
2019-S000009401-03哲学Ａ（私とは誰か―デカルト哲学と現代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

円谷　裕二

◎－－－　概要　－－－◎

　明治時代以降の日本は、江戸時代までの伝統的な儒仏道の世
界から意識的に離れて、哲学をはじめさまざまな学問や芸術・
宗教など、文化全般にわたって西洋化してきました。欧米の近
代の考え方の特徴の一つが「自我」の確立です。そしてこの
「自我」を近代において哲学的に基礎づけたのがデカルトで
す。彼の哲学を顧みることは、現代という時代の諸問題を顧み
ることにほかなりません。デカルト哲学の目を通して現代の可
能性と限界を考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

｢考える｣とはどういうことなのかを明らかにすること。(態
度・志向性)

感情と理性の関係について考えること。(知識・理解)

自己と他人、個人と社会、人間と自然などの関係について反省
してみること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業内容に該当する教科書の箇所の予習によって授業の
理解が深まります。また、授業後にあらためて教科書を復習す
ることによってさらなる疑問や問題点が膨らんでゆき、哲学す
ることへと導かれることでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業のたびに出欠の確認はしませんが授業中に数回のコ
メントカードを提出してもらうこと(30％)と、学期末に課する
レポート(期末試験)(70％)との二本立てによって成績を評価し
ます

◎－－－　テキスト　－－－◎

円谷裕二著『デカルトとカント―人間･自然･神をめぐる争
い』、北樹出版、2018年、2500円＋税、ISBN
978-4-7793-0477-4

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関してはあらかじめの知識を特に必要としない。物
事をあらためて最初からあるいは根本から考えようとする
哲学においては、身近な社会問題への深い関心と、当たり
前と思われる事柄について他人と掘り下げた議論や対話を
する姿勢が望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション―哲学とは？
2.西洋哲学史概観―人間･自然･神
3.二大思考法―感覚･感情(経験論)と理性(合理論)
4.科学の誕生と、自然観の多様性
5.真理は存在するのか？(1)―「疑う」という方法について
6.真理は存在するのか？(2)―「疑う」という方法の問題点
7.私とは何か？(1)―考える私
8.私とは何か？(2)―欲望し感情をいだく私
9.私とは何か？(3)―私とは、自分なのかそれとも他人なの
か？
10.他人の心にまつわる問題
11.神は存在するのか？
12.世界は存在するのか？
13.人間と人間以外の動物との境界は？
14.心と身体の関係―心身二元論の問題
15.まとめ―デカルト哲学と現代



2019-S000009401-04哲学Ａ（私とは誰か―デカルト哲学と現代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

円谷　裕二

◎－－－　概要　－－－◎

　明治時代以降の日本は、江戸時代までの伝統的な儒仏道の世
界から意識的に離れて、哲学をはじめさまざまな学問や芸術・
宗教など、文化全般にわたって西洋化してきました。欧米の近
代の考え方の特徴の一つが「自我」の確立です。そしてこの
「自我」を近代において哲学的に基礎づけたのがデカルトで
す。彼の哲学を顧みることは、現代という時代の諸問題を顧み
ることにほかなりません。デカルト哲学の目を通して現代の可
能性と限界を考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

｢考える｣とはどういうことなのかを明らかにすること。(態
度・志向性)

感情と理性の関係について考えること。(知識・理解)

自己と他人、個人と社会、人間と自然などの関係について反省
してみること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業内容に該当する教科書の箇所の予習によって授業の
理解が深まります。また、授業後にあらためて教科書を復習す
ることによってさらなる疑問や問題点が膨らんでゆき、哲学す
ることへと導かれることでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業のたびに出欠の確認はしませんが授業中に数回のコ
メントカードを提出してもらうこと(30％)と、学期末に課する
レポート(期末試験)(70％)との二本立てによって成績を評価し
ます

