総合的に評価する．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

自作のプリントを，必要に応じて配布する．

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：原則として毎回，論文を準備したものや論文の一部を，レ
ポートとして提出すること（90分）．このレポートをもとにして，具
体的な議論を行う．
事後学習：授業での議論をふまえてレポートの書き直しを行うこと．
（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 導入
2. テーマ選び（言語学の中心的なテーマ）
3. テーマ選び（言語学の周辺的なテーマ）
4. テーマ選び（自身の興味の追究）
5. 先行研究（基本文献の収集）
6. 先行研究（文献の熟読）
7. 先行研究（文献の批判的検討）
8. 参考文献（一般的な表記）
9. 参考文献（フランス語学における表記）
10. 引用方法
11. 問題設定（先行研究の問題点の提示）
12. 問題設定（先行研究の問題点の解決案）
13. 問題設定（先行研究にない視点の模索）
14. データの収集（紙媒体）
15. データの収集（電子コーパスの利用）
16. データの収集（作例）
17. 中間まとめ
18. データの観察（用例分類）
19. データの観察（用例記述）
20. データの観察（一般化）
21. 理論的選択（言語理論の概観）
22. 理論的選択（自身の言語観との適合性）
23. 理論的選択（テーマとの適合性）
24. 仮説の構築（個別事例の一般化）
25. 仮説の構築（反例の検討）
26. 仮説の構築（仮説の再構築）
27. 一般言語学への位置づけ（自身の仮説と一般言語学概
念）
28. 一般言語学への位置づけ（自身の仮説と他者の仮説）
29. 一般言語学への位置づけ（自身の仮説の利点と欠点）
30. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51051-01仏語学特殊講義Ⅰａ

前期 2  1 授業形態:講義山本　大地
◎－－－　授業の概要　－－－◎

フランス語学に関する論文を読み進めていきます．様々なテーマを
扱った論文を読み，受講者の興味が言語のどのような側面にあるの
か，受講者の思考に適した理論は何かを探ります．一方的な講義では
なく，議論することに重点をおきます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・フランス語学の基本的な概念を理解する．
・フランス語学における論の立て方に慣れる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート，授業における発言，口頭発表をもとに上記の目標に到
達しているか判断します．
課題レポート４割，平常点 (授業における発言，口頭発表) ６割を目安
に，総合的に評価します．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：教員が作成したプリントを配布します．
参考文献：
『フランス語とはどういう言語か』駿河台出版社
『フランス語学概論』駿河台出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：授業中に論文を読む時間は与えないので，あらかじめ論文
を読んでおき，疑問点・意見を整理しておいてください．（90分）
事後学習：毎回取り上げている論文の考え方，論の立て方を自分の
テーマに当てはめた場合，どのような議論展開が可能であるか考えて
ください．（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義の概要
2. 冠詞（一般言語学的な論考）
3. 冠詞（個別言語の論考）
4. 冠詞（周辺事例を扱った論考）
5. テンス・アスペクト（一般言語学的な論考）
6. テンス・アスペクト（個別言語の論考）
7. テンス・アスペクト（周辺事例を扱った論考）
8. 用例収集と分析の実践
9. モダリティ（一般言語学的な論考）
10. モダリティ（個別言語の論考）
11. モダリティ（周辺事例を扱った論考）
12. 語順（一般言語学的な論考）
13. 語順（個別言語の論考）
14. 語順（周辺事例を扱った論考）
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51052-01仏語学特殊講義Ⅰｂ

後期 2  1 授業形態:講義山本　大地
◎－－－　授業の概要　－－－◎

フランス語学に関する論文を読み進めていきます．様々なテーマを
扱った論文を読み，受講者の興味が言語のどのような側面にあるの
か，受講者の思考に適した理論は何かを探ります．一方的な講義では
なく，議論することに重点をおきます．

◎－－－　到達目標　－－－◎

・フランス語学の基本的な概念を理解する．
・フランス語学における論の立て方に慣れる．

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート，授業における発言，口頭発表をもとに上記の目標に到
達しているか判断します．
課題レポート４割，平常点 (授業における発言，口頭発表) ６割を目安
に，総合的に評価します．

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：教員が作成したプリントを配布します．
参考文献：
『フランス語とはどういう言語か』駿河台出版社
『フランス語学概論』駿河台出版社

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：授業中に論文を読む時間は与えないので，あらかじめ論文
を読んでおき，疑問点・意見を整理しておいてください．（90分）
事後学習：毎回取り上げている論文の考え方，論の立て方を自分の
テーマに当てはめた場合，どのような議論展開が可能であるか考えて
ください．（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 代名詞（一般言語学的な論考）
2. 代名詞（個別言語の論考）
3. 代名詞（周辺事例を扱った論考）
4. 代名動詞（一般言語学的な論考）
5. 代名動詞（個別言語の論考）
6. 代名動詞（周辺事例を扱った論考）
7. 接続詞（一般言語学的な論考）
8. 用例収集と分析の実践
9. 接続詞（個別言語の論考）
10. 接続詞（周辺事例を扱った論考）
11. 接続詞（理論に依拠した論考）
12. 談話標識（一般言語学的な論考）
13. 談話標識（個別言語の論考）
14. 談話標識（周辺事例を扱った論考）
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51053-01仏語学特殊講義Ⅱａ

前期 2  1 授業形態:講義川島　浩一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

マルティネを中心とする機能言語論の基本概念を、受講者の関心や研
究テーマも視野にいれながら、具体的に検討します。論点をより身近
にするために、日本語とフランス語を対照する試みも取り入れます。
講義だけでなく、問題演習 (フランス語の読解や文法練習) や口頭発表
も随時行っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機能言語論の基本概念を理解することができる。
情報収集のうえ、レポートを作成することができる。
適切な手順をふまえて、口頭発表をすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)  評価基準
機能言語論の基本概念を理解できることを評価の基準とする。
情報収集のうえ、レポートを作成できることを評価の基準とする。
適切な手順をふまえて、口頭発表できることを評価の基準とする。

(2)  評価方法
レポートについては、情報収集をもとに、学術的な概念を活用したレ
ポートが作成できているかどうかを評価の基準とする。
口頭発表については、手順をふまえているか、適切な問題設定がなさ
れているか、議論に積極的に参加しているかを評価の基準とする。
平常点については、問題練習や議論に積極的に参加できているかどう
かを評価の基準とする。

(3)  割合
レポート30%、口頭発表30%、平常点40%で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト : なし。自作のプリントを、必要に応じて配布します。

参考文献 :
MOUNIN, G. (2000), Clefs pour la linguistique, Seghers.
G. ムーナン (1970)『言語学とは何か』大修館書店.
G. ムーナン (1975)『意味論とは何か』大修館書店.
MARTINET, A. (1979), Grammaire fonctionnelle du français, Credif.
髭・川島・渡邊・小倉・安西・酒井 (2011)『フランス語学小辞典』駿
河台出版社.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点 : 主体的に授業に参加することが重要です。授業は日
本語で行います。

事前学習 : 自分の研究テーマについて検討し，自分自身にとっての論
点を，ある程度明確にしておくようにしてください。口頭発表やレ
ポートがある場合は、その準備をしてください。(60分)
事後学習 : 授業内容を復習し、疑問などがあれば、次の回の授業で質
問できるように準備してください。(60分)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 言語とは何か (定義の問題)
3. 言語とは何か (二重分節構造)
4. 簡単な言語学史
5. 音声学 (子音)
6. 音声学 (母音)
7. 音声学 (同化)
8. 音韻論 (機能的観点)
9. 音韻論 (音素)
10. 音韻論 (弁別特徴)
11. 音韻論 (中和)
12. 形態論 (意味と形)
13. 形態論 (表意単位)
14. 形態論 (派生と合成)
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51054-01仏語学特殊講義Ⅱｂ

後期 2  1 授業形態:講義川島　浩一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

マルティネを中心とする機能言語論の基本概念を、受講者の関心や研
究テーマも視野にいれながら、具体的に検討します。論点をより身近
にするために、日本語とフランス語を対照する試みも取り入れます。
講義だけでなく、問題演習 (フランス語の読解や文法練習) や口頭発表
も随時行っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

機能言語論の基本概念を理解することができる。
情報収集のうえ、レポートを作成することができる。
適切な手順をふまえて、口頭発表をすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)  評価基準
機能言語論の基本概念を理解できることを評価の基準とする。
情報収集のうえ、レポートを作成できることを評価の基準とする。
適切な手順をふまえて、口頭発表できることを評価の基準とする。

(2)  評価方法
レポートについては、情報収集をもとに、学術的な概念を活用したレ
ポートが作成できているかどうかを評価の基準とする。
口頭発表については、手順をふまえているか、適切な問題設定がなさ
れているか、議論に積極的に参加しているかを評価の基準とする。
平常点については、問題練習や議論に積極的に参加できているかどう
かを評価の基準とする。

(3)  割合
レポート30%、口頭発表30%、平常点40%で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト : なし。自作のプリントを、必要に応じて配布します。

参考文献 :
MOUNIN, G. (2000), Clefs pour la linguistique, Seghers.
G. ムーナン (1970)『言語学とは何か』大修館書店.
G. ムーナン (1975)『意味論とは何か』大修館書店.
MARTINET, A. (1979), Grammaire fonctionnelle du français, Credif.
髭・川島・渡邊・小倉・安西・酒井 (2011)『フランス語学小辞典』駿
河台出版社.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点 : 主体的に授業に参加することが重要です。授業は日
本語で行います。

事前学習 : 自分の研究テーマについて検討し，自分自身にとっての論
点を，ある程度明確にしておくようにしてください。口頭発表やレ
ポートがある場合は、その準備をしてください。(60分)
事後学習 : 授業内容を復習し、疑問などがあれば、次の回の授業で質
問できるように準備してください。(60分)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 社会言語学 (変異体)
3. 社会言語学 (社会と言語)
4. 意味論 (意味の定義)
5. 意味論 (意味と弁別)
6. 意味論 (意味素と意味構造)
7. 意味論 (有標と無標)
8. 意味論 (プロトタイプと家族的類似)
9. 統辞論 (統辞論の定義)
10. 統辞論 (統辞関係の分類)
11. 統辞論 (統辞機能の表示方法)
12. 統辞論 (表意単位の分類)
13. 統辞論 (主辞と述辞)
14. 統辞論 (内心構造と外心構造)
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51157-01仏文学特殊講義Ⅳａ

前期 2  1 授業形態:講義遠藤　文彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

フランスの高校や大学でよく教科書として使われる文体論の古典的著
作マルセル・クレッソ著『文体とその技法』を講読します。担当教員
も院生時代に繰り返し読んで文体についての基礎知識を身に着けるこ
とができ、その知識は、研究者となってからも大変役に立っていま
す。文体について学ぶことは、言語学を専攻する学生にとっても、文
学を専攻する学生にとっても、大変重要で、意義のあることです。
授業の形式としては、訳読が中心で、学生に毎回担当個所を訳しても
らい、教員がそれについてコメントし、全員で討議を行う、という形
をとります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）「文体」についての基礎知識が身に着く。
２）文学をはじめとする様々なジャンルの文章を文体論的に分析する
技術が身に着く。
３）文章一般に対する文体論的な関心が高まり、かつ深まる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義において輪読してもらう際の訳読の出来栄え5割、討議への参加
状況3割、期末確認テスト2割。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Marcel CRESSOT, Le Style et ses technique, PUF, 1980

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義で分担して訳読してもらいますが、その準備として毎回最低2時
間は予習する必要があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-3）序説：「文体」とは何か？
4-7）「語」と文体
8-11）語義の転換・派生（trope）について
12-15)語の性・数・人称について



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51158-01仏文学特殊講義Ⅳｂ

後期 2  1 授業形態:講義遠藤　文彦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

フランスの高校や大学でよく教科書として使われる文体論の古典的著
作マルセル・クレッソ著『文体とその技法』を講読します。担当教員
も院生時代に繰り返し読んで文体についての基礎知識を身に着けるこ
とができ、その知識は、研究者となってからも大変役に立っていま
す。文体について学ぶことは、言語学を専攻する学生にとっても、文
学を専攻する学生にとっても、大変重要で、意義のあることです。
授業の形式としては、訳読が中心で、学生に毎回担当個所を訳しても
らい、教員がそれについてコメントし、全員で討議を行う、という形
をとります。
（仏文学特殊講義Ⅳaの続きです。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）「文体」についての基礎知識が身に着く。
２）文学をはじめとする様々なジャンルの文章を文体論的に分析する
技術が身に着く。
３）文章一般に対する文体論的な関心が高まり、かつ深まる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義において輪読してもらう際の訳読の出来栄え5割、討議への参加
状況3割、期末確認テスト2割。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Marcel CRESSOT, Le Style et ses technique, PUF, 1980

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義で分担して訳読してもらいますが、その準備として毎回最低2時
間は予習する必要があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-3）文体と文の関係について
4-7)文の組織化について
8-11)語順の問題
12-15)文のリズムについて



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51159-01仏文学特殊講義Ⅴａ

前期 2  1 授業形態:講義桑原　隆行
◎－－－　授業の概要　－－－◎

 　１９世紀フランスの作家モーパッサンの『ベラミ』を講読、研究す
る。毎回何頁かを読み進め、かつ、内容把握に関するフランス語の問
題に解答して、フランス語力を身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・作品を読み、１９世紀のフランス社会について知る。（知識・理解
に関する到達目標）
・フランス語で書かれた小説を読解できる。（技能に関する到達目
標）
・コンテクストに注意を払い、大意を掴むとともに、しっかりした日
本語訳ができるようにする。（態度・志向性に関する到達目標）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準ーーレポート、授業における訳読、発言・発表をもとに上記
の目標に到達しているか判断する。
評価方法ーーレポート40%、平常点（読解力、授業での発言・発表）
60%で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Guy de Maupassant, Bel-Ami (Pierre Bordas et Fils), 2013. (ISBN
978-88-536-1595-4)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点ーー取り上げる作品以外にも広く（日本のであれフラ
ンスのであれ）文学作品に親しむことが望ましい。
事前学習ーー指定の範囲を日本語に訳して、内容を理解してくること
（９０分）
事後学習ーー内容について問う問題に答え、理解度を確認すること
（６０分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　始めに（作者モーパッサン、そして『ベラミ』の登場
人物について紹介）
２　出会い（旧友）
３　出会い（新聞社）
４　出会い（才能発揮）
５　社交界（フォレスティエ夫人）
６　社交界（接近）
７　社交界（ヴァルテル氏）
８　ベラミの誕生（クロチルド）
９　ベラミの誕生（マレル夫人）
１０　ベラミの誕生（ラシェル）
１１　決闘（嫉妬）
１２　決闘（恨み）
１３　決闘（自尊心）
１４　決闘（女たち）
１５　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51160-01仏文学特殊講義Ⅴｂ

後期 2  1 授業形態:講義桑原　隆行
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　１９世紀フランスの作家モーパッサンの『ベラミ』を講読、研究す
る。毎回何頁かを読み進め、かつ、内容把握について確かめるフラン
ス語の問題に解答して、フランス語力を身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・作品を読み、１９世紀のフランス社会について知る。（知識・理解
に関する到達目標）
・フランス語で書かれた小説を読解できる。（技能に関する到達目
標）
・コンテクストに注意を払い、大意を掴むとともに、しっかりした日
本訳ができるようにする。（態度・志向性に関する到達目標）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準ーーレポート、授業における訳読、発言・発表をもとに上記
の目標に到達しているか判断する。
評価方法ーーレポート40%、平常点（読解力、授業での発言・発表）
60%で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Guy de Maupassant, Bel-Ami (Piere Bordas et Fils), 2013. (ISBN
978-88-536-1595-4)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点ーー取り上げる作品以外にも広く（日本のであれフラ
ンスのであれ）文学作品に親しむことが望ましい。
事前学習ーー指定の範囲を日本語訳して、内容を理解しておく（９０
分）
事後学習ーー内容に関して問う問題に答え、理解度を確認すること
（６０分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　結婚生活（ルーアン行き）
２　結婚生活（パリに戻る）
３　結婚生活（マドレーヌとの関係）
４　困難な征服相手（ヴァルテル夫人）
５　困難な征服相手（娘シュザンヌ）
６　困難な征服相手（誘惑の才能）
８　他の野心（新聞社経営）
９　他の野心（経営者の身分）
１０　他の野心（乗っ取り）
１１　新たな恋（新たな女性）
１２　新たな恋（誘惑）
１３　新たな人生（結婚）
１４　新たな人生（再会）
１５　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51161-01仏文学特殊講義Ⅵａ

前期 2  1 授業形態:講義ド　グロート，Ｈ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Littérature.

Ce cours de littérature se développera autour de trois interrogations:
- qu'est-ce que la littérature?
- à quoi sert la littérature?
- comment parler de la littérature?

Jean-Paul Sartre (Situations II) et Danièle Sallenave (Le don des morts)
apporteront une réponse à la première question.

L'analyse des pages les plus belles et des plus caractéristiques de la littérature
française et  francophone du Moyen-âge à nos jours permettra de  développer
les compétences requises pour saisir le sens et la beauté d'un texte littéraire,
pour rencontrer dans l'œuvre étudiée l'auteur et son époque, pour discuter de
son actualité.

La troisième interrogation conduira à l'étude de la critique littéraire et de sa
terminologie.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Savoir lire et comprendre un texte littéraire.
Savoir résumer un texte littéraire, l'analyser et discourir des thèmes que le
texte décline.
Savoir écrire un compte-rendu.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

L'évaluation portera sur la qualité des travaux d'analyse littéraire présentés par
l'étudiant(50%) ainsi que sur ses compétences linguistiques (50%).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Des photocopies seront distribuées.
Des oeuvres de référence seront présentées.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Il est conseillé d'acquérir une certaine connaissance de l'histoire de la
littérature française (60分).
Il est  également impératif pour l'étudiant de pouvoir s'exprimer correctement
en français et par conséquent de développer ses compétences linguistiques(60
分).

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期：1 - 15

- Réflexions sur la littérature, son essence, son rôle, son actualité.

- Analyse d'un texte littéraire.
  Etude autour de l'auteur, autour de l'œuvre source, du contexte
historique, social et artistique de l'œuvre, de son actualité.

- Etude du vocabulaire de la critique littéraire.

- Lecture d’une chronique littéraire ou d'une analyse critique.



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51162-01仏文学特殊講義Ⅵｂ

後期 2  1 授業形態:講義ド　グロート，Ｈ．
◎－－－　授業の概要　－－－◎

Littérature.

Ce cours de littérature se développera autour de trois interrogations:
- qu'est-ce que la littérature?
- à quoi sert la littérature?
- comment parler de la littérature?

Jean-Paul Sartre (Situations II) et Danièle Sallenave (Le don des morts)
apporteront une réponse à la première question.

L'analyse des pages les plus belles et des plus caractéristiques de la littérature
française et  francophone du Moyen-âge à nos jours permettra de  développer
les compétences requises pour saisir le sens et la beauté d'un texte littéraire,
pour rencontrer dans l'œuvre étudiée l'auteur et son époque, pour discuter de
son actualité.

La troisième interrogation conduira à l'étude de la critique littéraire et de sa
terminologie.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Savoir lire et comprendre un texte littéraire.
Savoir résumer un texte littéraire, l'analyser et discourir des thèmes que le
texte décline.
Savoir écrire un compte-rendu.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

L'évaluation portera sur la qualité des travaux d'analyse littéraire présentés par
l'étudiant(50%) ainsi que sur ses compétences linguistiques (50%).

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Des photocopies seront distribuées.
Des œuvres de référence seront présentées.

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

Il est conseillé d'acquérir une certaine connaissance de l'histoire de la
littérature française (60分).
Il est également impératif pour l'étudiant de s'exprimer  correctement en
français et par conséquent de développer ses compétences linguistiques(60分)
.

◎－－－　授業計画　－－－◎

後期　1 - 15

- Réflexions sur la littérature, son essence, son rôle, son actualité.

- Analyse d'un texte littéraire.
  Etude autour de l'auteur, autour de l'œuvre source, du contexte
historique, social et artistique de l'œuvre, de son actualité.

- Etude du vocabulaire de la critique littéraire.

- Lecture d’une chronique littéraire ou d'une analyse critique.

- Discussions



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C51179-01ヨーロッパ学特殊講義Ⅱａ

前期 2  1 授業形態:講義鈴木　隆美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　2500年の歳月の中で、ヨーロッパの恋愛制度は様々な形で変化して
きた。特に19世紀後半から20世紀前半にかけて、恋愛主体の問題が前
面に出てくることになる。本講義では、恋愛制度の歴史的変遷を念頭
におきつつ、19世紀、20世紀フランス文学における恋愛主体の問題に
ついて考える。哲学の領域ではデカルト以来、近代的自我の哲学が20
世紀半ばまで隆盛を極めていく。そして、啓蒙主義から革命を経て、
次第に民衆にも主体性を重視する個人主義的な物の見方が支配的とな
る。同時にロマン主義とドイツ観念論が主体と恋愛の問題を大きく発
展させる。そこで、19世紀半ばから20世紀前半のフランス語圏の作家
の中から、この問題が顕著に見て取れる作家を選び、分析していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

辞書を使用し、フランス語で書かれた専門書をおおよそ理解すること
ができる。(技能）

ヨーロッパにおける「恋愛」の歴史的変遷とその特質を理解してい
る。(知識・理解)

ヨーロッパの恋愛のあり方と日本の恋愛のあり方に興味を持ち、その
差異について自分なりに分析することができる。(態度・志向性)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加点5割、レポート5割で成績評価を行います。

レポートでは、フランス語文献を正確に読解できているかどうか、恋
愛に関する思想史、文化史の流れを理解し、自分の意見を構築できて
いるかを評価の基準とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

鈴木隆美、『恋愛制度、束縛の２５００年史』、光文社新書　2018

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、教科書の該当する部分を事前に読み、歴史的な流れを押
さえておくこと（６０分）。
授業後は、授業で扱ったフランス語文献を読み直しておくこと（６０
分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　古代ギリシャ・ローマの恋愛
２　中世宮廷恋愛
３　キリスト教の恋愛と主体
４　ロマン主義的恋愛と主体
５　シャトーブリアンに見る恋愛と主体
６　シャトーブリアンに見る恋愛と主体
７　スタール夫人に見る恋愛と主体
８　スタール夫人に見る恋愛と主体
９　ミュッセの恋愛詩
１０ラ・マルチーヌの恋愛詩
１１　ボードレールの恋愛詩
１２　プルーストにおける恋愛と主体の問題
１３　プルーストにおける恋愛と主体の問題
１４　まとめとレポート作成準備１
１５　まとめとレポート作成準備２



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70165-01異文化間教育論特講

前期 2  1 授業形態:講義伊藤　亜希子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本における異文化間教育は、海外帰国子女やオールドカマーである
在日コリアンの教育課題への取り組みに始まり、中国帰国者の子どもた
ち、日系人の子どもたち、国際結婚の子どもたちなどを取り巻く教育課
題に直面し、海外における多文化教育・異文化間教育を参照しながら、
発展してきた。グローバリゼーションの影響を受け、日本の学校で学ぶ
子どもたちや地域住民も多様な背景を持つようになり、多文化共生社会
のあり方を模索する異文化間教育は重要性を増している。
　本講義では、日本において異文化間教育に関する議論がどのように発
展し、学校や地域における共生の課題に取り組んでいるのか理解を深
め、その意義を考察していく。具体的には、異文化間教育で研究課題と
なる適応や言語教育、異文化理解に関する論文を講読し、検討してい
く。また、日本における異文化間教育を検討していく際の参考として、
ヨーロッパにおける異文化間教育についても事例として取り上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・異文化間教育に関する基本的知識を獲得し、異文化間教育の展開過程
について説明できる。
・異文化間教育で研究課題となる個別テーマについて理解を深め、理論
研究及び実践研究の特徴や研究手法について検討することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・異文化間教育の展開過程について説明できる。
・異文化間教育に関する理論研究や実践研究の傾向を分析し、その特徴
を説明することができる。

成績評価の方法
・授業内の発表（40％）、課題レポート（40%）、授業内のディスカッ
ションへの貢献度（20%）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特になし。必要に応じて資料を配付する。
＜参考文献＞
・佐藤郡衛（2010）『異文化間教育―文化間移動と子どもの教育―』明
石書店　ISBN:978-4750332505
・佐藤郡衛（2003）『改訂新版　国際化と教育―異文化間教育学の視点
から―』放送大学教育振興会　ISBN:978-4595236174
・佐藤郡衛・吉谷武志編著（2005）『ひとを分けるものつなぐもの-異
文化間教育からの挑戦-』ナカニシヤ出版　ISBN:978-4888489270
・江淵一公編（1997）『異文化間教育研究入門』玉川大学出版部　
ISBN:978-4472110511
・伊藤亜希子（2017）『移民とドイツ社会をつなぐ教育支援-異文化間
教育の視点から-』九州大学出版会　ISBN:978-4798501932

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　文献講読とディスカッションを中心に授業を進めていくので、ディス
カッションへの積極的な参加を求める。準備や振り返りを十分に行うた
めにも、事前・事後の学習にそれぞれ2時間程度取り組むこと。
事前学習：毎回の授業前に指定する文献に目を通し、ポイントを整理す
ること。
事後学習：授業時のディスカッションを踏まえ、内容を整理すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　異文化間教育と日本社会の多文化化
第3回　異文化間教育の研究主題
第4回　異文化間教育研究の展開
第5回　異文化間教育の研究主題①異文化理解
第6回　異文化間教育の研究主題②外国人児童生徒教育
第7回　異文化間教育の研究主題③年少者日本語教育
第8回　異文化間教育の研究主題④地域日本語教育
第9回　異文化間教育の研究主題⑤地域における学習支援
第10回　異文化間教育の研究主題⑥海外帰国子女教育
第11回　異文化間教育の研究主題⑦アイデンティティ
第12回　異文化間教育の研究主題⑧多文化共生
第13回　ヨーロッパにおける異文化間教育①欧州審議会に
よる政策動向
第14回　ヨーロッパにおける異文化間教育②ドイツの事例
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70176-01家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

後期 2  2 授業形態:講義本山　智敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　家族療法の流れから発展し、現在は利用者の地域包括支援アプロー
チとして世界から注目を集めているオープンダイアローグとアンティ
シペーション・ダイアローグについて学ぶ。まずはこれらアプローチ
の背景にある家族療法の諸理論について整理すると共に、ダイアロー
グを支える基本概念を理解する。具体的には、映像資料を活用して実
際の支援の様子をイメージできるようにし、ワークを通した体験学習
によって実践的な活用方法について理解する。
　オープンダイアローグのイデオロギーは、パーソンセンタード・ア
プローチの理念とも共通する点が多い。両者の共通点や相違点を検討
しながら、家族や集団、地域社会への支援に関するコモンファクター
について議論し、理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・家族療法の諸理論について説明できる。
・オープンダイアローグとアンティシペーション・ダイアローグにつ
いて理解する。
・オープンダイアローグとパーソンセンタード・アプローチの比較検
討を通して、家族や集団、地域社会への支援について自らの意見を持
つことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞以下の点を評価基準とする。
授業における取組状況では、オープンダイアローグとパーソンセン
タード・アプローチの基本概念を自分の言葉で正確に説明できている
か。
課題レポートでは、家族や集団、地域社会における心理支援について
の自らの考えを十分に説明できているか。
＜評価方法およびその割合＞
授業における取組状況（40％）
授業内での発表（40％）
課題レポートの評価（20％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

＜テキスト＞
特に指定しない
＜参考文献＞
『「自分らしさ」を認めるPCAグループ入門　新しいエンカウンター
グループ法』村山正治編　創元社
『オープンダイアローグとは何か』斎藤環著+訳　医学書院

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
事例検討やグループ体験を通して学びを深めていくので、積極的に参
加することが望ましい。
毎回の授業の前には、その回のテーマについてあらかじめ調べておく
こと。（60分）
毎回授業後には体験したことを振り返り、そこから得た学びについて
自分なりに整理して理解し、授業で課すレポートの資料とすること。
（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オープンダイアローグ（OD）とは何か
第2回　ODの背景にある家族療法の諸理論
第3回　ODの実際1（映像資料の視聴）
第4回　ODの実際2（フィンランドの事例の紹介）
第5回　アンティシペーション・ダイアローグ（AD）につ
いて
第6回　ADの事例紹介
第7回　ODとADの基本概念の整理
第8回　パーソンセンタード・アプローチ（PCA）の理念
第9回　PCAの事例紹介
第10回　PCAGIP法の体験学習
第11回　ODとPCAの共通点
第12回　ODとPCAの相違点
第13回　家族や集団への心理支援
第14回　地域社会への心理支援
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70146-01学校教育論特講

前期 2  1 授業形態:講義山岸　賢一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

「学校教育」はこれまでどうあったか。いまどうあるか。そして、こ
れからどうあるべきなのか。この授業では、学校における教育の在り
様の過去と現在と未来を、教育哲学・教育史・教育社会学・質的研究
など、人文・社会科学の知見を踏まえつつ、多面的・多角的に考察し
ます。なお、本授業の軸となるのは、受講者による発表と議論です。
つまり、本授業では、受講者各々の興味関心に基づく発表と議論を通
じて、「学校教育」について思考を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）学校教育の歴史・意義・課題について、具体的事象に言及しなが
ら、概略的に説明できる。
２）学校教育の在り方や在るべき姿について、根拠を示しながら説明
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・レジュメとレポート　５０％
・発表と議論における貢献度　５０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特定のテキストは指定しません。講義資料は、授業中に配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、文献の精読（60分程度）、議論点の整理（60分程度）、
レジュメの作成（120分程度）など、事前準備が必要になります。ま
た、授業後には、議論の振り返り（60分程度）が必要になります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　「学校教育」の歴史―学校は当たり前か？
２　「学校教育」の歴史―敗戦前
３　「学校教育」の歴史―戦後
４　「学校」に通う意味
５　「家庭教育」との連携
６　「学習指導要領」のこれまでとこれから
７　「学校教育」の現在、そして未来
８　発表と議論―振り返りと今後の準備　
９　発表と議論―教育学の知見から（基礎）
10　発表と議論―教育学の知見から（発展）
11　発表と議論―教育学の知見から（応用）
12　発表と議論―人文・社会科学の知見から（基礎）
13　発表と議論―人文・社会科学の知見から（発展）
14　発表と議論―人文・社会科学の知見から（応用）
15　まとめと振り返り



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70007-01教育システム論演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習高妻　紳二郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習は、各受講生の修士論文作成に関わる発表・討議を中心に行
う。内外の文献・資料の輪読、討議を中心に、教育システムの諸領域
についての歴史的側面や改革・課題的側面に接近しながら、この分野
の研究方法や研究動向について具体的に論及する。この過程で受講生
が各自の修士論文テーマを最終的に決定できるように、そのテーマと
関連する文献・資料の講読・整理に配慮しつつ本演習を進めていく。
　また、各自の研究テーマとの関係で、それぞれの立場から、内外の
最新の論文を選択して紹介するという形式をとりいれ、自身の研究の
独自性と実証性を可能な限り高めていきたい。このように、自己の研
究枠組みをより確かなものにするために、さまざまな角度から研究
テーマを検討し、具体的に執筆していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　教育学研究の手法を類型化して理解し説明できる。
　教育学研究の地平を拓こうとする態度で、自ら考えることができ
る。
　修士論文の構想を確立し、先行研究の検討と各自が取組む研究課題
の独自性や実証性について論証することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

自身の研究に関する先行研究を説明できる。
リサーチクエスチョンを３つ設定できる。
課題研究論文の評価（50％）
取組・発表、プレゼンテ―ション力の評価（50％）を目安として評価
します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告にあたっては、あらかじめ示された課題について内外の文献に
あたり、Ｂ４の大きさで発表レジュメを人数分準備すること。次回の
報告の際に、事後学習として、質問や指摘された事項についての分析
考察を含めること。この事前・事後学習で２時間以上の時間をかけて
取り組むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．修士論文作成のスケジュール
２．修士論文章節構成
３．中間発表に向けて（研究の目的の精査）
４．中間発表に向けて（先行研究の検討１）
５．中間発表に向けて（先行研究の検討２）
６　中間発表準備―研究構想の準備
７．章節構成の再検討１
８．先行研究の再検討
９．研究の特色の抽出
１０．調査結果の経緯報告
１１．調査結果の分析
１２．調査結果の章構成への落とし込み
１３．章節構成の再検討２
１４．実証性の確認
１５．残された課題に関する討議



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70008-01教育システム論演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習高妻　紳二郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習では各自執筆を進めている修士論文の内容について、段階を
追って発表・協議するという方法をとり、最終的に修士論文の完成を
目指す。前期に引き続き、内外の文献・資料の輪読、討議を中心に、
教育システムの諸領域についての歴史的側面や改革・課題的側面に接
近しながら、この分野の研究方法や研究動向についても論及してい
く。この過程で受講生が各自の修士論文を最終的に完成できるよう
に、各自のテーマと関連する文献・資料の講読・整理に配慮しつつ本
演習を進めていく。
　なお、秋に開催される関連学会発表も検討しながら、研究水準の
いっそうの向上を目指し、学会誌への投稿も視野に入れつつまとめて
いきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　修士論文の執筆をすすめ、中間報告及びまとめを経て、対外的に研
究の成果を発表できる。
　教育学研究の手法を理解、選択し自分の研究に適用できる。
　教育学研究の地平を拓こうとする態度を維持し、自ら考えることが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の内容を１か月に１回まとめてプレゼンできる。
修士論文を完成する。
課題研究論文の評価（80％）、取組・発表、プレゼンテ―ション力の
評価（20％）を目安として評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告にあたっては、あらかじめ示された課題について内外の文献に
あたり、Ｂ４の大きさで発表レジュメを人数分準備すること。次回の
報告の際に、事後学習として、質問や指摘された事項についての分析
考察を含めること。この事前・事後学習で２時間以上の時間をかけて
取り組むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．修士論文作成のスケジュール確認
２．修士論文章節構想検討
３．修士論文構成確定
４．序章ー研究の目的の定位
５．序章ー研究の方法と構成の論述内容確認
６．調査研究結果のまとめ・仕上げ
７．中間報告の資料作成１
８．中間報告の資料作成２と発表
９．修士論文前半部分にかかる発表・討議
１０．修士論文後半部分にかかる発表・討議
１１．前回までの内容を踏まえての議論・修正
１２．修士論文最終課題の確認
１３．修士論文草稿完成・読み合わせ
１４．修士論文草稿修正・点検
１５．修士論文完成原稿・読み合わせ・まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70028-01教育システム論演習Ⅲ

前期 2  2 授業形態:演習藤田　由美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習は，各受講生の修士論文作成にかかわり，発表および討議を
中心に行うものである。本演習では，各自の研究テーマについて，研
究目的および研究方法を検討し，調査・分析を構想し，実施に向けた
具体的な計画を立てる。それによって，教育システムに関する具体的
な課題に接近することを目指す。
　本演習は，原則として，下記の手順で行う。第一に，先行研究を整
理し，研究構想を明確にし，修士論文の章構成を立てる。第二に，中
間報告会での議論を踏まえ，論文構成を再検討し，今後の研究課題を
明らかにする。なお，受講生の人数等により，授業計画を変更するこ
とがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．研究課題に関する先行研究を整理し，自らの研究課題を明確にす
ることができる。
２．自らの研究課題を修士論文の目的および章構成として具体化し，
それをレジュメにまとめることができる。
３．修士論文の課題について，口頭で的確に発表することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標について，下記の各要素によって評価を行う。
１．レジュメまたは課題研究論文の作成：70％（到達目標１・２）
２．取り組み・発表・討論：30％（到達目標１・２・３）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：提示された課題について，A4版，40字×40行のレジュメに
まとめること。書式は下記の通り。
1行目：科目名（2017/XX/XX）
2行目：テーマ・課題
3行目：学籍番号・氏名（右詰め）
4行目：空行
5行目以降：本文（適宜見出しを付す）
事後学習：討論や質疑応答の内容について，事後学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション
第２回：修士論文構成の具体化（１）
第３回：研究目的の精査・先行研究の整理（１）
第４回：研究目的の精査・先行研究の整理（２）
第５回：研究方法論の検討
第６回：修士論文章構成の具体化（２）
第７回：中間発表の準備
第８回：修士論文章構成の再検討（１）
第９回：先行研究の再整理
第１０回：調査分析の中間報告（１）
第１１回：調査分析の中間報告（２）
第１２回：調査分析の再検討（１）
第１３回：修士論文章構成の再検討（２）
第１４回：今後の研究課題（１）
第１５回：今後の研究課題（２）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70029-01教育システム論演習Ⅳ

後期 2  2 授業形態:演習藤田　由美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習は，各自が作成している修士論文の内容に関する討議および
検討を行い，各自の修士課程における研究を深め，論文として完成さ
せることを目的とする。本演習では，各自の研究テーマについて，研
究目的，研究方法，調査・分析結果，考察のそれぞれを検討し，討論
を行う。それによって，教育システムに関する具体的な課題に接近
し，研究成果をまとめることを目指す。
　本演習は，原則として，下記の手順で行う。第一に，修士論文構成
を検討し，研究構想をさらに明確化し，具体的な調査・分析につなげ
ていく。第二に，中間報告会において研究構想を明らかにし，議論を
踏まえて論文構成を再検討していく。第三に，研究結果をまとめ，考
察を深める。第四に，以上の研究内容を，修士論文のかたちになるよ
うに議論を行う。なお，受講生の人数等により，授業計画を変更する
ことがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．修士論文構成を検討し，研究構想をさらに明確化し，具体的な調
査・分析につなげていくことができる。
２．研究結果を，修士論文としてまとめることができる。
３．研究結果を，中間発表会などのかたちで，対外的に発表すること
ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標について，下記の各要素によって評価を行う。
１．論文またはレジュメの作成：70％（到達目標１・２）
２．取り組み・発表・討論：30％（到達目標１・２・３）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：提示された課題について，A4版，40字×40行のレジュメに
まとめること。書式は下記の通り。
1行目：科目名（201X/XX/XX）
2行目：テーマ・課題
3行目：学籍番号・氏名（右詰め）
4行目：空行
5行目以降：本文（適宜見出しを付す）
事後学習：討論や質疑応答の内容について，事後学習を行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション（修士論文作成のスケジュー
ル確認）
第２回：修士論文構成の検討（１）
第３回：修士論文構成の検討（２）
第４回：研究目的および方法論の検討
第５回：調査研究結果に関する議論（１）
第６回：中間報告会の準備（１）
第７回：中間報告会の準備（２）
第８回：中間報告会の反省および研究課題の検討
第９回：修士論文の検討（１）研究目的および方法
第１０回：修士論文の検討（２）研究結果および考察
第１１回：修士論文の検討（３）修正
第１２回：修士論文の検討（４）最終課題
第１３回：修士論文の草稿完成および読み合わせ
第１４回：修士論文の草稿修正・検討
第１５回：修士論文の完成および最終確認



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70030-01教育システム論演習Ⅴ

前期 2  2 授業形態:演習佐藤　仁
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習では、修士論文を執筆していく中で生じた課題を考察してい
く。具体的には、研究の枠組みの構想と先行研究の整理の方法を学ん
でいく。研究の枠組みについては、自ら設定した課題に対峙するため
に、どのようなアプローチをとるのか、そのアプローチはなぜ有効な
のか等を考える重要性を認識していく。先行研究の整理については、
国内だけではなく、国外の研究にも目を向け、自らの研究が先行研究
の中でどのように位置づくのか、そのマッピングを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文における研究の枠組みを具体的に説明することができる。
・修士論文の研究が先行研究との関係でどのように位置づくものなの
かを説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の講義の発表の内容（100%）を評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回の発表があるので、十分な準備をすること（60分）。また、前の
回に指摘された事項を修士論文の修正に反映していくことが重要な事
後学習となる（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション（講義の進め方や進捗状況の
確認）
第2回：研究の目的の明確化①（問題関心）
第3回：研究の目的の明確化②（課題の明示）
第4回：研究枠組みのの検討①（研究枠組みとは何か）
第5回：研究枠組みの検討②（他の研究の特徴）
第6回：研究枠組みの検討③（試行的な枠組み）
第7回：研究枠組みの検討④（盛り込むべき要素の検討）
第8回：研究枠組みの検討⑤（事実の関係性の整理）
第9回：研究枠組みの検討⑥（研究枠組みの確立）
第10回：先行研究の整理①（関連研究の網羅）
第11回：先行研究の整理②（国内の先行研究）
第12回：先行研究の整理③（国外の先行研究）
第13回：先行研究の整理④（先行研究の交通整理）
第14回：先行研究の整理⑤（自らの研究の位置づけ）
第15回：講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70031-01教育システム論演習Ⅵ