◎－－－　テキスト　－－－◎

円谷裕二著『デカルトとカント―人間･自然･神をめぐる争
い』、北樹出版、2018年、2500円＋税、ISBN
978-4-7793-0477-4

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関してはあらかじめの知識を特に必要としない。物
事をあらためて最初からあるいは根本から考えようとする
哲学においては、身近な社会問題への深い関心と、当たり
前と思われる事柄について他人と掘り下げた議論や対話を
する姿勢が望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション―哲学とは？
2.西洋哲学史概観―人間･自然･神
3.二大思考法―感覚･感情(経験論)と理性(合理論)
4.科学の誕生と、自然観の多様性
5.真理は存在するのか？(1)―「疑う」という方法について
6.真理は存在するのか？(2)―「疑う」という方法の問題点
7.私とは何か？(1)―考える私
8.私とは何か？(2)―欲望し感情をいだく私
9.私とは何か？(3)―私とは、自分なのかそれとも他人なの
か？
10.他人の心にまつわる問題
11.神は存在するのか？
12.世界は存在するのか？
13.人間と人間以外の動物との境界は？
14.心と身体の関係―心身二元論の問題
15.まとめ―デカルト哲学と現代



2019-S000009401-06哲学Ａ（私とは誰か―デカルト哲学と現代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

円谷　裕二

◎－－－　概要　－－－◎

　明治時代以降の日本は、江戸時代までの伝統的な儒仏道の世
界から意識的に離れて、哲学をはじめさまざまな学問や芸術・
宗教など、文化全般にわたって西洋化してきました。欧米の近
代の考え方の特徴の一つが「自我」の確立です。そしてこの
「自我」を近代において哲学的に基礎づけたのがデカルトで
す。彼の哲学を顧みることは、現代という時代の諸問題を顧み
ることにほかなりません。デカルト哲学の目を通して現代の可
能性と限界を考えます

◎－－－　到達目標　－－－◎

｢考える｣とはどういうことなのかを明らかにすること。(態
度・志向性)

感情と理性の関係について考えること。(知識・理解)

自己と他人、個人と社会、人間と自然などの関係について反省
してみること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業内容に該当する教科書の箇所の予習によって授業の
理解が深まります。また、授業後にあらためて教科書を復習す
ることによってさらなる疑問や問題点が膨らんでゆき、哲学す
ることへと導かれることでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業のたびに出欠の確認はしませんが授業中に数回のコ
メントカードを提出してもらうこと(30％)と、学期末に課する
レポート(期末試験)(70％)との二本立てによって成績を評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

円谷裕二著『デカルトとカント―人間･自然･神をめぐる争
い』、北樹出版、2018年、2500円＋税、ISBN
978-4-7793-0477-4

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関してはあらかじめの知識を特に必要としない。物
事をあらためて最初からあるいは根本から考えようとする
哲学においては、身近な社会問題への深い関心と、当たり
前と思われる事柄について他人と掘り下げた議論や対話を
する姿勢が望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション―哲学とは？
2.西洋哲学史概観―人間･自然･神
3.二大思考法―感覚･感情(経験論)と理性(合理論)
4.科学の誕生と、自然観の多様性
5.真理は存在するのか？(1)―「疑う」という方法について
6.真理は存在するのか？(2)―「疑う」という方法の問題点
7.私とは何か？(1)―考える私
8.私とは何か？(2)―欲望し感情をいだく私
9.私とは何か？(3)―私とは、自分なのかそれとも他人なの
か？
10.他人の心にまつわる問題
11.神は存在するのか？
12.世界は存在するのか？
13.人間と人間以外の動物との境界は？
14.心と身体の関係―心身二元論の問題
15.まとめ―デカルト哲学と現代



2019-S000009401-07哲学Ａ（『物質と記憶』を再起動する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

ベルクソンの主著にして最も難解と言われる『物質と記憶』。
生理学・物理学といった関連諸科学の発展をいち早く取り込み
つつ打ち立てられた独創的な理説のうちには、現在の知見に照
らし合わせることで初めて浮かび上がってくる、多くの挑発的
なアイデアがいまなお潜伏している。
教科書として用いるは、各分野の気鋭の理論家たちが集結し
て、その可能性と射程を徹底的に吟味する目的で2017年10月に
開催された、最新のシンポジウムの記録である。

哲学的な思考方法を身につけるためには、相当量の知識と綿密
な訓練が必要である。そのためには、ある程度方法論上の特徴
を意識した上で、ともかく具体的な問題の考察にとりかかって
みて、実践的に身につけていくのが一番の早道だと思われる。

幅広い現代の問題に通じる哲学的なアイデアを、詳細に検討す
ることで、皆さん自身が正確かつ柔軟な思考の技能を身につけ
ることが目指されている。

授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

意識と心をめぐる最新の知見について、基礎的な知識と理解を
得る。
(知識・理解)