後期 2  2 授業形態:演習佐藤　仁
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本演習では、修士論文を執筆していく中で生じた課題を考察し、最
終的な論文にまとめていく。具体的には、研究成果の示し方と整理の
方法を学んでいく。研究成果の示し方については、自ら進めた研究の
成果に関して、先行研究と関連付けて論じたり、自らの主張を盛り込
んだりと、より分かりやすい形で示していく方法を検討する。研究成
果の整理については、最終的な知見をどう示すのかという点に関し
て、研究の目的や意義との関係性を意識しながら、検討していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文における研究成果を明確に示すことができる。
・修士論文の研究成果が、どのような意義があり、どのように研究目
的と関連していくのかを説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の講義の発表の内容（100%）を評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回の発表があるので、十分な準備をすること（60分）。また、前の
回に指摘された事項を修士論文の修正に反映していくことが重要な事
後学習となる（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション（講義の進め方や進捗状況の
確認）
第2回：研究成果の確認①（これまでまとめたことの報
告）
第3回：研究成果の確認②（不足する情報の確認）
第4回：研究成果の示し方①（先行研究の再確認）
第5回：研究成果の示し方②（他の研究の特徴）
第6回：研究成果の示し方③（試行的な枠組み）
第7回：研究成果の示し方④（盛り込むべき要素の検討）
第8回：研究成果の示し方⑤（主張の裏付け）
第9回：研究成果の示し方⑥（研究成果の明確化）
第10回：研究成果の整理①（先行研究との関係性）
第11回：研究成果の整理②（主張すべき知見）
第12回：研究成果の整理③（今後の課題の提示）
第13回：修士論文のチェック①（全体的な構成）
第14回：修士論文のチェック②（体裁等）
第15回：講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70005-01教育システム論特講Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義高妻　紳二郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　今日においても引き続き教育システムをめぐる改革が大小問わず検
討されている。本特講では現在の改革の動向の背景や見通しをさぐる
ために、テキストや関連する資料をもとに議論しながら、教育システ
ム改革に関する理論的知識と改革プロセスが依拠する具体的理念につ
いて解説する。なかでも、現代教育システムをめぐる諸論点、例え
ば、学力問題、教師の指導力、学校選択制度や学校評価のほか、教育
行政の要である教育委員会制度についても踏み込んだ議論を行いた
い。
　また、修士論文執筆を見据えて、教育行政・教育経営に関する研究
手法を学び、各自の研究テーマをどのように進めるかについても適宜
指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教育行政学、経営学研究の手法を類型化して理解し説明できる。
教育行政学、経営学研究の到達点を探り理解できる。
教育システム改革に関する理論的知識と改革プロセスが依拠する理念
について、具体的なケースを丹念に追うことによって正確に理解でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

内外の主要な教育課題を説明できる。
今日の教育改革動向の背景を説明できる。
課題研究論文の評価（50％）取組・発表、プレゼンテ―ション力の評
価（50％）を目安として評価します。この事前・事後学習で２時間以
上の時間をかけて取り組むこと。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告にあたっては、あらかじめ示された課題について内外の文献に
あたり（90分）、Ｂ４の大きさで発表レジュメを人数分準備するこ
と。次回の報告の際に、事後学習として、質問や指摘された事項につ
いての分析考察を含めること（90分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．研究の進め方について
３．自分の研究計画と構想
４．資料収集の方法と実践１
５．資料収集の方法と実践２
６．現代教育システムをめぐる諸論点の整理
７．教育システムの論点（教育行政）
８．教育システムの論点（教育政策）
９．教育システムの論点（教育経営）
１０．教育システムの論点（学校経営）
１１．教育システムの論点（人事行政）
１２．教育システムの論点（教員研修）
１３．事例報告①教育行政
１４．事例報告②学校経営
１５．教育システムの諸領域の再検討



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70006-01教育システム論特講Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義高妻　紳二郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本特講では前期に引き続いて、テキストや資料をもとに議論しなが
ら、教育システム改革に関する発展的知識を修得することを目的とし
ている。とりわけ教育政策の変容、教育制度上の諸改革と展望につい
て詳細に討議するほか、教師教育や現職教育をめぐる直近の動向や諸
問題について踏み込んだ議論を行いたい。
　かつ、修士論文執筆に向けての研究計画を随時見直しつつ、各自の
研究テーマに関する先行研究の解題を進め、適宜進捗状況の報告を盛
り込んでのピアレヴューに取組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校における経営実践において求められる諸問題をいかに見直し、
改善すべきかについての具体的な方途を考えることができる。
　学校経営研究の手法を類型化して理解し説明できる。
　学校経営研究の到達点を探り理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学校マネジメントの理論を説明できる。
新しいシステム実践事例を解説できる。
課題研究論文の評価（50％）取組・発表、プレゼンテ―ション力の評
価（50％）を目安として評価します。この事前・事後学習で２時間以
上の時間をかけて取り組むこと。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告にあたっては、あらかじめ示された課題について内外の文献に
あたり（90分）、Ｂ４の大きさで発表レジュメを人数分準備するこ
と。次回の報告の際に、事後学習として、質問や指摘された事項につ
いての分析考察を含めること（90分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．教育改革の動向
２．教員をめぐる論点（資料）の提示と視点の設定
３．自分の研究計画と構想・進捗状況報告１
４．自分の研究計画と構想・進捗状況報告２
５．資料収集の方法の再確認
６．現代教育システムをめぐる諸論点整理
７．教育システムの論点（教育制度）
８．教育システムの論点（教育内容）
９．教育システムの論点（学校評価）
１０．教育システムの論点（学校改善）
１１．教育システムの論点（教育委員会制度）
１２．教育システムの論点（学校内研修）
１３．事例報告①教育経営領域
１４．事例報告②学校経営・運営領域
１５．教育システムの諸領域の課題整理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70024-01教育システム論特講Ⅲ

前期 2  1 授業形態:講義藤田　由美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　学校教育は，その社会における，あるいはその社会において認識さ
れている諸課題への対応を求められている。たとえば，近年では，子
どもの学力や体力の向上を目指すことが求められていることや，貧困
や児童虐待にあえぐ子どもたちやセクシュアル・マイノリティの子ど
もたちへの対応が求められていることなどが挙げられる。
　本特講では，学校教育と社会のかかわりについて，教育社会学を中
心とする先行研究資料にもとづき議論を行い，学校教育と社会とのか
かわりについて考察を行ってもらう。
　本特講において，受講生には，あらかじめ提示する諸課題につい
て，先行研究をまとめ，分析を行ってもらうことを目指す。授業中
は，その研究課題に関する議論を行い，考察を深めてもらう。本授業
の締めくくりには，課題研究論文を提出してもらう。また，本特講に
おいては，教育社会学の研究方法論について，適宜指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．学校教育と社会の関連について，主として教育社会学にもとづく
先行研究の議論を通して，深く考察することができる。
２．教育社会学の研究方法論について理解を深めることができる。
３．与えられた課題について，レジュメや論文にまとめたり，口頭で
発表したり，討論したりすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標が達成されているか，下記の諸要素によって評価を行う。
１．課題研究論文の評価：50％
２．取り組み・発表・プレゼンテーション能力の評価：50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：
　あらかじめ提示された研究課題の先行文献をまとめたレジュメ（A4
判2枚，40字×40行）を，人数分作成すること。書式は下記の通り。
1行目：科目名（2017/XX/XX）
2行目：テーマ・課題
3行目：学籍番号・氏名（右詰め）
4行目：空行
5行目以降：本文（適宜見出しを付す）
事後学習：
　授業での討議内容について，分析考察を行うとともに，さらに学習
を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　授業の進め方についての説明，研究計画の発表
第2回　学校教育と社会に関する諸問題の整理：教育社会
学を中心に
第3回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（１）：学力問題とは何か
第4回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（２）：子どもの学力と社会的文脈
第5回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（３）：子どもの体力をめぐる状況
第6回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（４）：子どもの身体形成
第7回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（５）：子どもの貧困問題
第8回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（６）：子どもの貧困問題の解決に向けて
第9回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（７）：児童虐待
第10回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（８）：学校における児童虐待への対応
第11回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（９）：ジェンダーとセクシュアリティ
第12回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（１０）：学校教育におけるジェンダー問題への
対応
第13回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび考察（１１）：学校教育におけるセクシュアリティを
周諸問題への対応
第14回　研究課題論文の発表（１）：第3回から第8回の内
容についての発展的考察
第15回　研究課題論文の発表（２）：第9回から第13回の
内容についての発展的考察

＊受講生の人数および問題関心に応じて，扱うテーマな
ど，授業計画を変更する可能性がある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70025-01教育システム論特講Ⅳ

後期 2  1 授業形態:講義藤田　由美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本特講では，前期の内容を踏まえ，学校教育と社会のかかわりに関
する諸課題について，発展的な知識を習得することを目指す。とりわ
け，教育社会学的研究の最新動向について理解を深め，具体的な諸問
題について議論を深める。
　あわせて，本特講では，修士論文執筆に向けた準備を進めていく。
研究計画について進捗状況を報告してもらい，先行研究の検討を行う
ことにより，研究方法論の精緻化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．学校教育と社会のかかわりにおける諸課題を，教育社会学の立場
からさらに深く検討することができる。
２．与えられた課題について，レジュメおよび論文のかたちにまとめ
ることができる。
３．授業を通して，討論および考察を行うことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標が達成されているか，下記の諸要素によって評価を行う。
１．課題研究論文の評価：50％
２．取り組み・発表・プレゼンテーション能力の評価：50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：
　研究課題に関するレジュメ（A4判2枚，40字×40行）を，人数分作
成すること。書式は下記の通り。
1行目：科目名（2017/XX/XX）
2行目：テーマ・課題
3行目：学籍番号・氏名（右詰め）
4行目：空行
5行目以降：本文（適宜見出しを付す）
事後学習：
　授業での討議内容について，分析考察を行うとともに，さらに学習
を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　教育社会学の研究動向
第2回　学校教育と社会に関する諸問題の整理および文献
提示
第3回　教育社会学の研究方法論の検討（その１）：量的
研究を中心に
第4回　教育社会学の研究方法論の検討（その２）：質的
研究を中心に
第5回　学生による研究計画の報告（第１回）
第6回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび発展的考察：学生の研究計画構想発表内容を踏まえて
（その１）
第7回　第6回内容に関連する文献の検討
第8回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび発展的考察：学生の研究計画構想発表内容を踏まえて
（その２）
第9回　第8回内容に関連する文献の検討
第10回　教育社会学における研究課題に関する分担発表お
よび発展的考察：学生の研究計画構想発表内容を踏まえて
（その３）
第11回：第10回内容に関連する文献の検討
第12回　学生による研究計画の報告（第２回その１）：こ
れまでの授業内容を踏まえた発展的研究計画
第13回　学生による研究計画の報告（第２回その２）：こ
れまでの授業内容を踏まえた発展的研究計画
第14回　学生による研究計画の報告（第２回その３）：こ
れまでの授業内容を踏まえた発展的研究計画
第15回　総合的考察

＊受講生の人数および問題関心に応じて，授業計画を変更
する可能性がある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70026-01教育システム論特講Ⅴ

前期 2  1 授業形態:講義佐藤　仁
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本特講では、教育システムの中でも特に政策に着目し、どのように
して教育政策が作られるのかという政策過程について、検討してい
く。
　政策過程分析は、政治学の領域で検討されているが、近年の教育政
策分析においても重要な方法論として存在している。特にグローバル
化の進展により、国内の政策形成過程に国外（他国や国際機関）のア
クターが大きく関わるようになってきており、その様相は複雑化して
いる。例えば、国際学力調査の結果は、一つの規範としてグローバル
に動き回り、各国の教育政策に大きな影響を及ぼしている。各国は、
教育政策の策定過程においてどのようにそれを受容しているのだろう
か。これに迫るためには、政策過程分析が必要となる。
　講義では、政策過程論の基本的な理論や展開を学習した後に、いく
つかの教育政策を取り上げて、事例分析を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・政策過程論の理論と分析方法を学習し、その特徴を説明することが
できる。
・具体的な教育政策の政策過程を分析し、その特徴を指摘することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
・政策過程論の概要を説明できること。
・具体的な事例に対して、政策過程分析の枠組みを援用しながら検討
できること。

成績評価の方法：
課題レポートの評価（50％）に加え、授業中での発表や授業態度
（50％）を基に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。資料は必要に応じて配布。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

政策過程論を学ぶ上では、社会学や政治学の一般的な内容を踏まえる
必要があることから、講義と並行しながら、これらの概論を整理して
いくことが事前・事後学習となる（60分）。
また、講義での報告を求めるので、受講者全員で議論できるように準
備しておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
第2回：政策過程論：概論
第3回：政策過程論：政策決定
第4回：政策過程論：課題設定
第5回：政策過程論：政策実施
第6回：政策過程論：政策評価
第7回：事例の検討：全国学力調査
第8回：事例の検討：学習指導要領
第9回：事例の検討：教員養成
第10回：事例の検討：教員評価
第11回：事例の検討：現職教育
第12回：事例の検討：高等教育（質保証）
第13回：事例の検討：高等教育（大学評価）
第14回：事例の検討：高等教育（IR）
第15回：まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70027-01教育システム論特講Ⅵ

後期 2  1 授業形態:講義佐藤　仁
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本特講では、教育システムの具体的なテーマとして、教師教育政策
をとりあげ、その歴史的展開ならびに現代的特徴について、検討して
いく。
　わが国における教師教育政策は、大きく三つの段階に分けられる。
教員養成、初任者研修、現職教育である。近年は3つの一貫性および
統合が求められており、大学と教育委員会・学校現場との協同による
システムのあり方が模索されている。国際的な動向に目を向けると、
教師の専門職化に向けた動きがあり、スタンダードの策定や教員養成
の高度化といった傾向を看取できる。
　講義では、わが国の動向を捉えるときに国際的な動向を踏まえ、そ
れとの関係においてわが国の教師教育政策の特徴を分析していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・教師教育政策を支える教師の専門職化の議論を理解し、その特徴を
説明することができる。
・教師教育に関する国際的な動向を把握した上で、わが国の教師教育
政策の特徴を指摘することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
・わが国の教師教育政策の特徴を国際的動向と関係付けながら説明で
きること。

成績評価の方法：
課題レポートの評価（50％）に加え、授業中での発表や授業態度
（50%）を基に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。資料は必要に応じて配布。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

教師教育政策は、教育政策の中でも特に進展が早く、矢継ぎ早に新し
い政策が出される。ゆえに、日ごろからニュースや新聞等をチェック
しながら、最新の動向を理解していくことが事前・事後学習となる
（60分）。
また、講義での報告を求めるので、受講者全員で議論できるように準
備しておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
第2回：教師教育の概要
第3回：教員養成の歴史的展開
第4回：教員養成の原則
第5回：初任者研修の制度
第6回：初任者研修の実態
第7回：現職教育の制度
第8回：現職教育の実態
第9回：校内研修
第10回：国際的動向：スタンダード
第11回：国際的動向：教員養成の高度化
第12回：国際的動向：臨床の場の充実
第13回：国際的動向：反省的実践家
第14回：これからの改革の進展
第15回：まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70180-01教育心理学特論

後期 2  1 授業形態:講義坂本　憲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　教育心理学は、人間の成長発達や学習過程、人格形成と適応、測
定・評価などを研究対象とする領域である。その理解は、教育相談や
スクールカウンセリング、心理教育などの心理的援助活動に役立つ。
本講では、教育心理学の基礎概念を確認し、それぞれのテーマについ
て心理臨床への応用可能性を議論する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．教育心理学の基礎理論を説明できる
２．教育心理学の心理臨床における応用可能性を考え、表現すること
ができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標に示す２点をどの程度達成できたかを評価する。評価方法
および評価の割合は次のとおり。授業における取組状況20％（積極
性、討論の発言等）、プレゼンテーション50％、課題レポート30％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】
（１）子安増生(著)・田中俊也(著)・南風原朝和(著)・伊東裕司(著)：
教育心理学 第3版 (ベーシック現代心理学6)、有斐閣、2015年3月．
ISBN-10: 4641072450．
【参考書】
（１）堤亜美・下山晴彦『学校ですぐに実践できる 中高生のための
〈うつ予防〉心理教育授業』， 2017年，ミネルヴァ書房．ISBN-10:
4623081109．
（２）増田健太郎・小川康弘，『教師・SC（スクールカウンセラー）
のための心理教育素材集─生きる知恵を育むトレーニング』，2015
年，遠見書房．ISBN-10: 4904536940
（３）エリザベス・バークレイ，クレア・メジャー，パトリシア・ク
ロス(著)，安永悟(翻訳)，『協同学習の技法―大学教育の手引き』，
2009年，ナカニシヤ出版．ISBN-10: 4779503698
（４）杉江修治，『協同学習入門―基本の理解と51の工夫』，2011
年，ナカニシヤ出版．ISBN-10: 4779505739

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講生はテキストの該当部分を事前に読み、心理臨床への応用可能
性を考えてくること（60分）。授業後は、ディスカッションの内容を
まとめ、関連する心理臨床領域への理解を深めること（30分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. ガイダンス
 2. 発達過程の理解（発表と討論）
 3. 適応と障害の理解（発表と討論）
 4. 学習理論と記憶（発表と討論）
 5. 認知心理学からみた学習（発表と討論）
 6. 学級集団の理解①（発表と討論）
 7. 学級集団の理解②（発表と討論）
 8. 授業理論と授業形態（発表と討論）
 9. 教育評価の方法（発表と討論）
10. 教育データの分析（発表と討論）
11. 教育データの分析（演習）
12. 心理教育の企画（演習）
13. 心理教育の実施（演習）
14. 心理教育の評価（演習）
15. まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70163-01教育調査・統計論特講

後期 2  1 授業形態:講義藤田　由美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　教育の問題は，しばしば情緒的に語られてきた。しかし，教育の効果
や教育問題を明らかにするためには，科学的な証拠（エビデンス）は不
可欠であり，その必要性は，近年ますます高まっている。教育を科学的
に理解するためには，調査方法論について理解しておくことは必須であ
る。
　そこで，本特講では，教育調査・統計の方法論について基礎を身につ
けることを目指す。授業の構成は下記のとおりである。第一に，問いか
ら仮説を検証しデータ収集を行うための基本的な考えについて学ぶ。第
二に，統計ソフトを活用し，教育調査・統計の基礎について学ぶ。第三
に，質的調査研究の基礎について，具体的な事例および演習によって学
ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．統計解析の方法など教育調査に必要な知識を身につけることができ
る。
２．教育調査に必要な知識を，実際に活用することができる。
３．調査または分析の結果を，レポートまたは口頭で発表することがで
きる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標が達成されているか，下記の諸要素にもとづき評価を行う。
１．レジュメ・課題レポート：50％
２．取り組み・発表・プレゼンテーション：35％
３．理解度テスト（授業中に随時実施）：15％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

１．テキスト：各自で購入すること。
大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋（編著） ，2013，『新・社会調
査へのアプローチ　―論理と方法―』，ミネルヴァ書房
このほか，印刷資料を適宜配付する。

２．参考文献：下記の通り。
①新睦人・盛山和夫（編），2008，『社会調査ゼミナール』有斐閣。
②関口靖広，2013，『教育研究のための質的研究法講座』，北大路書
房。
③岸学（編），2013，『SPSSによるやさしい統計学　第２版』，オーム
社。
④村瀬洋一・高田洋・廣瀬毅士（共編），2007，『SPSSによる多変量解
析』オーム社。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

履修上の留意点：
　PC室での実習では，IBM SPSS Statistics Base を使用する。
事前学習：
①前回の学習内容を，配付資料またはデータを読み返すことによって復
習し，授業内容に関する参考文献を読んでおく。
②テキスト内容について，発表レジュメを作成すること。書式は下記の
通り。
1行目：科目名（201X/XX/XX）
2行目：テーマ・課題
3行目：学籍番号・氏名（右詰め）
4行目：空行
5行目以降：本文（適宜見出しを付す）
事後学習：
①授業時に提示された課題について，レポートを作成すること（書式等
については別途指示する）。
②授業内容を復習し，理解を深めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：ガイダンス
第２回：教育調査とは何か／調査の基本ルールと基本の道
具（テキスト第１章～第３章）
第３回：調査票を作る①調査モデルの設計（テキスト第4
章）
第４回：調査票を作る②調査項目（同上）
第５回：サンプリングと調査票調査のプロセス（テキスト
第５章・第６章）
第６回：調査票調査のデータ化（テキスト第６章）
第７回：統計解析①：基礎編１（テキスト第7章（前
半），補足資料）
第８回：統計解析②：基礎編２（同上）
第９回：統計解析③：多変量解析１（テキスト第７章（後
半），補足資料）
第１０回：統計解析④：多変量解析２（同上）
第１１回：統計解析⑤：多変量解析３（同上）
第１２回：統計解析⑥：分析結果の記述方法
第１３回：質的調査①：概要および観察の技法（テキスト
第8章・第９章，補足資料）
第１４回：質的調査②：会話分析またはドキュメント分析
（補足資料）
第１５回：質的調査③：分析結果の記述方法／総括

＊受講生の人数および問題関心に応じて，研究計画を変更
する可能性がある。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70003-01教育人間学演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習勝山　吉章
◎－－－　授業の概要　－－－◎

修士論文作成に全力を尽くす。まず最初に、論文の書き方ついてその
基礎を把握する。次に先行研究をもれなく分析する手法、章立ての立
て方、一次資料、二次資料の扱い等について、その収集の方法なども
含めてガイドしながら、修士論文の完成を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・先行研究を分析し、論文のオリジナリティーを設定することが出来
る。（知識・理解）
・資料とする外国語文献もしくは日本語資料を読み込むことが出来
る。（技能）
・論文作成を通して、教育とは何か、学校とは何か、教師とは何かを
考えることが出来る。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の基準：先行研究を細部にわたるまで網羅し、修論のオリジナリ
ティーを設定できたかどうか。また、修論の章立てと執筆を行えたか
どうかを評価の基準と知る。
評価の方法は、授業における取組状況を50％、提出されたレポートの
評価を50%で行う。なお、社会人院生の場合、出席状況については考
慮したい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本演習が、修士論文作成という自己の課題達成のためであることに留
意。
事前学習としては、毎回自らが設定したテーマや与えられたテーマ等
についてレジュメをまとめること。事後学習としては、ゼミでの質問
や論議をもとに新たな参考文献、あらたな資料等を検索して必要箇所
を通読して、次回のゼミに生かすこと。なお事前・事後学習には２時
間以上を費やすこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）論文を書くこととは
２）論文を書くこととは（２）
３）論文を書くこととは（３）
４）先行研究の分析の手法
５）先行研究の分析の手法（２）
６）先行研究の分析の手法（３）
７）一次資料と二次資料
８）一次資料と二次資料（２）
９）一次資料と二次資料（３）
１０）課題設定
１１）課題設定（２）
１２）課題設定（３）
１３）章立て構想の発表
１４）章立て構想の発表（２）
１５）まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70004-01教育人間学演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習勝山　吉章
◎－－－　授業の概要　－－－◎

教育人間学演習Ⅰを継続・発展させ、修士論文作成に全力を尽くす。
教育人間学演習Ⅱでは、各自が持ちよった修士論文の原稿を集団で討
議し、検討することで、質の高い修士論文の完成を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・先行研究を分析し、論文のオリジナリティーを設定することが出来
る。（知識・理解）
・資料とする外国語文献もしくは日本語資料を読み込むことが出来
る。（技能）
・論文作成を通して、教育とは何か、学校とは何か、教師とは何かを
考えることが出来る。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の基準：先行研究を細部にわたるまで網羅し、修論のオリジナリ
ティーを設定できたかどうか。また、修論の章立てと執筆を行えたか
どうかを評価の基準と知る。
評価の方法は、授業における取組状況を50％、提出されたレポートの
評価を50%で行う。なお、社会人院生の場合、出席状況については考
慮したい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

とくに指定はしない

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本演習が、修士論文作成という自己の課題達成のためであることに留
意。
事前学習としては、毎回自らが設定したテーマや与えられたテーマ等
についてレジュメをまとめること。事後学習としては、ゼミでの質問
や論議をもとに新たな参考文献、あらたな資料等を検索して必要箇所
を通読して、次回のゼミに生かすこと。なお、事前事後学習として2
時間以上費やすこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）序章の作成
２）序章の作成（２）
３）序章の作成（３）
４）1章の作成
５）1章の作成（２）
６）１章の作成（３）
７）2章の作成
８）2章の作成（２）
９）２章の作成（３）
１０）3章の作成
１１）3章の作成（２）
１２）3章の作成（３）
１３）終章の作成
１４）終章の作成（２）
１５）まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70019-01教育人間学演習Ⅲ

前期 2  2 授業形態:演習植上　一希
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本演習は各受講生の修士論文作成にかかわる発表・討議を中心に行
う。教育学に関する文献、資料の精読を中心に教育学分野の研究動向
ならびに研究課題・方法についての把握を行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業を通じて、各自がそれぞれのテーマに関する先行研究を整理する
ことを第一の目標とする。そのうえで、各自が修士論文に向けた課題
設定並びに方法設定を果たすこと、ならびにそれを深めることを第二
の目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標を各自が達成することができたかどうかを、評価の基準とす
る。
授業におけるレポートと議論（50％）、課題論文報告（50％）などを
もとに判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

報告に際しては、多くの先行研究にあたりその整理を行うこと（90分
以上）。とくに、その問題意識、研究課題、研究方法に注意をして、
レジュメを作成すること（90分以上）。また、授業で指摘された諸点
について事後学習をすること（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．修士論文作成のスケジュール
２．修士論文章節構成
３．中間発表に向けて（研究の目的の精査）
４．中間発表に向けて（先行研究の検討１）
５．中間発表に向けて（先行研究の検討２）
６　中間発表準備
７．章節構成の再検討１
８．先行研究の再検討
９．研究の特色の抽出
１０．調査結果の経緯報告
１１．調査結果の分析
１２．調査結果の章構成への落とし込み
１３．章節構成の再検討２
１４．実証性の確認
１５．残された課題に関する討議



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70020-01教育人間学演習Ⅳ

後期 2  2 授業形態:演習植上　一希
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本演習では、修士論文の完成に向けた作業を行うことを中心にする。
教育人間学演習Ⅲで実施した、研究課題の確定、研究方法の確定を前
提として、具体的に実施している調査の分析、論述の検討などが具体
的な作業となる。
また、夏～秋において実施される関連学会への発表や報告の振り返
り、準備なども通して、修士論文完成に向けた作業を完成させてい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

修士論文の執筆、中間報告、最終的な修士論文の完成が目標となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標に達しているかどうかが、評価の基準となる。
課題論文の評価（80％）ならびに、毎回の授業における報告、議論
（20％）を評価方法とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストはなし。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

報告にあたっては、各自調査分析ならびに執筆等を進め、それによっ
て作成された文章をもとに、議論を行う。各自の報告回の一週間前ま
でにレジュメを作成（90分以上）し、受講者全員がそれを読んで参加
すること（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．修士論文作成のスケジュール確認
２．修士論文章節構想検討
３．修士論文構成確定
４．序章ー研究の目的の定位
５．序章ー研究の方法と構成の論述内容確認
６．調査研究結果のまとめ・仕上げ
７．中間報告の資料作成１
８．中間報告の資料作成２と発表
９．修士論文前半部分にかかる発表・討議
１０．修士論文後半部分にかかる発表・討議
１１．前回までの内容を踏まえての議論・修正
１２．修士論文最終課題の確認
１３．修士論文草稿完成・読み合わせ
１４．修士論文草稿修正・点検
１５．修士論文完成原稿・読み合わせ・まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70001-01教育人間学特講Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義勝山　吉章
◎－－－　授業の概要　－－－◎

教育人間学は、人間とは何か、人間の営みとは何かを教育学を中心と
しながら、哲学、歴史学、社会学、経済学、文化人類学などの関係諸
科学の成果を学際的にくみあげながら論じるものである。本講におい
ては、西洋の教育の歴史を振り返りながら、人間の営みをみていくこ
とにする。具体的には、ペスタロッチやフレーベルの原典（邦訳も
可）に学びながら、子育て・子育ちの歴史や教育のあり方を学んでい
く。なお本講では、西洋の古典に触れることを重視する。その古典に
ついては、受講生のニーズにあった古典を採択したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・教育の古典を読むことで、教育の思想を理解することが出来る。
（知識・理解）
・教育の古典を原典から読みこなすことが出来る。（技能）
・教育の古典を読むことで、教育とは何かを考えることが出来る。
（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の基準：教育の歴史の古典にふれることで教育の本質を掴むこと
ができたかどうか。
評価の方法は、授業における取組状況を50％、提出されたレポートの
評価を50%で行う。なお、社会人院生の場合、出席状況については考
慮したい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

勝山他：西洋の教育の歴史を知る　あいり出版　2000円　978－4－
901903－47－9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

 事前学習としては、毎回自らが設定したテーマや与えられたテーマ等
についてレジュメをまとめること。事後学習としては、ゼミでの質問
や論議をもとに新たな参考文献、あらたな資料等を検索して必要箇所
を通読して、次回のゼミに生かすこと。 事前・事後学習には、2時間
以上かけること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）ガイダンス
２）コメニウスの文献の輪読と討議
３）コメニウスの文献２の輪読と討議
４）ルソーの文献の輪読と討議
５）ルソーの文献２の輪読と討議
６）ペスタロッチの文献の輪読と討議
７）ペスタロッチの文献２の輪読と討議
８）フレーベルの文献の輪読と討議
９）フレーベルの文献２の輪読と討議
10)デューイの文献の輪読と討議
11)デューイの文献２の輪読と討議
12）ニイルの文献の輪読と討議
13)ニイルの文献２の輪読と討議
14)シュタイナーの文献の輪読と討議
15)シュタイナー文献2の輪読と討議



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70002-01教育人間学特講Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義勝山　吉章
◎－－－　授業の概要　－－－◎

教育人間学は、人間とは何か、人間の営みとは何かを教育学を中心と
しながら、哲学、歴史学、社会学、経済学、文化人類学などの関係諸
科学の成果を学際的にくみあげながら論じるものである。本講では、
「現代教育改革の動向を追う」をテーマとする。
日本は今、急激な勢いで教育改革を進めようとしている。本講は、そ
の改革動向をアメリカ発のグローバリズムとわが国における新自由主
義的構造改革および新国家主義的再編のなかで論究していくものであ
る。
新自由主義による教育改革は階層格差と学力格差を固定化させ、新国
家主義的再編による教育改革は、国民を支配体制と権力に従順な「臣
民」育成につながっていく。このメカニズムをグローバリズムから解
明していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・新自由主義や新国家主義について、その本質を理解する。（知識・
理解）
・新自由主義や新国家主義に関する政府広報、メディアやICTの情報
などから、真偽を読み取ることが出来る。（技能）
・新自由主義や新国家主義を超える教育改革の在り方について考える
ことが出来る。（態度・志向性）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の基準：新自由主義と新国家主義について、その功罪を理解し新
たな教育について考察できたかどうか。
評価の方法は、授業における取組状況を50％、提出されたレポートの
評価を50%で行う。なお、社会人院生の場合、出席状況については考
慮したい。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各自が関係資料をもちよって論議する。
事前学習としては、毎回自らが設定したテーマや与えられたテーマ等
についてレジュメをまとめること。事後学習としては、ゼミでの質問
や論議をもとに新たな参考文献、あらたな資料等を検索して必要箇所
を通読して、次回のゼミに生かすこと。
なお、事前・事後学習には2時間以上かけること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）ガイダンス
２）新自由主義とは何か（全体像）
３）新自由主義とは何か（規制緩和）
４）新自由主義とは何か（小さな政府）
５）新自由主義とは何か（公共サービスの民営化）
６）新自由主義とは何か（フリードマン理論）
７）新自由主義とは何か（教育の自由化路線）
８）新自由主義とは何か（現在の教育改革）
９）新国家主義とは何か（全体像）
10)新国家主義とは何か（新古典派経済学から）
11)新国家主義とは何か（歴史修正主義）
12)新国家主義とは何か（国旗・国歌法から）
13)新国家主義とは何か（教育裁判から）
14）新国家主義的教育改革について
15)新自由主義と新国家主義を超える教育改革とは



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70017-01教育人間学特講Ⅲ

前期 2  1 授業形態:講義植上　一希
◎－－－　授業の概要　－－－◎

教育人間学特講Ⅲ・Ⅳでは青年期教育研究を進めるために、現代の青
年期教育研究の理論的枠組み、方法論、到達点などについて整理して
いく。
今年度は階級・階層と教育学という観点から、従来の教育学研究を検
討していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

到達目標の第１は階級・階層概念の基本的な知識を得ること。
そのうえで到達目標の第２は、それらの概念と教育との関係性につい
ての基礎的な理論についておさえること、である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標を達成するかどうかが評価の基準となる。
授業における課題の発表・議論（80％）、レポートの作成（20％）で
評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

なし。オリエンテーションで文献等は提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表者はもとより、各自が十分な事前準備をへて授業に臨むことを強
く期待する（90分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．階級概念についての検討①（概論的把握）
３．階級概念についての検討②（マルクスにおける階級概
念）
４．階級概念についての検討③（ヴェーバーにおける階級
概念）
５．階級概念についての検討④（古典的階級概念）
６．階級概念についての検討⑤（労働者階級と資本家階
級））
７．階級概念についての検討⑥（中間階級の発見）
８．階層概念についての検討①（概論的把握）
９．階層概念についての検討②（現代的階層について）
１０．階級と教育①（古典的議論の把握）
１１．階級と教育②（英米における議論）
１２．階級と教育③（日本における議論）
１３．階層と教育④（古典的議論の把握）
１４．階層と教育⑤（現代的議論の把握）
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70018-01教育人間学特講Ⅳ

後期 2  1 授業形態:講義植上　一希
◎－－－　授業の概要　－－－◎

教育人間学特講Ⅲ・Ⅳでは青年期教育研究を進めるために、現代の青
年期教育研究の理論的枠組み、方法論、到達点などについて整理して
いく。
今年度は階級・階層と教育学という観点から、従来の教育学研究を検
討していく。後期はとくに、教育学研究のなかでの階級・階層の位置
づけと、現代的な議論についてフォローすることを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

前期の授業をふまえて、後期では第1に教育学研究における階級・階
層論の系譜について基礎的な知識を得ることを目標とする。
そのうえで、第2に現代社会の教育について階級・階層の観点からみ
た課題や発展的テーマについて議論を行い、各自が自身の考えを深め
ることを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標を具体的に達成しているかどうかを評価の基準とす
る。
授業における課題報告と議論（80％）、レポート作成（20％）で成績
評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ない。オリエンテーションで文献等は提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

発表者はもとより、各自が十分な事前準備をへて授業に臨むことを強
く期待する（90分以上）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．教育学研究と階級・階層①（古典的議論の把握）
３．教育学研究と階級・階層②（英における議論）
４．教育学研究と階級・階層③（米における議論）
５．教育学研究と階級・階層④（1980年代までの日本にお
ける議論）
６．教育学研究と階級・階層⑤（1990年前後の議論）
７．現代における階級・階層と教育①（データからみる現
代状況）
８．現代における階級・階層と教育②（理論的動向の把
握）
９．現代における階級・階層と教育③（質的研究）
１０．現代における階級・階層と教育④（量的研究）
１１．現代における階級・階層と教育⑤（高等教育段階に
焦点をあてて）
１２．発展的課題①（将来的テーマ）
１３．発展的課題②（研究方法の課題）
１４．発展的課題③（新たな概念装置について）
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70171-01教育分野に関する理論と支援の展開

集中前期 2  1 授業形態:講義吉村　隆之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本授業では、公認心理師や臨床心理士の教育分野における実践につ
いて、基本的な理解や対応について学ぶ。はじめに教育分野における
心理社会的支援について、知っておくべき基本的な理論、法律、事業
などを学び、特にスクールカウンセリングの発展や特徴について理解
する。その後、学校で効果的に活動を展開するための組織への入り方
や協働について学び、コンサルテーションの基礎を学ぶ。また具体的
な心理社会的問題として、いじめや不登校、学級の荒れといった事例
を取り上げて検討を行う。最後に、こうした問題に対する予防の実践
についても演習を通して学ぶ予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　学校現場で子どもや家族、教師の抱える個別の心理社会的ニーズ、
および集団としてのニーズに対して、基本的な理解と対応ができるよ
うになることを目標とする。具体的には、①教育分野における心理社
会的支援を支える基本的な事項、及び学校組織の理解と参入について
説明できること、②いじめや不登校に対して多面的な理解と対応が提
案できること、③個と集団の問題について基本を押さえたコンサル
テーションが行えるようになること、④集団の状態に応じた予防的な
アプローチを考案し実践できること、以上を到達目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・小テストとミニットペーパー　60％
・発表内容に対する相互評価シートの点数　40％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しない。主な参考文献は以下の通り。
・窪田由紀・平石賢二　編（2018）『学校心理臨床実践』ナカニシヤ
出版
・小笠原恵　著（2016）『教師のためのほめ方ケースワーク20』金剛
出版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・グループワークでは、積極的な発言が求められる。
・各授業に該当するテーマについて、上記の参考文献や関連URLにつ
いて事前に読み、用語について理解しておくこと（90分）
・授業の最初には、前回授業に関する小テストを実施するので復習し
ておくこと（90分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

・１回目：教育分野における心理社会的支援を支える基本
的な理論、法律、事業について学ぶ。
・２回目：学校組織の基本的な理解と、公認心理師や臨床
心理士が学校へ入る時の留意点等について学ぶ。
・３回目：学校における心理社会的支援を支える準備活動
や協働活動について演習を通して学ぶ。
・４回目： 教育分野における心理社会的支援を支える基本
的な理論、法律、事業に関する理解の確認、関連する知見
を学ぶ。
・５回目：いじめ事件の事例について学び、学校現場の抱
える課題と現状を理解する。
・６回目：いじめ事件の事例をもとに、多面的な理解と対
応について協議を行う。
・７回目：いじめの法律や対応について関連する知見を学
ぶ。
・８回目：いじめに限らず複合的な要因で生じ得る不登校
について基本的な理解と対応を学び、理解を確かめる。
・９回目：学級における個別のニーズや集団のニーズに対
する見立てと対応、特にコンサルテーションに関する基本
的な理論や技術について学ぶ。
・１０回目：学習や社会的側面において特別な支援を要す
る個別の事案についてコンサルテーションの演習を行う。
・１１回目：学級の荒れの事例をもとに、理解と対応を学
び、集団を対象としたコンサルテーションの演習を行う。
・１２回目：学級などの集団を対象とした予防・成長促進
的な種々の心理教育やアプローチの実際を学ぶ。
・１３回目：集団の事例をもとに、どのようにアプローチ
を行うか小グループ演習を行う。エンカウンタープログラ
ム。
・１４回目：集団の事例をもとに、どのようにアプローチ
を行うか小グループ演習を行う。ストレスマネジメントプ
ログラム。
・１５回目：講義全体を通してのまとめと質疑応答を行
う。

◎－－－　URL　－－－◎

いじめ事案に関する報告書（PDF）
(http://www.city.nagoya.jp/kyoiku/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70177-01心の健康教育に関する理論と実践

前期 2  1 授業形態:講義村上　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　公認心理師が行う業務について，公認心理師法では次のように定め
られている。保健医療，福祉，教育その他の分野において，専門的知
識及び技術をもって，（１）心理に関する支援を要する者の心理状態
を観察し，その結果を分析すること，（２）心理に関する支援を要す
る者に対し，その心理に関する相談に応じ，助言，指導その他の援助
を行うこと，（３）心理に関する支援を要する者の関係者に対し，そ
の相談に応じ，助言，指導その他の援助を行うこと，（４）心の健康
に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
　本講義では，こうした業務内容をふまえ，心の健康教育に関する理
論について理解し，保健医療，福祉，教育その他の様々な領域におけ
る心の健康教育に関する実践について学ぶことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心の健康教育に関する理論について，理解している。
心の健康教育に関する実践について，理解している。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
心の健康教育に関する理論について，説明することができる。
心の健康教育に関する実践のポイントについて，説明することができ
る。