概念を正確に操作し、問題を検証し、多角的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、いつでも一から問題を捉え直す知的態度を身
につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前予習としては、次回に講義で利用する範囲を読んでおくこ
と。３０分～１時間程度。
他方で、慣れない哲学的な思索を身につけるためには、相当量
の事後復習が必須です。必ず、授業後できるだけ早いうち（遅
くとも翌日まで）に、ノートと記憶をたよりに授業での議論
（導入→問題の立ち上げ→展開）を自分でリプレイ（追体験）
してください。１時間程度。そうすることで、定着度がかなり
増すばかりでなく、自分で主体的に考える訓練になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末の筆記テストによる。
期末テストは、授業で紹介した議論の理解度、知識の定着度、
哲学的議論への習熟度を判定基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

平井・安孫子・藤田編『『物質と記憶』を再起動する』書
肆心水、2018年夏頃刊行予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

ベルクソン『物質と記憶』を解剖する ―― 現代知覚理
論・時間論・心の哲学との接続　ISBN 978-4906917600
ベルクソン『物質と記憶』を診断する――時間経験の哲
学・意識の科学・美学・倫理学への展開　ISBN
978-4906917730
ベルクソン、『物質と記憶』杉山直樹訳（光文社古典新訳
文庫）　
http://matterandmemory.jimdo.com
平井が運営する上記『物質と記憶』ポータルサイトを参照
せよ。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

膨大なトピックを扱うので、一度でも授業で言及した内容
については授業後にしっかり調査・復習して、身につけな
ければならない。
試験問題は授業内で扱った議論からまんべんなく出題され
るため、出席率の低さは成績に一定の仕方で反映されるこ
とになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション

２　時間と心

３　潜在性

４　実証的形而上学

５　現象学とベルクソン

６　脳型ロボットと意識

７　人工知能による意識構築

８　汎心論

９　過去はいかに保存されるか

10　社会的記憶

11　西田幾多郎とベルクソン

12　シモンドンとベルクソン

13　関係と偶然

14　拡張ベルクソン主義

15　まとめ



2019-S000009401-10哲学Ａ（『物質と記憶』を再起動する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

ベルクソンの主著にして最も難解と言われる『物質と記憶』。
生理学・物理学といった関連諸科学の発展をいち早く取り込み
つつ打ち立てられた独創的な理説のうちには、現在の知見に照
らし合わせることで初めて浮かび上がってくる、多くの挑発的
なアイデアがいまなお潜伏している。
教科書として用いるは、各分野の気鋭の理論家たちが集結し
て、その可能性と射程を徹底的に吟味する目的で2017年10月に
開催された、最新のシンポジウムの記録である。

哲学的な思考方法を身につけるためには、相当量の知識と綿密
な訓練が必要である。そのためには、ある程度方法論上の特徴
を意識した上で、ともかく具体的な問題の考察にとりかかって
みて、実践的に身につけていくのが一番の早道だと思われる。

幅広い現代の問題に通じる哲学的なアイデアを、詳細に検討す
ることで、皆さん自身が正確かつ柔軟な思考の技能を身につけ
ることが目指されている。

授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

意識と心をめぐる最新の知見について、基礎的な知識と理解を
得る。
(知識・理解)

概念を正確に操作し、問題を検証し、多角的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、いつでも一から問題を捉え直す知的態度を身
につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前予習としては、次回に講義で利用する範囲を読んでおくこ
と。３０分～１時間程度。
他方で、慣れない哲学的な思索を身につけるためには、相当量
の事後復習が必須です。必ず、授業後できるだけ早いうち（遅
くとも翌日まで）に、ノートと記憶をたよりに授業での議論
（導入→問題の立ち上げ→展開）を自分でリプレイ（追体験）
してください。１時間程度。そうすることで、定着度がかなり
増すばかりでなく、自分で主体的に考える訓練になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末の筆記テストによる。
期末テストは、授業で紹介した議論の理解度、知識の定着度、
哲学的議論への習熟度を判定基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

平井・安孫子・藤田編『『物質と記憶』を再起動する』書
肆心水、2018年夏頃刊行予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

ベルクソン『物質と記憶』を解剖する ―― 現代知覚理
論・時間論・心の哲学との接続　ISBN 978-4906917600
ベルクソン『物質と記憶』を診断する――時間経験の哲
学・意識の科学・美学・倫理学への展開　ISBN
978-4906917730
ベルクソン、『物質と記憶』杉山直樹訳（光文社古典新訳
文庫）　
http://matterandmemory.jimdo.com
平井が運営する上記『物質と記憶』ポータルサイトを参照
せよ。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