成績評価の方法
・レジュメ作成及びプレゼンテーション（3割），ディスカッション
（3割），課題レポート（4割）により，評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業では，各回のテーマに基づいて，プレゼンテーションとディス
カッションを行っていくので，事前・事後学習の振り返りには，それ
ぞれ２時間程度取り組むこと。
　事前学習：（１）発表者は文献を発表の１週間前までに受講生全員
に配布し，受講生はそれを事前に読み，自分なりに論点を整理した上
で出席すること，（２）発表者はレジュメを作成し，ディスカッショ
ンでの検討点を明確にしておくこと。
　事後学習：ディスカッションのテーマについてあらためて振り返
り・整理すること。また課題レポートに備えて，関連するテーマにつ
いて知識を広げたり，深めたりすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．心の健康教育とは
３．心の健康教育に関する理論の整理（１）
４．同上（２）
５．同上（３）
６．同上（４）
７．同上（５）
８．心の健康教育に関する実践の展開（１）
９．同上（２）：予防
10．同上（３）：介入
11．同上（４）：効果
12．メンタルヘルスリテラシーとは
13．メンタルヘルスリテラシー研究
14．海外の動向と今後の課題
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70173-01産業・労働分野に関する理論と支援の展開

前期 2  2 授業形態:講義坂本　憲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　産業・労働分野における公認心理師は、人の「働く」を支援する存
在である。具体的には、クライエントのパーソナリティや発達水準、
病理水準だけでなく、職務適合性や組織風土全体の相互作用を多角的
にアセスメントし、そのレベルに応じて介入を検討・展開することが
求められる。すなわち、産業・労働分野における公認心理師は、「個
人」と「組織」をそれぞれ同程度の支援対象とみなし、多層的に介入
できるスキルを有していなければならない。
　本講では、以上のような産業・労働分野の固有性を理解し、適切な
支援方法を選択・調整・実施できるようになることを目指す。そのた
めに、まず、「個人」支援の柱となるキャリアカウンセリングの理論
と技術を学ぶ。次に、「組織」支援の柱として予防概念を据え、各層
に応じたコミュニティアプローチの理論と技術を学ぶ。その過程で、
労働関連法規や諸制度（メンタルヘルス指針、職場復帰支援の手引
き、ストレスチェック制度、セルフキャリアドック等）も抑えなが
ら、現代社会に即した、実際的な支援ができるようになることを目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 労働者に対する相談援助（キャリアカウンセリングを含む。）を展
開できる
2. 一次予防・二次予防・三次予防の視点から組織をアセスメントし、
目的に応じた支援を展開できる
3. 多職種協働を通して、職場復帰支援やセルフケア研修・ラインケア
研修等のコミュニティ活動を企画・立案できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　公認心理師の主要5領域の中で、産業・労働分野に固有の知識・ス
キル・態度を理解し、その発想のもと個人・及び組織支援を展開する
基盤が身についたかどうかを評価する。
　評価の割合は、授業における取組状況80％（積極性、討論の発言、
ロールプレイ実習の水準等）、課題レポート20％（キャリアカウンセ
リング、予防概念を用いたコミュニティアプローチに関する論考）と
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　講義内容に応じて、以下の書籍を活用します。初回授業にてガイダ
ンスを行います。
「産業心理臨床実践：個（人）と職場・組織を支援する」（心の専門
家養成講座⑧）金井篤子（編）、ナカニシヤ出版、2016年　
ISBN：9784779510649
「キャリアカウンセリング」宮城まり子、駿河台出版社、2002年　
ISBN: 978-4411003430
「新時代のキャリアコンサルティング：キャリア理論・カウンセリン
グ理論の現在と未来」労働政策研究・研修機構（編）2016年　ISBN:
978-4538411590　＊関連URL参照

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　本講義は、主に「支援の展開」に役立つ内容により構成し、ロール
プレイ等の体験学習を多く取り入れる。受講生は事前・事後学習によ
り、産業組織心理学やキャリア発達論に関する基礎学習を積極的に進
めていただきたい（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．キャリア・マッチングの支援
３．キャリア意思決定の支援
４．組織内キャリア発達の支援
５．転機／危機のキャリア支援
６．ナラティブを用いたキャリア支援
７．三次予防の理論と支援
８．職場復帰支援プログラム
９．二次予防の理論と支援
10. 社内研修、心理教育
11. 一次予防の理論と支援
12. ストレスチェック
13. セルフキャリアドック
14. 従業員支援システム（EAP）
15. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

職業相談場面におけるキャリア理論及びカウンセリング理
論の活用・普及に関する文献調査
(https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2016/documents/0165.pdf)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70172-01司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

前期 2  2 授業形態:講義大上　渉
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　司法・犯罪心理学の分野では，法務省や家庭裁判所，警察などのさ
まざまな刑事司法機関において，多くの心理専門職が行動科学に関連
する業務に従事している。しかしながら，近年では，裁判員制度や取
調べの可視化の導入や，犯罪者・非行少年に対する実効性の高い更
生・改善プログラムの実施とその結果に対する客観的な効果測定，客
観性・再現性の高いポリグラフ検査や犯罪者プロファイリングの実
施，刑事被告人の適正な量刑判断に資する情状鑑定，犯罪被害者の心
理的支援などが求められており，これまで以上に心理専門職の必要性
に対する理解やその活躍の場が広がりつつある。
　この講義では，まず，公認心理師として求められる，司法・犯罪心
理学に関する基礎的な知識を習得するとともに，次にそれらを踏まえ
て，司法・犯罪分野における様々な問題に対して，心理学がどのよう
に貢献できるのか，心理的支援の方法について，具体的事例を交えな
がら実践的に学び，理解を深める。
　講義の進め方としては，「話合い学習法（LTD；Learning Through
Discussion）」などを取り入れ，授業のアクティブ化を図る。具体的に
はこちらが指定した文献・論文を予め全員が読みこみ，用語や主張，
その根拠，これまでの自己の経験や既存の知識などの関連性などを予
習し，事前にまとめた上で，授業では全員がそれらを発表し，ディス
カッションし理解を深める。
　また，公認心理師として求められる基礎的知識については，適宜ミ
ニテストを行い，知識の定着を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①司法・犯罪心理学に関する理論，概念，用語などの基礎知識を説明
できる。
②司法・犯罪分野における問題に対して必要な心理学的・行動科学的
支援を説明できる。
③司法・犯罪心理学に関する学術的文献を読解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前準備した課題の発表（30%），発表に対する質問・コメント
（20%），ミニテストの成績（10％），最終レポート課題の提出
（30%）などを総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
「犯罪心理学」（大渕憲一著）（ISBN:978-4563058838）
「Progress ＆Application　犯罪心理学」（越智啓太著）
（ISBN:978-781912998）
「非行臨床の理論と実践」(村尾康弘著)(ISBN:978-4760832538)
「非行臨床の技術-実践としての面接・ケース理解・報告」（橋本和明
著）（ISBN:978-4772411929）
「犯罪心理学事典」(日本犯罪心理学会 編)(ISBN:978-4621089552)
「テキスト 司法犯罪心理学」(越智啓太･桐生正幸編著)
(ISBN:978-4762829758)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

割り当てられた文献を読み込んだ上で，専門用語の意味や重要な関連
文献，主張と根拠などの予習，それらをまとめたメモの作成，その見
直しなど，自主的な学習を授業時間以外に行うこと（90分）。また，
授業内容に関わる小テストを随時実施するので復讐しておくこと（60
分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション
② 犯罪･非行の原因論
　（社会的要因，環境的要因）
③ 犯罪･非行の原因論（心理的要因）
④ 犯罪･非行の原因論
　（生物学的要因，神経生理学的要因）
⑤　刑事司法に関わる制度と犯罪心理学
⑥　刑事司法に関わる制度と犯罪心理学
⑦　犯罪捜査に関わる心理学的支援1
　　（認知面接・司法面接・取調べなど）
⑧　犯罪捜査に関わる心理学的支援2
　　（ポリグラフ検査など）
⑨　犯罪捜査に関わる心理学的支援3
　　（犯罪者プロファイリングなど）
⑩　刑事事件に関わる心理学鑑定
　　（情状鑑定，供述分析など）
⑪　非行臨床における心理学的支援　
⑫　矯正・保護における心理学的支援
⑬　家事事件に対する心理学的支援
⑭　犯罪被害者の心理学的支援
⑮　講義の振り返り　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70164-01生涯学習論特講

後期 2  1 授業形態:講義添田　祥史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、生涯学習社会を実現していくために必要な理論、思
想、計画、実践、研究方法論について学ぶ。生涯学習社会とは、「国
民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよ
う、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学
習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会」のこ
とをさす（教育基本法第３条）。
　講義では、国際的な学習権論に関する議論、成人の学習論理論や社
会教育実践分析、学習者を支援する組織・施設・事業、計画などにつ
いて検討する。理解を深めるために、ゲストスピーカーによる講話や
現場見学も予定している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストで登場した理論について説明できる。
②テキストで登場した理論にもとづき事例を分析できる。
③生涯学習や社会教育の政策動向について説明できる。
④生涯学習や社会教育の研究方法と研究動向について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・講義への参加度（発言、ワーク）30％
・報告レジュメと課題　70％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

鈴木眞理・青山鉄平・内山淳子編著『社会教育の学習論』学文社
ISBN9784762025143

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・毎回、自宅でテキストの指定箇所や配布資料を精読する。（90分）
・分担してレジュメを作成してもらいます。（担当回は準備に240分
程度）
　レジュメには、関連情報を補足したり、論点を提示してもらいま
す。
・受講生の関心と理解度に応じて講義内容を変更する可能性がありま
す。
・現場見学を行う予定です。
　その場合は、講義時間外に時間を確保していただきます。（移動含
む180分程度）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　ガイダンス
第２回　学校教育の学習論と社会教育の学習論
第３回　地域における学習活動の展開と継承
第４回　学習支援技法の現代的展開
第５回　社会的マイノリティの学習と社会教育
第６回　高齢者の学習と社会教育
第７回　子ども・若者の学習と社会教育
第８回　ジェンダーの視点の学習と社会教育
第９回　ボランティア活動における学習
第10回　キャリア教育と職場学習の支援
第11回　成人学習者を捉える視座と方法
第12回　学習論研究の現在
第13回　社会教育・生涯学習の実践と研究
第14回　社会教育・生涯学習における質的研究
第15回　社会教育・生涯学習における量的研究



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70175-01心理支援に関する理論と実践

前期 2  2 授業形態:講義長江　信和
◎－－－　授業の概要　－－－◎

力動論に基づく心理療法や行動論・認知論に基づく心理療法，その他
の心理療法の理論と方法について概観する。また，心理に関する支援
を要する者の特性や状況に応じた適切な支援方法の選択・調整につい
ても学ぶ。特に行動論・認知論の観点から，心理に関する相談，助
言，指導等への応用について検討する。具体的には，基礎的な傾聴技
法や研究技法を踏まえて，実証的な根拠に基づく認知行動アプローチ
を学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）力動論に基づく心理療法の理論と方法を理解する。
（2）行動論・認知論に基づく心理療法の理論と方法を理解する。
（3）その他の心理療法の理論と方法を理解する。
（4）心理に関する相談、助言、指導等に上記（1）～（3）が応用で
きるようになる。
（5）心理に関する支援を要する者の特性や状況に応じた適切な支援
方法の選択・調整が可能になる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・ロールプレイを通じて，基礎的な傾聴技法が示せるようになる。
・ロールプレイや事例検討を通じて，適切な支援やリファー，心理教
育が行えるようになる。
・発表やレポートを通じて，基礎的な研究技法が示せるようになる。

成績評価の方法
演習・発表への取り組み（70%）とレポートの内容（30%）を評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

大山泰宏・小林真理子（2019）臨床心理面接特論＜1＞心理支援に関
する理論と実践　放送大学教育振興会　ISBN 978-4595141119

参考文献については適宜、授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・臨床心理分野を対象として開講されています。　
（１）本特講は，公認心理師を目指す学生を対象とする。
（２）専門書籍や関連論文のレビューを求めるため，英語・統計学・
実験調査法の知識が必要である。
（３）受講者同士のペアワークやグループワークを促すため，基本的
傾聴技法と臨床経験が必要である。
（４）他の受講者の迷惑となるため，基本的に､遅刻・欠席は認めな
い。
（５）実習中に知り得た個人情報については，第3者にもらさないこ
と（守秘義務の遵守）。
（６）テキストは事前に購入し、指定した箇所を読んでおくこと（60
分）。
（７）発表箇所について、指定したテキストや参考文献をまとめるこ
と（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 心理療法の理論と方法
3. 心理療法の理論と方法（発表1）
4. 心理療法の理論と方法（発表2）
5. 心理療法の理論と方法（発表3）
6. 心理療法の理論と方法（発表4）
7. 基本的な傾聴技法1
8. 基本的な傾聴技法2
9. 基本的な傾聴技法3
10. 認知行動療法の諸技法1
11. 認知行動療法の諸技法2
12. 認知行動療法の諸技法3
13. 認知行動療法の諸技法4
14. 認知行動療法の諸技法5
15. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

長江研究室
(http://researchmap.jp/nobukazu_nagae/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70178-01心理実践実習

２年通年 10  1 授業形態:演習村上　久美子、田村　隆一、徳永　豊、松永　邦裕、長江　信和、本山　智敬、坂本　憲治

◎－－－　授業の概要　－－－◎

公認心理師法に基づき，知識及び技能の基本的な水準の修得を目的と
し，次に掲げる事項について，保健医療，福祉，教育，司法・犯罪，産
業・労働等の分野の施設において実習を行う。また学内では本学臨床心
理センターおよび臨床心理センター附設学校適応支援教室「ゆとりあ」
での実習も行う。

(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得
（１）コミュニケーション
（２）心理検査
（３）心理面接
（４）地域支援等
(イ) 心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画
の作成
(ウ) 心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ
(エ) 多職種連携及び地域連携
(オ)公認心理師としての職業倫理及び法的義務への理解

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理に関する支援を要する者等に関する知識及び技能の修得。
心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作
成が出来るようになる。
心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについて，理解す
る。
多職種連携及び地域連携について学び，それに関する知識を有する。
公認心理師としての職業倫理及び法的義務について，理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
心理に関する支援を要する者等に関する知識及び技能の基本について修
得している。
心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画作成
の基本を修得している。
心理に関する支援を要する者へのチームアプローチについて理解し、説
明できる。
多職種連携及び地域連携について説明できる。
公認心理師としての職業倫理及び法的義務について説明できる。

方法
事前学習，実習（学内実習及び学外実習），事後学習により総合的に評
価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：公認心理師に求められる役割，知識について整理しておくこ
と。実習先に関する学習を幅広く行っておくこと。
実習：社会人としてのマナーを守り，実習に臨むこと。体調管理を十全
に行うこと。実習先の指導者および実習担当教員の指導のもとに，実習
を行うこと。
事後学習：実習での学びや課題を整理し，公認心理師キャリアを目指す
ために必要な学習を継続して行うこと。
守秘義務は実習後も守ること。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

・実習は1年次から開始し，2年次（通年）にかけて行う。

・実習先は，文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める
施設のうち，心理実践実習を行うのに適当と認められた施
設にて行う。

・実習は450時間以上行う（担当ケースに関する実習の時
間は270時間以上。うち学外の施設での当該実習時間は90
時間以上）。

・実習内容は，（１）心理に関する支援を要する者等に関
する次の知識及び技能の修得（①コミュニケーション，②
心理検査，③心理面接，④地域支援等），(２) 心理に関す
る支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の
作成，（３） 心理に関する支援を要する者へのチームアプ
ローチ，（４） 多職種連携及び地域連携，（５）公認心理
師としての職業倫理及び法的義務への理解，を含む。

・担当相に提出した実習計画書に則り，実習を進める。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70174-01心理的アセスメントに関する理論と実践

後期 2  2 授業形態:講義松永　邦裕、田村　隆一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　心理アセスメントとは、面接や観察、心理テスト等を通してクライ
エントを様々な視点から捉えることであり、そのことを通じてクライ
エントが抱えている問題やクライエントの性格などを見極めようとす
る作業である。
　本講義では、心理的アセスメントについて、その意義、理論、具体
的方法について学ぶ。また、実際に代表的な心理検査を実施し、所見
を作成する。実施した心理検査の結果をもとに、生育歴、家族の情
報、問題の発生と経過などの情報と関連づけて検討し、公認心理師と
して、クライエントの支援にどのように役立てるのかについての心理
査定の実際について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・公認心理師の実践における心理的アセスメントの意義について説明
できる。
・心理的アセスメントに関する理論を理解し、代表的な心理検査が実
施できる。
・適切に心理検査を実施し、わかりやすい検査所見を作成することが
できる。
・検査結果を活用し、援助の手立てを具体的に説明できることであ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・実習課題（心理検査の実施）への取り組み：40％
・発表（心理検査を行った事例）：40％
・ディスカッションにおける意欲・積極性：20％
　評価基準は、上記の到達目標に準じる

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要な資料は提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　臨床心理分野を対象として開講されています。　
事前学習：心理検査については、実際に検査道具に触れ、実施方法等
についてあらかじめ調べておくこと。また、事例発表の前は、検査結
果をもとに、結果を整理し、検査所見を作成しておくこと。
事後学習：心理検査については、継続的に十分な練習を行い、熟達し
ておくこと。
　なお、事前・事後学習は、それぞれ2時間は行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション（田村・松永）
2　心理的アセスメントの意義（田村）
3　心理的アセスメントの理論と方法（目的）（田村）
4　心理的アセスメントの理論と方法（検査者の方法及び
基本姿勢）（田村）
5　心理的アセスメントの理論と方法（所見作成とフィー
ドバック）（田村）
6　検査の実際①（質問紙）（田村）
7　検査の実際②（質問紙）（田村）
8　検査の実際③（バウムテスト）（田村）
9　検査の実際④（ロールシャッハテスト）（松永）
10　検査の実際⑤（知能検査）（松永）
11　心理アセスメントに関する事例検討①（松永）
12　心理アセスメントに関する事例検討②（松永）
13　心理アセスメントに関する事例検討③（松永）
14　心理アセスメントに関する事例検討④（松永）
15　まとめ（松永）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70179-01心理統計法特論

前期 2  1 授業形態:講義田村　隆一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

心理学領域において用いられる統計法を概観する。研究のためには、
学部段階で学んだ統計法のより深い理解が必要となる。基本的な統計
の概念を再確認するとともに、データに対してどのような分析が適切
であるか判断するだけででなく、他の分析手法も検討することも重要
である。
データの収集や処理にあたっては、倫理上の問題や個人情報保護の問
題を避けて通れない。実際の計算は統計ソフトが行う場合がほとんど
であるが、その操作方法についても習熟する必要がある。
授業に当たっては、研究で実際に用いられるデータに近いものを教材
として、試行錯誤しながら適切な解釈が可能になるように処理を行っ
ていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

心理学領域で一般的に用いられる統計手法が理解できる。
統計処理のためのソフトウエアを正しく用いることができる。
統計結果を適切に解釈できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・心理学領域で一般的に用いられる統計手法が理解できる。
・統計処理のためのソフトウエアを正しく用いることができる。
・統計結果を適切に解釈できる。

評価方法
授業における取組状況を50％、レポート50％で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
【参考文献】
豊田秀樹編著　(2012)　因子分析入門　Rで学ぶ最新データ解析　東京
図書
加藤千恵子・石村貞夫　(2005)　臨床心理・精神医学のためのSPSSに
よる統計処理　東京図書
森敏昭・吉田寿夫編著　(1990)　心理学のためのデータ解析テクニカ
ルブック　北王子書房

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

データの処理には、表計算ソフト、統計ソフトを用いるので、基本的
な操作に習熟しておくこと。
各回の内容について、事前にまとめ、基本的な概念をあらかじめ理解
しておくこと。（60分）
各回で提示するサンプルデータを用いて、授業後に実際に統計解析を
行ってレポートを作成すること。（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション・心理学における統計法の意義
２．統計にかかわる倫理と個人情報の保護
３．統計ソフトウエアとその操作
４．統計の基本概念
５．データの収集と整理
６．記述統計とデータマイニング
７．ｔ検定と分散分析
８．ノンパラメトリックデータの処理
９．重回帰分析
10．因子分析
11．因子の回転と因子の命名
12．構造方程式モデリング
13．その他の統計解析法
14．統計結果の表現
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70168-01心理療法特講

集中前期 2  1 授業形態:講義木谷　秀勝
◎－－－　授業の概要　－－－◎

今回の講義では児童期を中心とした心理臨床場面で適用される「臨床
描画法」について講義を進める。基本的には、次の３点を中心に多く
の事例を交えて講義を行う。
第一に、「臨床描画法」に関する基礎的理解として、現在心理臨床場
面で活用されている様々な臨床描画法（主に、人物画、バウムテス
ト、ＨＴＰテスト、動的家族画、風景構成法等）の特性を通して、心
理臨床場面で活用できるようにすることを目的とする。
第二に、現在の心理臨床場面で大きな注目を集めている「児童期のト
ラウマ」と「神経発達障害（主に自閉症スペクトラム障害）」へのア
プローチ法としての臨床描画法の活用が可能になることを目的とす
る。
第三に、実際の事例検討を通して、臨床描画法の可能性と限界につい
て実践的な討論を行う。参加者からの積極的な事例提示を期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

今回の講義を通して、「臨床描画法」の活用は、単なる臨床的技法で
はなく、心理面接そのものの基本となる様々な側面を持つことを体得
してもらいたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

基本的には、出席状況、講義中に課すレポート内容（以上で60%）、
そして講義での討論への積極性（40%）を総合的に判断して評価を行
う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要な文献等は集中講義において配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
事前学習として、臨床描画の活用に関する疑問点を整理しておくこと
（30時間）。講義では事例検討を中心に講義を進めるが、参加諸氏と
の積極的な討論を期待する。また、事後学習としては、臨床描画法を
積極的に取り入れながらのクライエント理解が広がることを期待する
（30時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・１時限目～5時限目：「臨床描画法」の心理臨床場面へ
の適用に関する基本的原則と事例検討を行う。
・6時間目～10時限目：心的外傷の視点から捉えた児童期
の心の問題を「臨床描画法」を通して、どのように理解
し、対応するかを事例検討中心に進める。
・11時限目～15時限目：神経発達障害（主に自閉症スペク
トラム障害）への理解と対応を「臨床描画法」を通して事
例検討を進める。
　合わせて、参加者が関与している事例で描かれた臨床描
画を講義中に解釈しながら事例理解を進めたい。可能な範
囲内での事例提供を期待する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70149-01地域教育論特講

前期 2  1 授業形態:講義添田　祥史
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、現代社会における「地域と教育」の関係について考
える。授業で扱うテーマは、大きく次の二つを予定している。
　前半部では、「過疎地域の持続可能性と学校」について検討する。
地域にねざした教師や学校がどのように語られてきたのかを批判的に
検討しつつ、近年の政策動向の整理と事例検討を行っていく。
　後半では、「教育と福祉の結合」について、包摂型の地域づくりと
いう視点を絡めながら検討していく。小川利夫の教育福祉論の視座と
方法を検討しつつ、現代の貧困問題に対する教育的解決の方途を検討
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①「持続可能な地域づくりと学校」をめぐる課題と展望について説明
できる。
②「教育と福祉の結合」をめぐる課題と展望について、包摂型の地域
づくりという観点から説明できる。
③テキストにある地域学習の具体例をふまえて、自ら活動例を調べて
報告できる。
④実践の展開過程について学習や教育という観点から読み解くことが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・発言や貢献度（意欲、関心、態度）30％
・報告レジュメと課題　70％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・宮前耕史・平岡俊一・安井智恵・添田祥史編著『持続可能な地域づ
くりと学　校』ぎょうせい、2017年　ISBN978324102862
・辻浩『現代教育福祉論―子ども・若者の自立と地域づくり―』ミネ
ルヴァ書房、2017年　ISBN9784623080830

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・毎回、自宅でテキストの指定箇所や配布資料を精読すること。（90
分）
・分担してレジュメを作成してもらいます。（担当回は240分程度）
　レジュメには、関連情報を補足したり論点を提示してもらいます。
・現場見学を行う際は、講義時間外に時間を確保してもらうことにな
ります。（移動含む180分程度）
・講義計画は、受講生の問題関心と理解度によって変更する可能性が
あります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　全体ガイダンス
第２回　前半部の導入
　　　　―「地域にねざした教育」論を問い直す―
第３回　事例検討①　北海道浦幌町　
第４回　事例検討②　北海道浜中町
第５回　事例検討③　岐阜県岐阜市
第６回　事例検討④　青森県大鰐町
第７回　政策動向の把握と検討
第８回　先進事例の調べ学習発表会
第９回　後半部の導入
　　　　―教育福祉論の現代的意義―
第10回　教育福祉の理論
第11回　戦後日本における「教育と福祉」
第12回　「教育と福祉」の国際的潮流
第13回　教育福祉を軸とした教育の改革
第14回　教育福祉を軸とした地域づくり
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70147-01道徳教育論特講

後期 2  1 授業形態:講義山岸　賢一郎
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　道徳教育はこれまでどうあったか。いまどうあるか。そして、これ
からどうあるべきか。この授業では、道徳教育および道徳授業の過去
と現在と未来を、教育哲学・教育史・教育社会学・質的研究など、人
文・社会科学の知見を踏まえつつ、多面的・多角的に考察します。そ
の上で、よりよい道徳教育の在り方を探ります。
なお、本授業の軸となるのは、受講者による発表と議論です。つま
り、本授業では、受講者各々の興味関心に基づく発表と議論を通じ
て、「道徳教育」について思考を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）道徳教育の歴史と現在について概略的に説明できる。
２）道徳授業の在り方やあるべき姿について根拠を示しながら説明で
きる。
３）道徳授業の在り方を多面的・多角的に思考した上で、道徳授業を
構想・実践できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・レポートとレジュメ　５０％
・発表、議論、模擬授業における貢献度　５０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特定のテキストは指定しません。講義資料は、授業中に配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、文献の精読（60分程度）、議論点の整理（60分程度）、
レジュメの作成（120分程度）など、事前準備が必要になります。模
擬授業を行う場合は、事前準備として、指導案作成（120分程度）や
授業構想（120分程度）が必要になります。また、授業後には、議論
の振り返り（60分程度）が必要になります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　道徳教育とは何か
２　道徳授業における「発問」
３　道徳授業における「ねらい」と「発問構成」
４　道徳授業における「思考ツール」
５　道徳授業を読み解く―授業映像から
６　道徳授業を深める―学習指導案の検討
７　道徳授業を考える―これまでの学びを生かして
８　道徳教育を再考する―教育哲学の知見も踏まえて
９　歴史の中の道徳教育―修身と教育勅語を中心に
10　「特別の教科　道徳」とは―目標と評価
11　「特別の教科　道徳」とは―教育改革
12　道徳授業をしてみよう―模擬授業
13　道徳授業を振り返ろう―模擬授業の振り返り
14　道徳教育のこれからを考える
15　まとめと振り返り



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70170-01福祉分野に関する理論と支援の展開

前期 2  2 授業形態:講義徳永　豊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　福祉分野（児童福祉、障害福祉、高齢福祉）における公認心理師の
役割・支援方法について、理論および実践的な展開を学ぶ。福祉分野
において実践されている心理的支援について、理論および実践的な支
援の展開を理解する。対象者の理解や支援理論についての講義に加
え、支援事例に関する検討をグループワークを交えて行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

福祉分野（児童福祉、障害福祉、高齢福祉）における基礎理論を説明
できる。
福祉分野（児童福祉、障害福祉、高齢福祉）における実践的支援につ
いて説明できる。
臨床上の課題について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート(80%)、授業参画度(20%)　児童・障害・高齢の３分野の合計
点で評価する。授業参画度は、演習や事例検討への参加度を評価す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：前回に出題された課題について行ってくること（60分）
事後学習：授業内容について復習し、指示に応じてまとめをすること
（90分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　福祉分野と公認心理師の役割
第２回　福祉の制度とその現状
第３回　児童福祉・乳幼児福祉
第４回　児童福祉・児童虐待
第５回　児童福祉・引きこもり支援
第６回　障害福祉・乳幼児期
第７回　障害福祉・学齢期とその障害特性・支援
第８回　発達障害の特性と支援
第９回　知的障害の特性と支援
第１０回　身体障害・精神障害の特性と支援　
第１１回　障害福祉・就労支援と再就職の支援衛藤
第１２回　障害福祉・地域生活支援
第１３回　高齢福祉・施設支援
第１４回　高齢福祉・地域生活支援
第１５回　福祉分野における公認心理師の課題と今後　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70169-01保健医療分野に関する理論と支援の展開

集中後期 2  1 授業形態:講義西村　良二
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　公認心理師が行う業務について，公認心理師法では次のように定め
られている。保健医療，福祉，教育その他の分野において，専門的知
識及び技術をもって，（１）心理に関する支援を要する者の心理状態
を観察し，その結果を分析すること，（２）心理に関する支援を要す
る者に対し，その心理に関する相談に応じ，助言，指導その他の援助
を行うこと，（３）心理に関する支援を要する者の関係者に対し，そ
の相談に応じ，助言，指導その他の援助を行うこと，（４）心の健康
に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。ま
た，公認心理師カリキュラム等検討会　報告書において，医療保健領
域の公認心理師に求められる役割，知識および技術において，一定程
度の医学的知識が必要であることが明記されている。
　本講義では，保健医療分野で働くために必要な基礎知識の習得，
チーム医療の実践や他専門職との連携に関する知識などを，支援の実
践事例などから学ぶことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健医療分野にかかわる公認心理師の実践について，理解している。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における取組80％，レポート課題20％により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。参考文献や資料は，必要に応じて適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業では，各回のテーマに基づいて，プレゼンテーションとディス
カッションを行っていくので，事前・事後学習の振り返りには，それ
ぞれ２時間程度取り組むこと。
　事前学習：関連するテーマについて知識を広げたり，深めたりする
こと。保健医療分野での実習についても話題にするため，医療機関の
実習が終わった人はそれについても事前に整理しておくこと。
　事後学習：ディスカッションのテーマについてあらためて振り返
り・整理すること。
守秘義務を遵守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
2,3,4　統合失調症に関するディスカッション，プレゼン
テーション，事例的検討
5,6,7　気分障害に関するディスカッション，プレゼンテー
ション，事例的検討
8,9,10　神経症性障害，ストレス関連障害，パーソナリ
ティ障害に関するディスカッション，プレゼンテーショ
ン，事例的検討
11,12、13　児童思春期の精神疾患に関するディスカッショ
ン，プレゼンテーション，事例的検討
14，物質依存，器質性精神疾患に関するディスカッショ
ン，プレゼンテーション，事例的検討
15．まとめ

※集中講義形式として３日間で行う。１日５時限分（１限
～５限）の授業を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70130-01臨床心理関連行政論

集中前期 2  1 授業形態:講義高橋　幸市
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　行政とは、法律に基づいて、多様な条件差を有する人々の人権と生
活を保障するためのシステムであるが、直接人間に関わる心理学とし
ての臨床心理学の専門性や方法論も、現在では、このシステムの様々
な領域に組み込まれている。当然ながら、業務や役割の多くには、い
わゆる面接室内臨床というよりもコミュニティ・アプローチの発想と
方法が求められるとともに、専門性の行使は関連行政法規の枠組みの
中で評価され、相応の倫理性も問われる。
　本講では、主として、我が国における行政システムの中に位置づけ
られた心理学的サービス業務の内容とそこで求められる専門性や倫理
性について、法的根拠と関連づけながら検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　心理臨床に関連する行政施策、サービスについて分野ごとの特徴
も含め、基本的な理解ができる。
2.　個別の援助だけでなく地域援助、アウトリーチの視点からも心理
臨床活動をとらえなおす。
3.　社会的な存在として社会からの要請に応えうる責任性（法的な枠
組み）と倫理性が理解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前学習のまとめ（30％）
プレゼンテーション（10％）
質疑、討議への参加状況（30％）
集中講義終了後のレポート（30％）
　各自の担当分野の活動の枠組みとなる法律や施策の枠組みと心理支
援活動の関係を理解できていることを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　各省庁のHPに公開されている政策情報、「公認心理師の基礎と実践
第25巻関係行政論」（遠見書房）、「公認心理師現任者講習会テキス
ト2019年度版」（金剛出版）他。
各テーマ担当者が用意するプレゼン資料及び発表を中心に授業を展開
する。内容や必要に応じて、教員から関連文献・資料等を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に、各テーマ担当者を決めるので、担当回は自分が担当する
テーマについて、各自で関連文献・資料をもとにプレゼン資料を作成
して授業に臨むこと(120分程度、引用・参考した文献や資料の出典を
明記)。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　オリエンテーション
2.　コミュニティ・アプローチとしての心理臨床活動とそ
の枠組み
3.　臨床心理関連行政の現場①医療保健分野：精神医療、
精神保健福祉
4.　臨床心理関連行政の現場②医療保健分野：その他の医
療分野
5.　臨床心理関連行政の現場③福祉分野：児童福祉（虐待
防止、社会的養護）
6.　臨床心理関連行政の現場④福祉分野：児童福祉（子育
て支援および母子保健）
7.　臨床心理関連行政の現場⑤教育分野
8.　臨床心理関連行政の現場⑥福祉分野：女性相談
9.　臨床心理関連行政の現場⑦福祉分野：障がい者福祉
10.　臨床心理関連行政の現場⑧福祉分野：高齢者福祉
11.　臨床心理関連行政の現場⑨司法・矯正分野（家事事
件）
12.　臨床心理関連行政の現場⑩司法・矯正分野（少年事
件）
13.　臨床心理関連行政の現場⑪産業・労働分野
14.　臨床心理士の社会的責務と倫理
15.　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70037-01臨床心理学研究法特論

後期 2  1 授業形態:講義村上　久美子、田村　隆一、徳永　豊、松永　邦裕、長江　信和、本山　智敬、坂本　憲治

◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学研究を行う上での様々な方法論について論じる。臨床心
理学研究の基本，臨床心理学の研究法，臨床心理学研究の実際，に分
けて講義する。
　まず，臨床心理学研究の基本について論じる。具体的には，研究の
方法論（臨床心理学研究とは），データ収集の基本技法（観察法，面
接法），データ処理の基本技法（質的研究法，量的研究法）について
論じる。
　次に，臨床心理学の研究法について論じる。具体的には実践を通し
ての記述的研究（事例研究），実践に基づく統合的研究（調査研究と
事例研究の統合），実践に関する評価的研究（効果研究とメタ分析）
について論じる。
　更に，臨床心理学研究の実際として，アセスメント技法に関する研
究（心理検査に関する研究，PTSDのスクリーニング尺度，PDSの作成
経験や近年の研究動向など），心理臨床的介入技法に関する研究につ
いて論じる。
　最後に全体をまとめるとともに，修士論文作成に向け，あらためて
研究倫理やアカデミックライティングについて論じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

臨床心理学研究における代表的な研究法を理解している。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
臨床心理学研究における代表的な研究法について説明できる。

方法
レポート提出（各回）により評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・修士論文作成を念頭におき，各回の授業テーマについて予習を行
い，ポイントを整理しておくこと。授業後は授業内容について復習
し，研究法について更に学びを発展させること。各回の事前・事後学
習はそれぞれ2時間を目安とする。
・授業テーマによっては，事前学習として資料の配布や課題が課され
る場合もある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション：臨床心理学研究とは（田村）
２．データ収集の基本（１）：観察法（徳永）
３.同上（２）：面接法（徳永）
４.データ処理の基本（１）：質的（定性的）研究法（坂
本）
５.同上（２）：量的（定量的）研究法（田村）
６.実践を通しての記述的研究：事例研究（松永）
７.実践に基づく統合的研究：調査研究と事例研究の統合
（坂本）
８.実践に関する評価的研究：効果研究とメタ分析（本山）
９.アセスメント技法に関する研究（１）（田村）
１０.同上（２）（長江）
１１.同上（３）（長江）
１２.同上（４）（松永）
１３.心理臨床的介入技法に関する研究（１）（松永）
１４.同上（２）（本山）
１５.まとめと論文作成に向けて：研究倫理，アカデミック
ライティング（村上）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70032-03臨床心理学特別演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習田村　隆一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　各受講者の修士論文作成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床
に関連する内容の協議で授業を展開します。研究デザインを確認し、
データの収集、分析、質的データの処理について報告し、協議しま
す。
　また論文作成の基本的な事項として、＜１．課題意識と問題設定＞
と＜２．問題設定と考察のつながり＞について、各受講者が作成した
資料を基に発表し、指導教員の助言を手がかりに、受講者同士で意見
交換を行います。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定しています。さまざまな視点からの意見を手がかりに、自分
の研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考察
とのつながりを明確に説明できる。
研究を計画的に実行することができる。
学術論文の基本的形式に沿って文章を記述することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
修士論文の概要を明確に説明できる。
研究を計画的に実行することができる。
学術論文の基本的形式に沿って文章を記述することができる。

成績評価の方法
資料作成（3割）、発表（3割）、討議状況（4割）で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：自らの研究計画を整理し、研究を進めておく。
事後：受講者からのコメントを整理して、次回の授業で紹介する。
事前・事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．心理臨床に関するテーマの設定
３．先行研究の収集
４．レビューの作成
５．先行研究における課題と問題点の整理
６．各テーマの課題意識と問題設定
７．研究のオリジナリティの検討
８．心理臨床に関連する問題
９．他領域の研究のレビュー
１０．臨床心理学と他の学問領域の関連
１１．研究方法の吟味と妥当性
１２．研究素材の検討
１３．研究の中間報告
１４．結果と考察
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70032-02臨床心理学特別演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習徳永　豊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　各受講者の修士論文作成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床
に関連する内容の協議で授業を展開します。研究デザインを確認し、
データの収集、分析、質的データの処理について報告し、協議しま
す。
　また論文作成の基本的な事項として、＜１．課題意識と問題設定＞
と＜２．問題設定と考察のつながり＞について、各受講者が作成した
資料を基に発表し、指導教員の助言を手がかりに、受講者同士で意見
交換を行います。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定しています。さまざまな視点からの意見を手がかりに、自分
の研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考察
とのつながりを明確に説明できるようになる。
研究の進め方、考察の整理の仕方を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考察
とのつながりを明確に説明できるようになる。
研究の進め方、考察の整理の仕方を身につける。

研究力を、資料作成（3割）、発表（3割）、討議状況（4割）で総合
的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：自らの研究計画を整理し、研究を進めておく（2時間）。
事後：受講者からのコメントを整理して、次回の授業で紹介する（1
時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．心理臨床に関するテーマについての検討
３．テーマの課題意識と問題設定
４．文献の紹介
５．文献の抄読
６．文献を研究に生かす
７．研究計画書の書き方
８．研究計画書の作成
９．研究計画書の検討
１０．実習先への研究の依頼書、同意書の作成
１１．倫理的配慮の検討
１２．修士論文中間発表会の内容の検討
１３．修士論文中間発表会のスライド作成
１４．修士論文中間発表会の予行演習
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70032-06臨床心理学特別演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習長江　信和
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講者の修士論文作成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に
関連する内容の協議で授業を展開する。研究テーマ，研究デザインを
確認し，データの収集，分析，処理について報告し，協議する。
　また論文作成の基本的な事項として，＜１．課題意識と問題設定＞
と＜２．問題設定と考察のつながり＞について，各受講者が作成した
資料を基に発表し，指導教員の助言を手がかりに，受講者同士で意見
交換を行う。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定している。さまざまな視点からの意見を手がかりに，自分の
研究テーマを確認し，より確かなものにするための演習である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文について，研究課題の設定，研究倫理，学術的・社会的貢
献，研究方法，研究計画の立案と実施，論文作成の基礎を身につけ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・修士論文完成に向けて，研究課題の設定，研究倫理，学術的・社会
的貢献，研究方法，研究計画の立案と実施，論文作成の基礎につい
て，具体的に研究を進めることが出来る。