膨大なトピックを扱うので、一度でも授業で言及した内容
については授業後にしっかり調査・復習して、身につけな
ければならない。
試験問題は授業内で扱った議論からまんべんなく出題され
るため、出席率の低さは成績に一定の仕方で反映されるこ
とになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション

２　時間と心

３　潜在性

４　実証的形而上学

５　現象学とベルクソン

６　脳型ロボットと意識

７　人工知能による意識構築

８　汎心論

９　過去はいかに保存されるか

10　社会的記憶

11　西田幾多郎とベルクソン

12　シモンドンとベルクソン

13　関係と偶然

14　拡張ベルクソン主義

15　まとめ



2019-S000009401-01哲学Ａ（「恋」と「自己」の哲学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

宮野　真生子

◎－－－　概要　－－－◎

　誰かを好きになって一緒にいたい、そう感じることは幸福で
素晴らしい経験である。そんなふうに考える人は多いでしょ
う。
　しかし、なぜ、「恋」をし、人を「愛」することは素晴らし
いのでしょうか？
　そもそも、本当にそれは素晴らしいことなのでしょうか？
　たとえば、誰かと一緒にいたいという想いの裏側には「寂し
い」からという「自分」の都合が隠れてはいませんか？あるい
は、誰かのために何かをしたい、と言うとき、「自己」を満足
させたいという欲求が働いてはいないでしょうか？
　この講義では、「恋」や「愛」という他者への行為がいかに
深く「自己」という存在と密接に結びついているのかを日本・
西洋の哲学・思想史を用いて講義していきます。それはおそら
く、自分の見たくない暗部をえぐり出す作業になるかもしれま
せん。しかし、そこにこそ、「恋」や「愛」の隠された一面が
隠されているのです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学的なテキストを読み、近代の恋愛概念について説明できる
(知識・理解)

論理的・客観的に事柄を反省することができる(技能)

講義で扱ったテーマについて自らの問題意識に基づき思考し、
主体的に取り組む態度をもつ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本講義は前回の内容をもとに次回の内容が展開するという形式
をとっています。そのため、特に講義後、その回の講義内容を
レジュメをもとにしっかり復習することが大切になります。 ま
た、講義で扱いきれなかった文献については、自宅でしっかり
読み込むことが求められます（予習・復習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は期末におこなう定期試験のみに基づき評価をします。そ
の際、論理的な記述能力と自分自身の思考が営めているかの二
点に重きを置きます。また講義の際に出席はとりませんが、試
験問題は講義で扱った内容全体から出題されるため、出席率の
低さは、成績に一定の形で反映されると考えられます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

宮野真生子『なぜ、私たちは恋をして生きるのかー「出会
い」と「恋愛」の近代日本精神史』、ナカニシヤ出版、
2014年4月

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

哲学は答えを与えられる学問ではなく、自分で問いを発見
し、考える学問です。そのためには、ある程度の知識量が
必要となります。哲学的文献を扱うことになりますので、
学習意欲のある人を求めます。また、いわゆる「恋愛論」
や「恋愛ティップス」の話ではありません。純粋に哲学的
議論をおこないます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．「恋愛」という問題設定
3．「恋」とはどのような現象なのか
4．「日常」の成り立ちと「恋」のはじまり
5．「恋」のときめきとは何か
6．「恋」における自己実現
7．「恋」において欲望されるもの
8．コンセプトマップ作成
9．所有を求める理由
10．「恋愛」の危険性
11．「恋愛」の虚実
12．「いき」とは何か？
13．他者への愛とは何か？
14．現代における「恋愛」の変容
15．まとめ



2019-S000009402-03哲学Ｂ（人間の危機と現代―カント哲学を通して）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

円谷　裕二

◎－－－　概要　－－－◎

　正しく認識すること(真理)や、正しい行為をしたり適切な社
会ルールや法律を作ること(善や正義)や、何かを美しいと感じ
ること(美･芸術)など、古来からの人間の基本的な三つの価値と
しての真善美について、18世紀の哲学者カントは現代に通じる
画期的な考え方を展開しました。カント哲学は人間や社会や自
然などあらゆる領域にわたって現代の私たちに影響を与えてい
ます。カントとともに現代の私たちの生き方を振り返り、現代
という時代の可能性と限界を探ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)現代世界のさまざまな諸問題を哲学的に考えるためのヒント
を得ること。(態度・志向性)