成績評価の方法
　資料作成（3割），発表（3割），討議状況（4割）で総合的に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業では，各自の研究課題に基づいて，プレゼンテーションとディ
スカッションを行うので，事前学習（準備）・事後学習の振り返りに
は，それぞれ２時間程度取り組むこと。
事前学習：発表に向けて，自らの研究を整理し，検討点をまとめてお
くこと。
事後学習：ディスカッションでのコメントを整理し，研究を更に進め
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．研究とは
３．研究テーマとは
４．研究課題の設定について
５．先行研究の検討について
６．研究における倫理的配慮について
７．研究対象に理解と同意を得る方法について
８．研究の安全性の確保について
９．研究をめぐる学術的貢献について
１０．研究をめぐる臨床的および社会的貢献について
１１．研究スケジュールについて
１２．研究計画について
１３．研究の進め方について
１４．アカデミックスキルの確認
１５．まとめと課題の整理

（以上は，授業の柱である。上記の点を理解し，論文作成
に取り組む）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70032-07臨床心理学特別演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習松永　邦裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　各受講者の修士論文作成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床
に関連するテーマについての協議で授業を展開する。研究デザインを
確認し、データの収集、分析、量的・質的データの処理について報告
し、協議する。
　また、論文作成の基本的な事項として、＜１．課題意識と問題設定
＞と＜２．問題設定と考察のつながり＞について、各受講者が作成し
た資料を基に発表し、指導教員の助言を手がかりに、受講者同士で意
見交換を行う。
　心理臨床に関連するテーマについては、最新の話題や共有する課題
などを予定している。さまざまな視点からの意見を手がかりに、自分
の研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自分の研究テーマについて、課題設定、研究の進め方、考察の整理
の仕方を習得する。
・自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考
察とのつながりを明確に説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　資料作成（3割）、発表（3割）、討議状況（4割）で総合的に評価
します。評価基準は、上記の到達目標に準じる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：自らの研究計画を整理し、研究を進め、レジュメ等の資料
を作成しておくこと。
事後学習：受講者からのコメントを整理して、研究の問題点を明確に
すること。
なお、事前・事後の学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　臨床心理学に関するテーマについて
３　テーマについての問題設定（研究１）
４　テーマについての問題設定（研究２）
５　テーマについての問題設定（研究３）
６　研究方法の検討（研究１）
７　研究方法の検討（研究２）
８　研究方法の検討（研究３）
９　研究についての経過報告と検討（研究１）
10　研究についての経過報告と検討（研究２）
11　研究についての経過報告と検討（研究３）　
12　資料及びデータの分析（研究１）
13　資料及びデータの分析（研究２）
14　資料及びデータの分析（研究３）
15　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70032-05臨床心理学特別演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習村上　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講者の修士論文作成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に
関連する内容の協議で授業を展開する。研究テーマ，研究デザインを
確認し，データの収集，分析，処理について報告し，協議する。
　また論文作成の基本的な事項として，＜１．課題意識と問題設定＞
と＜２．問題設定と考察のつながり＞について，各受講者が作成した
資料を基に発表し，指導教員の助言を手がかりに，受講者同士で意見
交換を行う。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定している。さまざまな視点からの意見を手がかりに，自分の
研究テーマを確認し，より確かなものにするための演習である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文について，研究課題の設定，研究倫理，学術的・社会的貢
献，研究方法，研究計画の立案と実施，論文作成の基礎を身につけ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・修士論文完成に向けて，研究課題の設定，研究倫理，学術的・社会
的貢献，研究方法，研究計画の立案と実施，論文作成の基礎につい
て，具体的に研究を進めること。

成績評価の方法
　資料作成（3割），発表（3割），討議状況（4割）で総合的に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業では，各自の研究課題に基づいて，プレゼンテーションとディ
スカッションを行うので，事前学習（準備）・事後学習の振り返りに
は，それぞれ２時間程度取り組むこと。
事前学習：発表に向けて，自らの研究を整理し，検討点をまとめてお
くこと。
事後学習：ディスカッションでのコメントを整理し，研究を更に進め
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．研究とは
３．研究テーマとは
４．研究課題の設定について
５．先行研究の検討について
６．研究における倫理的配慮について
７．研究対象に理解と同意を得る方法について
８．研究の安全性の確保について
９．研究をめぐる学術的貢献について
１０．研究をめぐる臨床的および社会的貢献について
１１．研究スケジュールについて
１２．研究計画について
１３．研究の進め方について
１４．アカデミックスキルの確認
１５．まとめと課題の整理

（以上は，授業の柱である。上記の点を理解し，論文作成
に取り組む）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70033-03臨床心理学特別演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習田村　隆一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学特別演習Ⅰでの検討を基にして、各受講者の修士論文作
成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に関連する内容の協議で
授業を展開します。研究結果の整理や考察のポイントについて報告
し、協議します。
　また論文作成の基本的な事項として、＜１．課題意識と問題設定＞
と＜２．問題設定と考察のつながり＞について、各受講者が作成した
資料を基に発表し、指導教員の助言を手がかりに、受講者同士で意見
交換を行います。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定しています。さまざまな視点からの意見を手がかりに、自分
の研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自らの修士論文について、論理的に整理された文章を書くことがで
きる。。
・データや資料に基づいた考察を記述できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・論理的に整理された文章を書くことができる。
・データや資料に基づいた考察を記述できる。

成績評価の方法
資料作成（3割）、発表（3割）、討議状況（4割）で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：自らの研究計画を整理し、研究を進めておく。
事後：受講者からのコメントを整理して、次回の授業で紹介する。
事前・事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．研究の問題意識の再確認
３．レビューの見直しと文献の追加
４．文献の整理
５．研究進捗状況の確認と今後の方針
６．研究素材の再検討
７．量的データ処理と統計的検定
８．質的データの処理
９．概念の抽出
１０．考察とオリジナリティの確認
１１．新たな研究仮説の提示
１２．研究の問題点と今後の課題
１３．プレゼンテーション資料の作成
１４．プレゼンテーションの方法
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70033-02臨床心理学特別演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習徳永　豊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学特別演習Ⅰでの検討を基にして、各受講者の修士論文作
成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に関連する内容の協議で
授業を展開します。研究結果の整理や考察のポイントについて報告
し、協議します。
　また論文作成の基本的な事項として、＜１．課題意識と問題設定＞
と＜２．問題設定と考察のつながり＞について、各受講者が作成した
資料を基に発表し、指導教員の助言を手がかりに、受講者同士で意見
交換を行います。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定しています。さまざまな視点からの意見を手がかりに、自分
の研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考察
とのつながりを明確に説明できるようになる。
研究の進め方、考察の整理の仕方を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考察
とのつながりを明確に説明できるようになる。
研究の進め方、考察の整理の仕方を身につける。

研究力を、資料作成（3割）、発表（3割）、討議状況（4割）で総合
的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：自らの研究計画を整理し、研究を進めておく（2時間）。
事後：受講者からのコメントを整理して、次回の授業で紹介する（1
時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．心理臨床に関するテーマについての検討
３．テーマの課題意識と問題設定
４．文献の紹介
５．文献の抄読
６．文献を研究に生かす
７．研究計画書の書き方
８．研究計画書の作成
９．研究計画書の検討
１０．実習先への研究の依頼書、同意書の作成
１１．倫理的配慮の検討
１２．修士論文発表会の内容の検討
１３．修士論文発表会のスライド作成
１４．修士論文発表会の予行演習
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70033-06臨床心理学特別演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習長江　信和
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学特別演習Ⅰでの検討を基にして，各受講者の修士論文作
成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に関連する内容の協議で
授業を展開する。研究結果の整理や考察のポイントについて報告し，
協議する。　また論文作成の基本的な事項として，＜１．課題意識と
問題設定＞と＜２．問題設定と考察のつながり＞について，各受講者
が作成した資料を基に発表し，指導教員の助言を手がかりに，受講者
同士で意見交換を行う。
　心理臨床に関連する内容については，最新の話題や共有する課題な
どを予定している。さまざまな視点からの意見を手がかりに，自分の
研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文を完成させる。
・効果的なプレゼンテーションの方法について，身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・修士論文を完成させる。
・効果的なプレゼンテーションを行うことが出来る。

成績評価の方法
　資料作成（3割），発表（3割），討議状況（4割）で総合的に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業では，修士論文完成に向けて，プレゼンテーションとディス
カッションを行っていくので，事前学習（準備）・事後学習の振り返
りには，それぞれ２時間以上取り組むこと。
　事前学習：修士論文完成に向けて，ディスカッションでの検討点を
まとめておくこと。
　事後学習：ディスカッションでのコメントを整理し，論文完成に向
けて執筆を進めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．研究の進捗状況について
３．分析結果の検討
４．論文執筆にあたって
５．論文発表の倫理基準について
６．剽窃について
７．利益相反について
８．論文構成の確認
９．アカデミックライティングの確認
１０．結果の表示について
１１．引用・参考文献について
１２．研究結果のフィードバックについて
１３．研究の成果公表について
１４．プレゼンテーションについて
１５．今後の課題及びまとめ

（以上は，授業の柱である。上記の点を理解し，論文完成
に取り組む）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70033-07臨床心理学特別演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習松永　邦裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学特別演習Ⅰでの検討を基にして、各受講者の修士論文作
成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に関連する内容の協議で
授業を展開する。研究結果の整理や考察のポイントについて報告し、
協議する。
　また、論文作成の基本的な事項として、＜１．課題意識と問題設定
＞と＜２．問題設定と考察のつながり＞について、各受講者が作成し
た資料を基に発表し、指導教員の助言を手がかりに、受講者同士で意
見交換を行う。
　心理臨床に関連する内容については、最新の話題や共有する課題な
どを予定している。さまざまな視点からの意見を手がかりに、自分の
研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自分の研究テーマについて、課題設定、研究の進め方、考察の整理
の仕方を習得する。
・自らの修士論文について、学術的な意義、課題意識、問題設定、考
察とのつながりを明確に説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

資料作成（3割）、発表（3割）、討議状況（4割）で総合的に評価し
ます。なお、評価基準については、上記の到達目標に準じる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：自らの研究計画を整理し、研究を進め、レジュメ等の資料を作
成しておくこと。
事後：受講者からのコメントを整理して、自分の研究の問題点を明確
にしておくこと。
なお、事前・事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　臨床心理学に関するテーマについて
３　修士論文のまとめ方について
４　研究についての経過報告と検討（研究１）
５　研究についての経過報告と検討（研究２）
６　研究についての経過報告と検討（研究３）
７　資料及びデータの分析（研究１）
８　資料及びデータの分析（研究２）
９　資料及びデータの分析（研究３）
10　結果と考察についての検討（研究１）
11　結果と考察についての検討（研究２）　
12　結果と考察についての検討（研究３）
13　研究成果の発表について
14　研究成果の発表について
15　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70033-05臨床心理学特別演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習村上　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学特別演習Ⅰでの検討を基にして，各受講者の修士論文作
成に関わる基本事項の発表・討議と心理臨床に関連する内容の協議で
授業を展開する。研究結果の整理や考察のポイントについて報告し，
協議する。　また論文作成の基本的な事項として，＜１．課題意識と
問題設定＞と＜２．問題設定と考察のつながり＞について，各受講者
が作成した資料を基に発表し，指導教員の助言を手がかりに，受講者
同士で意見交換を行う。
　心理臨床に関連する内容については，最新の話題や共有する課題な
どを予定している。さまざまな視点からの意見を手がかりに，自分の
研究テーマを確認し、より確かなものにするための演習である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・修士論文を完成させる。
・効果的なプレゼンテーションの方法について，身につけている。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・修士論文を完成させる。
・効果的なプレゼンテーションを行うことが出来る。

成績評価の方法
　資料作成（3割），発表（3割），討議状況（4割）で総合的に評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業では，修士論文完成に向けて，プレゼンテーションとディス
カッションを行っていくので，事前学習（準備）・事後学習の振り返
りには，それぞれ２時間以上取り組むこと。
　事前学習：修士論文完成に向けて，ディスカッションでの検討点を
まとめておくこと。
　事後学習：ディスカッションでのコメントを整理し，論文完成に向
けて執筆を進めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．研究の進捗状況について
３．分析結果の検討
４．論文執筆にあたって
５．論文発表の倫理基準について
６．剽窃について
７．利益相反について
８．論文構成の確認
９．アカデミックライティングの確認
１０．結果の表示について
１１．引用・参考文献について
１２．研究結果のフィードバックについて
１３．研究の成果公表について
１４．プレゼンテーションについて
１５．今後の課題及びまとめ

（以上は，授業の柱である。上記の点を理解し，論文完成
に取り組む）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70009-01臨床心理学特講Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義村上　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では，専門家として成長・発達していく上での基盤となる，
臨床心理士の職能と社会性について幅広く学ぶことを目的とする。
　具体的には，専門家としての成長・発達とは，社会的責任につい
て，関連機関・他職種との連携・協働作業について，職業倫理，諸ガ
イドライン，法的責任，専門家としてのトレーニング，社会の中での
臨床心理士の立場・役割，臨床心理士をめぐる社会的状況と課題，臨
床心理士の職域と支援の実際などについて学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　臨床心理士の職能と社会性について理解し，説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・臨床心理士の職能と社会性の基本的な事項について，説明できる。

成績評価の方法
・レジュメ作成及びプレゼンテーション（3割），ディスカッション
（3割），課題レポート（4割）により，評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】鑪　幹八郎・名島潤慈編著（2010）「第三版　心理臨床
家の手引き」，誠心書房（￥3,675） ISBN978-4-414-40059-5

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　臨床心理分野を対象として開講されています。　
　授業では，各回のテーマに基づいて，プレゼンテーションとディス
カッションを中心に行っていくので，事前・事後学習の振り返りに，
それぞれ２時間程度取り組むこと。　事前学習（１）受講生はテキス
トの該当箇所を読み，論点を整理した上で出席すること，（２）発表
者はレジュメを作成し，検討点を明確にしておくこと。　
　事後学習：（１）授業後はあらためて講義内容を整理・復習し，関
連するテーマについて知識を確認したり，内容を深めたりすること，
（２）講義で学んだことをあらためて意識し，臨床心理センターでの
面接や実習等に臨み，自身の課題や持ち味について吟味すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．臨床心理士養成の歴史について
３．資格について
４．専門性について
５．職業倫理とガイドライン
６．社会的責任について
７．職域の理解と支援の実際
８．他職種との協働について
９．臨床家としてのトレーニング
１０．専門家としての成長・発達　
１１．社会で機能する専門家とは　
１２．臨床心理士をめぐる社会的状況
１３．今後の課題
１４．総合的ディスカッション
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70010-01臨床心理学特講Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義林　幹男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理学という「学問」の特質及び専門性について、今日のわが
国における動向を含めて、確認・考究する。臨床心理職(専門家)とし
ての業務は、面接室や研究室の中での営みにとどまらず、常に現実社
会の中での具体的な個人や組織を対象とするだけに、社会における臨
床心理学の実践性と社会性が問われる。その意味で、本講では、臨床
心理専門家をめざす学生にとって、今日の学問体系における臨床心理
学の専門性と実践方法論、社会的意義・役割、専門家としての職業倫
理等を理解・自覚し、それらを社会の中で体現できるための専門知識
と実践課題等を理解することを目標にする。我が国では平成29年度に
「公認心理師」法が成立し、国家資格としての心理職の専門性や方法
論が一般化されたが、その中で一般市民の目線から観て「臨床」心理
学の専門性と社会的責任があらためて問われることになるであろう。
その意味で、本稿では、単なる専門知識や技法の習得に限らず、それ
らの社会的意義やニーズとの整合性・妥当性等についてあらためて確
認することを目的とする。具体的には、授業は毎回、設定されたテー
マにつき受講者の事前学習に基づく資料等(プレゼンテーション)を基
に、受講生全員による討議・確認をしながら臨床心理学のコンセプト
を共有できるよう演習形式で進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．臨床心理学の学問的特質(専門性・社会性)を理解し、これからの
学修課題(内容・方法)を明確にもてるようになること。
２．臨床心理研究者・実践家としてのアイデンティティ・イメージ(就
業分野・領域と専門性)を描けるこ。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レジュメ作成及びプレゼンテーション（3割），ディスカッション（4
割），課題レポート（3割）により，評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特になし。参考文献については，必要に応じて適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
事前学習（１時間）：毎回の授業テーマには、受講生各自のキャリア
に基づき、実践経験・知識、関心、疑問、課題等を授業内容及びディ
スカッションに積極的に反映できるよう準備をして授業に臨むこと。
毎回の授業内容は、配付資料及び関連文献等を通じて、授業(到達)目
標に照らして確認・整理すること。
事後学習（1時間）：授業後はあらためて講義内容を整理・復習し，
関連するテーマについて知識を確認したり，内容を深めたりするこ
と。また自身のキャリアについてもあらためて考えること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション：臨床心理学を学ぶ
２．社会の中での臨床心理学
３．社会活働としての臨床心理学
４．臨床心理学の統合活働モデル
５．教育領域における活働モデル
６．教育領域（特に学校教育）領域における活働モデル
７．産業領域における活働モデル
８．福祉領域における活働モデル
９．医療・保健領域における活働モデル
10．開業の活働モデル
11．被害者支援と臨床心理学
12．家族支援と臨床心理学
13．行政，制度と臨床心理学
14．高齢者支援臨床心理学
15．総合考察とまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70131-01臨床心理基礎実習Ⅰ

前期 2  1 授業形態:実習本山　智敬、坂本　憲治
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理士の基本業務である、臨床心理査定、臨床心理面接、臨床
心理的地域援助の能力を養成するための実習を行う。臨床現場におけ
る心理面接の受付業務、受理面接、記録の作成、他の相談機関との連
携、その他の相談施設運営の諸活動の補助や実習を中心として、臨床
活動に必要な技能を習得する。同時に自らがクライエントとしての経
験を積むことによって、自分自身の内面に目を向け、自分を知るため
の実習も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・心理面接の受付業務ができる。
・心理面接に必要な倫理的配慮と秘密保持が説明できる。
・心理臨床に関する報告と記録作成ができる。
・心理臨床における基本的態度に基づいてクライエントに対応でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・心理面接の受付業務ができる。
・心理面接に必要な倫理的配慮と秘密保持が説明できる。
・心理臨床に関する報告と記録作成ができる。
・心理臨床における基本的態度に基づいてクライエントに対応でき
る。

成績評価の方法
・実習への参加状況:80％（心理臨床実践記録：電話受付、面接陪席、
面接担当、「ゆとりあ」や「アットホーム」等の学内・学外臨床実
習）
・カンファレンスでの積極的態度・授業への貢献：20％
なお、欠席・遅刻は、減点の対象となる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考文献
鑪幹八郎・名島潤慈編著「新版　心理臨床家の手引き」誠信書房
(2000)，ISBN4-414-40197-6
その他，必要に応じて提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・臨床心理分野を対象として開講されています。　
・臨床心理実習の科目であるので、積極的に実習に取り組み、質問や
意見を出すこと。
・事前学習として，指定した参考文献を事前に読んでおくこと。（2
時間）
・事後学習として，自らの実習体験について，指定した参考文献を活
用しまとめておくこと（心理臨床実践記録の記入を含む）。（2時
間）

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．オリエンテーション(本山、坂本)
　２．相談室の活動と運営について(本山、坂本)
　３．心理面接の受付の手順(本山、坂本)
　４．相談者からの電話の対応①基本(本山、坂本)
　５．相談者からの電話の対応②応用(本山、坂本)
　６．記録の取り方①基本(本山、坂本)
　７．記録の取り方②応用(本山、坂本)
　８．相談内容の報告の仕方(本山、坂本)
　９．守秘義務について(本山、坂本)
１０．他の相談機関との連携について(本山、坂本)
１１．インテークの陪席での注意事項(本山、坂本)
１２．インテーク報告の仕方①基本(本山、坂本)
１３．インテーク報告の仕方②応用(本山、坂本)
１４．問題ケースの検討(本山、坂本)
１５．まとめ(本山、坂本)

※ ２回分連続授業。
　 そのため半期30回、授業数は15である。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70132-01臨床心理基礎実習Ⅱ