(2)人間とは何であるかという問題を考えるためのヒントを得る
こと。(知識・理解)

(3)欲望と感情と知性の関係について考えてみること。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業内容に該当する教科書の箇所の予習によって授業
での理解が深まります。また、授業後にあらためて教科書を復
習することによってさらなる疑問や問題点が膨らんでゆき、哲
学することへの興味がわいてくることでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業のたびに出欠の確認はしませんが授業中に数回のコ
メントカードを提出してもらうこと(30％)と、学期末に課する
レポート(期末試験)(70％)との二本立てによって成績を評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

円谷裕二著『デカルトとカント―人間･自然･神をめぐる争
い』、北樹出版、2018年、2500円＋税、ISBN
978-4-7793-0477-4

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関してはあらかじめの知識を特に必要としない。物
事をあらためて最初からあるいは根本から考えようとする
哲学においては、身近な社会問題への深い関心と、当たり
前と思われる事柄について他人と掘り下げた議論や対話を
する姿勢が望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション―人間とは何か
2.知るとは何か(1)―直観と概念
3.知るとは何か(2)―感性･悟性･理性
4.知るとは何か(3)―科学の限界
5.知るとは何か(4)―感覚できないもの(心・自由・神など)
は存在するのか
6.理論と実践の関係―出来事と行為、あるいは事実と価値
7.カントの実践哲学(1)―行為の動機と行為の結果
8.カントの実践哲学(2)―快楽主義および帰結主義に対する
批判
9.カントの実践哲学(3)―道徳の原理(善悪の基準)は存在す
るのか
10.カントの政治哲学(4)―道徳と政治、あるいは永遠平和
の問題
11.カントの美学・芸術論(1)―美と道徳と自然の関係
12.カントの美学・芸術論(2)―美の四つの特徴
13.カントの美学・芸術論(3)―カント美学の問題点
14.カント哲学の限界
15.まとめ―人間の危機と現代



2019-S000009402-04哲学Ｂ（人間の危機と現代―カント哲学を通して）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

円谷　裕二

◎－－－　概要　－－－◎

　正しく認識すること(真理)や、正しい行為をしたり適切な社
会ルールや法律を作ること(善や正義)や、何かを美しいと感じ
ること(美･芸術)など、古来からの人間の基本的な三つの価値と
しての真善美について、18世紀の哲学者カントは現代に通じる
画期的な考え方を展開しました。カント哲学は人間や社会や自
然などあらゆる領域にわたって現代の私たちに影響を与えてい
ます。カントとともに現代の私たちの生き方を振り返り、現代
という時代の可能性と限界を探ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)現代世界のさまざまな諸問題を哲学的に考えるためのヒント
を得ること。(態度・志向性)

(2)人間とは何であるかという問題を考えるためのヒントを得る
こと。(知識・理解)

(3)欲望と感情と知性の関係について考えてみること。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業内容に該当する教科書の箇所の予習によって授業
での理解が深まります。また、授業後にあらためて教科書を復
習することによってさらなる疑問や問題点が膨らんでゆき、哲
学することへの興味がわいてくることでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業のたびに出欠の確認はしませんが授業中に数回のコ
メントカードを提出してもらうこと(30％)と、学期末に課する
レポート(期末試験)(70％)との二本立てによって成績を評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

円谷裕二著『デカルトとカント―人間･自然･神をめぐる争
い』、北樹出版、2018年、2500円＋税、ISBN
978-4-7793-0477-4

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関してはあらかじめの知識を特に必要としない。物
事をあらためて最初からあるいは根本から考えようとする
哲学においては、身近な社会問題への深い関心と、当たり
前と思われる事柄について他人と掘り下げた議論や対話を
する姿勢が望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション―人間とは何か
2.知るとは何か(1)―直観と概念
3.知るとは何か(2)―感性･悟性･理性
4.知るとは何か(3)―科学の限界
5.知るとは何か(4)―感覚できないもの(心・自由・神など)
は存在するのか
6.理論と実践の関係―出来事と行為、あるいは事実と価値
7.カントの実践哲学(1)―行為の動機と行為の結果
8.カントの実践哲学(2)―快楽主義および帰結主義に対する
批判
9.カントの実践哲学(3)―道徳の原理(善悪の基準)は存在す
るのか
10.カントの政治哲学(4)―道徳と政治、あるいは永遠平和
の問題
11.カントの美学・芸術論(1)―美と道徳と自然の関係
12.カントの美学・芸術論(2)―美の四つの特徴
13.カントの美学・芸術論(3)―カント美学の問題点
14.カント哲学の限界
15.まとめ―人間の危機と現代



2019-S000009402-06哲学Ｂ（人間の危機と現代―カント哲学を通して）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

円谷　裕二

◎－－－　概要　－－－◎

　正しく認識すること(真理)や、正しい行為をしたり適切な社
会ルールや法律を作ること(善や正義)や、何かを美しいと感じ
ること(美･芸術)など、古来からの人間の基本的な三つの価値と
しての真善美について、18世紀の哲学者カントは現代に通じる
画期的な考え方を展開しました。カント哲学は人間や社会や自
然などあらゆる領域にわたって現代の私たちに影響を与えてい
ます。カントとともに現代の私たちの生き方を振り返り、現代
という時代の可能性と限界を探ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)現代世界のさまざまな諸問題を哲学的に考えるためのヒント
を得ること。(態度・志向性)

(2)人間とは何であるかという問題を考えるためのヒントを得る
こと。(知識・理解)

(3)欲望と感情と知性の関係について考えてみること。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業内容に該当する教科書の箇所の予習によって授業
での理解が深まります。また、授業後にあらためて教科書を復
習することによってさらなる疑問や問題点が膨らんでゆき、哲
学することへの興味がわいてくることでしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業のたびに出欠の確認はしませんが授業中に数回のコ
メントカードを提出してもらうこと(30％)と、学期末に課する
レポート(期末試験)(70％)との二本立てによって成績を評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

円谷裕二著『デカルトとカント―人間･自然･神をめぐる争
い』、北樹出版、2018年、2500円＋税、ISBN
978-4-7793-0477-4

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に関してはあらかじめの知識を特に必要としない。物
事をあらためて最初からあるいは根本から考えようとする
哲学においては、身近な社会問題への深い関心と、当たり
前と思われる事柄について他人と掘り下げた議論や対話を
する姿勢が望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション―人間とは何か
2.知るとは何か(1)―直観と概念
3.知るとは何か(2)―感性･悟性･理性
4.知るとは何か(3)―科学の限界
5.知るとは何か(4)―感覚できないもの(心・自由・神など)
は存在するのか
6.理論と実践の関係―出来事と行為、あるいは事実と価値
7.カントの実践哲学(1)―行為の動機と行為の結果
8.カントの実践哲学(2)―快楽主義および帰結主義に対する
批判
9.カントの実践哲学(3)―道徳の原理(善悪の基準)は存在す
るのか
10.カントの政治哲学(4)―道徳と政治、あるいは永遠平和
の問題
11.カントの美学・芸術論(1)―美と道徳と自然の関係
12.カントの美学・芸術論(2)―美の四つの特徴
13.カントの美学・芸術論(3)―カント美学の問題点
14.カント哲学の限界
15.まとめ―人間の危機と現代



2019-S000009402-07哲学Ｂ（脳と時間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

近年、時間について哲学、神経科学、認知科学、物理学におい
て数多くのあたらな知見がえられ、それにより時間の捉え方に
重要な洞察が得られようとしている。

分野が多岐に渡るため、大きな展望を持つのはなかなか難し
い。こうした諸問題について、計算神経科学、神経生理学、心
理物理学の研究者であるディーン・ブオノマーノが包括的に論
じたのが、教科書『脳と時間　神経科学と物理学で解き明かす
時間の謎』である。

哲学的な思考方法を身につけるためには、相当量の知識と綿密
な訓練が必要である。そのためには、ある程度方法論上の特徴
を意識した上で、ともかく具体的な問題の考察にとりかかって
みて、実践的に身につけていくのが一番の早道だと思われる。

幅広い現代の問題に通じる哲学的なアイデアを、詳細に検討す
ることで、皆さん自身が正確かつ柔軟な思考の技能を身につけ
ることが目指されている。

授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の時間論について、基礎的な知識と理解を得る。
(知識・理解)

概念を正確に操作し、問題を検証し、論理的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、いつでも一から問題を捉え直す知的態度を身
につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前予習としては、次回に講義で利用する範囲を読んでおくこ
と。３０分～１時間程度。
他方で、慣れない哲学的な思索を身につけるためには、相当量
の事後復習が必須です。必ず、授業後できるだけ早いうち（遅
くとも翌日まで）に、ノートと記憶をたよりに授業での議論
（導入→問題の立