後期 2  1 授業形態:実習坂本　憲治、本山　智敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理基礎実習Ｉに続いて、より実践的な実習を行う。基本的な
相談施設運営の活動に参加し、具体的な心理査定や心理面接の実習を
行う。さらに、自殺の危険性や医学的治療の必要性の査定、危機介
入、問題行動への対応、臨床場面で生じる転移・逆転移の取り扱い、
家族、学級集団、セルフ・ヘルプ・グループなどの集団へのアプロー
チ、コンサルテーションなどについても、基本的技能を習得するため
の研修を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・基本的な心理面接の実務を行うことができる。
・基本的な心理査定の実務を行うことができる。
・相談ケースを適切にマネジメントすることができる。
・相談ケースの治療構造を維持することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・基本的な心理面接、心理査定の実務を行うことができる。
・相談ケースを適切にマネジメントすることができる。
・相談ケースの治療構造を維持することができる。

成績評価の方法
・実習への参加状況:80％（心理臨床実践記録：電話受付、面接陪席、
面接担当、ゆとりあやアットホーム等の学内・学外臨床実習）
・カンファレンスでの積極的態度・授業への貢献：20％
・なお、欠席・遅刻は、減点の対象となる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考図書
「ケースの見方・考え方：精神分析的ケースフォーミュレーション」
Nancy McWilliams (著), 成田 善弘 (監訳)，創元社 ，2006年．ISBN-13:
978-4422113838

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・臨床心理分野を対象として開講されています。　
・臨床心理実習の科目であるので、積極的に実習に取り組み、質問や
意見を出すこと。
・事前学習として，指定した参考文献を事前に読んでおくこと。
・事後学習として，自らの実習体験についてまとめておくこと（心理
臨床実践記録の記入を含む）。
・事前事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．相談ケースの検討、目標の立て方
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
　２．相談ケースの検討、心理査定
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
　３．相談ケースの検討、介入方法の検討
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
　４．相談ケースの検討、家族への対応
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
　５．相談ケースの検討、転移・逆転移
　　　　　　　　　　　　　 　(坂本、本山)
　６．相談ケースの検討、
　　　　　　医学的治療の必要性の査定
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
　７．相談ケースの検討、
　　　　　　医療機関との連携(坂本、本山)
　８．相談ケースの検討、危機介入
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
　９．相談ケースの検討、終結時期の検討
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
１０．相談ケースの検討、終結後の振返り
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
１１．グループアプローチの選び方
　　　　　　　　　　　　　　 (本山、坂本)
１２．グループアプローチへの導入の仕方
　　　　　　　　　　　　　 　(本山、坂本)
１３．グループでのかかわり方 (本山、坂本)

１４．相談ケースの検討、引継ぎの方法
　　　　　　　　　　　　　　 (坂本、本山)
１５．まとめ　(坂本、本山)

※ ２回分連続授業。
　 そのため半期30回、授業数は15である。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70015-01臨床心理査定演習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:演習松永　邦裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理査定とは、面接場面の観察、面接から得られた情報や心理
検査の結果などを総合して、問題の性質やクライエントの性格などを
見極めようとする作業である。
　本演習では、主に不登校や発達障害などの子どもの事例を中心に、
実習などで実施した心理検査の結果を生育歴、家族の情報、問題の発
生と経過などの情報と関連づけて検討し、心理臨床における心理査定
の実際について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・代表的な心理検査が実施でき、事例に即し効果的に活用できる実践
力を身につける。
・適切に心理検査を実施し、わかりやすい検査所見を作成することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・実習課題（心理検査の実施）への取り組み：40％
・発表（心理検査を行った事例）：40％
・ディスカッションにおける意欲・積極性：20％
　評価基準は、上記の到達目標に準じる

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

必要な資料は提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
事前学習：知能検査などの心理検査については、事前に十分に練習を
しておくこと。
事後学習：検査結果をもとに、結果を整理し、検査所見を作成してお
くこと。
なお、事前・事後学習は、それぞれ2時間は行うこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2　ビネー
3　WISC
4　WISC
5　WISC
6　WAIS
7　ロールシャッハテスト
8　樹木画テスト
9　心理検査以外の情報と結果のフィードバック
10　事例のプレゼンテーションと検討１
11　事例のプレゼンテーションと検討２
12　事例のプレゼンテーションと検討３
13　事例のプレゼンテーションと検討４
14　事例のプレゼンテーションと検討５
15　まとめ　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70016-01臨床心理査定演習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:演習皿田　洋子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　臨床心理査定演習Ⅰでは、各種心理テストの目的を理解し、実施方
法をマスターする。特にロールシャッハテストに重点をおいてすすめ
ていき、まずは、テストのねらいを理解し、実施方法を習得する。次
にテストの結果の整理、解釈の仕方を練習問題を用いてスキルを高め
ていく。最後に臨床の場で実施し、事例の概要とロールシャッハテス
トの結果からクライエント理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ロールシャッハテスト（片口法）を正確に実施できる。
・ロールシャッハテスト（片口法）のコード化ができる。
・実際に実施し、解釈ができる。

・実施でき、解釈までできるようになることをめざす。片口式と包括
システムの２種類をこなせるようになることを最終目標にする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・ロールシャッハ・テストが実施できる。
・ロールシャッハ・テストの結果の整理ができる。

・成績評価の方法
・ロールシャッハ・テストの習得度（３０％）
・授業内のデイスカッションへの貢献度（４０％）
・課題レポート（複数回）（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

片口安史 著　新・心理診断法ーロールシャッハ・テストの解釈と研
究ー　　金子書房　1987年

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
実習先でロールシャッハテストが実施できるように授業以外の時間を
使って練習をしておくこと。検査結果は担当教員の指導のもと作成す
ること。
なお、事前、事後の学習時間は２時間かけること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．心理テストの目的
　２．心理テストの種類
　３．心理テストの活用用法
　４．ロールシャッハテストとは
　５．ビデオを用いてロールシャッハテストの
　　　実施方法を学ぶ
　６．二人一組で検査者と被験者になってロール
　　　シャッハテストを実施する
　７．ロールシャッハテストの結果の整理方法に
　　　ついて
　８．自分のロールシャッハテストの結果を整理　　　す
る
　９．ロールシャッハテストの結果の解釈につい　　　て
学習する
１０．自分のプロトコルを解釈する
１１．簡単な練習問題を用いて、結果の整理、
　　　解釈を実施してみる
１２．練習問題の難易度をあげて練習する
１３．臨床場面で施行する
１４．臨床場面でのデータの解析
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70133-01臨床心理実習Ⅰ

前期 2  2 授業形態:実習村上　久美子、徳永　豊、松永　邦裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　心理面接のなかで生じたことをどのように理解し、援助へとつなげ
ていくことが可能なのかを、実際の心理臨床体験を経験する中で学ん
でいく。成功事例と失敗事例ではどのような態度や技法の共通性ある
いは違いがみられるのか、事例を理解していくうえで困難となってい
る援助する側の問題は何なのか、問題を解決するうえでひとつだけの
選択肢でなく複数の選択肢を準備するにはどのような工夫が必要なの
かといった実際を習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

臨床心理面接のマネジメントができる。
アセスメントの結果を臨床心理面接に活用できる。
ケースの流れを臨床心理学的概念によって説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

臨床心理面接のマネジメントができる。
アセスメントの結果を臨床心理面接に活用できる。
ケースの流れを臨床心理学的概念によって説明できる。
臨床心理面接力を、授業への貢献（50％）及び事例検討(話題提供を含
む)（50％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

使用しない

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
毎週１事例について出席者全員で検討する。ただし、毎月最終週は
「ゆとりあ」の事例検討にあてる。
発表者は、事例の概要をまとめ、議論すべき点を整理しておくこと
（2時間）。授業終了後は、全受講者が自分の担当事例について、授
業での議論をどのように反映できるか検討すること（1時間）。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション（村上、徳永、松永）
２．事例研究の方法（村上、徳永、松永）
３．生育歴の整理と検討（村上、徳永、松永）
４．主訴と現在の状況の整理（村上、徳永、松永）
５．インテーク面接における判断（村上、徳永、松永）
６．クライエントの理解（村上、徳永、松永）
７．今後の面接方針の確認（村上、徳永、松永）
８．面接構造（村上、徳永、松永）
９．治療同盟（村上、徳永、松永）
１０．転移・逆転移の理解と活用（村上、徳永、松永）
１１．行動化や外的環境変化への対応（村上、徳永、松
永）
１２．他機関との連携（村上、徳永、松永）
１３．倫理的問題と社会的制度（村上、徳永、松永）
１４．記録の作成と整理（村上、徳永、松永）
１５．まとめ（村上、徳永、松永）

※ ２回分連続授業。
　 そのため半期30回、授業数は15である。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70134-01臨床心理実習Ⅱ

後期 2  2 授業形態:実習田村　隆一、長江　信和、松永　邦裕
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　心理臨床の実際を体験するなかでカウンセリングおよび心理療法の
より高度な実際的技法を学ぶ。導入期の問題だけでなく、展開期ある
いは終結期における典型的な問題を自分の技量の範囲内でどのように
多面的に理解することが可能かを実際の事例を通して学ぶ。また専門
家としての資質と技量をあげるための体験学習だけでなく、他職種と
の協力のもちかた、地域や他の専門機関との連携のしかたなども実際
体験を通して研鑽を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　カウンセリングおよび心理療法の導入期、展開期、集結期の課題を
整理し、臨床的に対応できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

カウンセリングおよび心理療法の導入期、展開期、集結期の課題を整
理し、臨床的に対応できるようになる。
臨床的に対応力を、授業への貢献（50％）及び事例検討(話題提供を含
む)（50％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

使用しない

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・臨床心理分野を対象として開講されています。　
発表者は、事例の概要をまとめ、議論すべき点を整理しておくこと
（2時間）。授業終了後は、全受講者が自分の担当事例について、授
業での議論をどのように反映できるか検討すること（1時間）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション（田村、松永、長江）
２．事例研究の方法（田村、松永、長江）
３．生育歴の整理と検討（田村、松永、長江）
４．主訴と現在の状況の整理（田村、松永、長江）
５．インテーク面接における判断（田村、松永、長江））
６．クライエントの理解（田村、松永、長江）
７．今後の面接方針の確認（田村、松永、長江））
８．面接構造（田村、松永、長江））
９．治療同盟（田村、松永、長江）
１０．転移・逆転移の理解と活用（田村、松永、長江）
１１．行動化や外的環境変化への対応（田村、松永、長
江）
１２．他機関との連携（田村、松永、長江）
１３．倫理的問題と社会的制度（田村、松永、長江）
１４．記録の作成と整理（田村、松永、長江）
１５．まとめ（田村、松永、長江）
　事例研究：毎週１事例について出席者全員で検討する。
ただし、毎月最終週は「ゆとりあ」の事例検討にあてる。

※ ２回分連続授業。
　 そのため半期30回、授業数は15である。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70159-01臨床心理地域援助論特講

前期 2  1 授業形態:講義皿田　洋子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

臨床心理学を学んで得た基礎知識は、これまではクライエント個人の
心理療法に主に活用されてきた。最近は、臨床心理学的援助がさまざ
まな領域で求められるようになり、特に教育、福祉、産業の領域では
急に関心が高まっている。本講義では、臨床心理学的地域援助に関す
る理論を学んだのち、いくつかの実際に役立つ援助技法を習得し、そ
の後、実際に現場に赴き、実習を積み重ね、どのような地域援助が有
効であるかを考えていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

臨床心理学の見地から地域援助への関心を高め、実際にその中でどの
ような工夫が必要かを考えることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・教育領域での体験からその取り組みの意義が説明できる。
・福祉領域の体験からその取り組みの意義が説明できる。

成績評価の方法
・レポート作成（３０％）
・体験発表（４０％）
・授業内のデイスカッションへの貢献度（３０％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考図書「臨床心理学的地域援助の展開」　山本和郎編　培風館

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
現場に出向くので、当事者、他の職種の人とのコミュニケーションに
留意する。不登校、精神障害者について事前に学習しておくこと。体
験を終えたら、その日のうちにまとめて、どのように対応すべきで
あったか、教員に質問できるようにしておくこと。なお、事前、事後
の学習に２時間かけること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．オリエンテーション
　２．地域援助に関する理論の紹介
　　　「リカバリーについて」
　３．地域援助に関する理論の紹介
　　　「ストレングス理論」
　４、援助技法の習得（ＳＳＴ）
　５，集団認知行動療法
　６．教育領域における援助の実際
　７．福祉領域における援助実際
　８．教育領域での体験実習
　９．教育領域での体験実習
１０．福祉領域での体験実習
１１．福祉領域での体験実習
１２．体験の発表と討論
１３．体験の発表と討論
１４．体験の発表と討論
１５．総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70035-01臨床心理面接特論Ⅰ

後期 2  1 授業形態:講義及び演習長江　信和
◎－－－　授業の概要　－－－◎

実証的な根拠に基づく認知行動理論と認知行動療法を理解する。基礎
的な傾聴技法や研究技法を踏まえて，実践的な認知行動アプローチを
学習する。特に，ロールプレイやビデオ（事例）の視聴を通じて，外
傷後ストレス障害（PTSD）に対する持続的エクスポージャー療法の実
際について学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・実証的な根拠に基づき，心理療法の効果が検討できるようになるこ
と。
・PTSDに対する認知行動療法のプロトコルについて知り，説明できる
ようになること。
・PTSDの可能性のあるクライエントを適切にリファーできるようにな
ること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準
・データベースや統計等の知識をもとにして，最新の心理療法等の実
証的な根拠を調べることができる。PTSDに対する認知行動療法の心理
教育が行えるようになる。PTSDの可能性のあるクライエントを適切に
リファーできるようになる。

成績評価の方法
実習・発表への取り組み（60%）とレポートの内容（40%）を評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

金吉晴・小西聖子（2009）PTSDの持続エクスポージャー療法―トラウ
マ体験の情動処理のために　星和書店　ISBN-13: 978-4791106981

能登洋（2010）やさしいエビデンスの読み方・使い方　南光堂　ISBN
978-4-524-26208-3

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・臨床心理分野を対象として開講されています。　
（１）本特講は､心理職（に就く者）を対象とする。
（２）特定の臨床的疑問に対する関連論文のレビューを求めるため、
英語・統計学・実験調査法の知識が必要である。
（３）受講者同士のペアワークやグループワークを促すため、基本的
傾聴技法と臨床経験が必要である。
（４）他の受講者の迷惑となるため、基本的に､遅刻・欠席は認めな
い。
（５）実習中に知り得た個人情報については、第３者にもらさないこ
と（守秘義務の遵守）。
（６）テキストは事前に購入し、指定した箇所を読んでおくこと（60
分）。
（７）発表箇所について、指定したテキストや参考文献をまとめるこ
と（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 事件や事故、災害後のメンタルヘルス
3. PTSDの疾病概念
4. 根拠に基づく医療（EBM）の基本発想
5. EBMの基本発想（発表１）
6. EBMの基本発想（発表２）
7. EBMの基本発想（発表３）
8. EBMの基本発想（発表４）
9. 根拠に基づくPTSD治療
10. PTSDに対するCBT（初回面接）
11. PTSDに対するCBT（第2回面接）
12. PTSDに対するCBT（第3回面接）
13. PTSDに対するCBT（第4回以降面接）
14. PTSDに対するCBT（最終面接）
15. まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

長江研究室
(http://researchmap.jp/nobukazu_nagae/)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70036-01臨床心理面接特論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義及び演習本山　智敬
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　ロジャーズが提唱し、発展してきたクライエント中心療法（CCT）
およびパーソンセンタード・アプローチ（PCA）の理論と実際につい
て学ぶ。具体的には、ロジャーズの人格理論や中核三条件、PCAの基
本仮説やエンカウンター・グループについて理解を深める。これらの
理論や手法を詳細に理解するために、ロジャーズの面接場面やエンカ
ウンター・グループの記録等の映像資料を見たり、担当者が高校生や
看護学生を対象に行ったグループの実践例を紹介する。また、傾聴の
ワークやエンカウンター実習を通して、CCTとPCAの手法を実践的に
学ぶ。さらには、今後のCCTやPCAの展開や、こうした対話による心
理支援、および地域社会への応用可能性について検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．CCTとPCAの諸理論について説明できる。
２．CCTとPCAの実践的手法について具体的に説明できる。
３.  CCTとPCAに基づく対話による心理支援および地域社会への応用
可能性について、自ら考え説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

〔成績評価基準〕以下を評価基準とする。
・授業における取組状況では、CCTとPCAの基本概念と方法論を理解
し、具体的な取り組み方について自分の意見を明確に説明できている
か。
・レポート課題については、CCTとPCAのこれまでの発展のプロセス
を理解し、今後の応用の可能性について自らの意見を説明できている
か。
〔評価方法〕
授業への参加度(発表・討議参加)を50％、レポートを50％で評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

〔テキスト〕
　特に指定しない。
〔参考図書〕
　［新版］「ロジャーズ　クライエント中心療法」(有斐閣，2011）
　「自分らしさを認めるPCAグループ入門」（創元社, 2014）
　「ロジャーズの中核三条件」一致、受容、共感的理解（創元社，
2015)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

臨床心理分野を対象として開講されています。　
事例検討や体験学習を通して学びを深めていくので、積極的に参加す
ることが望ましい。
毎回の授業の前には、その回のテーマについてあらかじめ調べておく
こと。（60分）
毎回授業後には体験したことを振り返り、そこから得た学びについて
自分なりに整理して理解し、授業で課すレポートの資料とすること。
（60分）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ロジャーズとCCTおよびPCA
２．ロジャーズの人格理論
３．CCTと中核三条件
４．共感的理解について
５．無条件の積極的関心について
６．一致について
７．PCAの基本仮説と人間観
８．エンカウンター・グループについて
９．エンカウンター・グループの実際1（映像資料の視
聴）
10．エンカウンター・グループの実際2（事例紹介）
11．エンカウンター・グループの体験
12．エンカウンター・グループ体験の振り返り
13．対話による心理支援について
14．今後のPCAの展開：地域社会への応用可能性
15．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-C010C70142-01臨床パーソナリティー論特講

集中前期 2  1 授業形態:講義吉良　安之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

心理臨床の専門家として臨床実践に携わるうえでの基礎を身につける
ため、講義により体験過程理論を学習するとともに、実習を通じて理
論として示されているものを体験的に学習する。また小グループでの
学生相互の討論を通じて理解を深めることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

体験過程療法の基盤にあるパーソナリティ論についての理解を深め、
臨床実践に活かすことができるようになる。実習を通じてフォーカシ
ングの体験の仕方の初歩を身につけ、実践できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

体験過程療法の基盤にあるパーソナリティ論およびその臨床実践への
活かし方を理解し、フォーカシングを実践できるかどうかにより、成
績を評価する。評価方法は、授業への出席と討論への参加、講義後や
実習後のミニレポートの記載内容（おおむね70％程度）、授業終了後
の課題レポート（おおむね30％程度）の総合的評価による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：『カウンセリング実践の土台づくり』（吉良安之著，岩崎
学術出版社）。参考図書：『主体感覚とその賦活化』（吉良安之著，
九州大学出版会）、『セラピスト・フォーカシング』（吉良安之著，
岩崎学術出版社）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義に加え、討論や実習も行う。理解を深めるために、受講生が自ら
の体験を振り返って感じる等の時間も設ける。事前学習として、前
もってテキストを読み質問事項を考えておくこと（90分）。また事後
学習として、学習内容をその後の自身の心理面接に活かすために、テ
キストおよび参考図書を再読すること（60分）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１回目：カウンセラーとしての援助の姿勢（小グループで
の討論と発表）
２回目：カウンセラーとしての援助の姿勢（発表にもとづ
く全体討論）
３回目：体験過程療法のパーソナリティ理論（基本的考え
方）
４回目：体験過程療法のパーソナリティ理論（臨床実践に
活かす）
５回目：応答訓練実習（小グループでの実習）
６回目：応答訓練実習（実習にもとづく討論）
７回目：フォーカシングの事例から学ぶ
８回目：描画法による体験実習（感じることを描画で表
現）
９回目：描画法による体験実習（小グループでの討論）
10回目：体験過程療法の事例から学ぶ
11回目：事例を通じてパーソナリティ理論の理解を深める
12回目：セラピスト・フォーカシング法
13回目：ペアによるセラピスト・フォーカシングの実習
14回目：実習体験にもとづく討論
15回目：まとめと質疑


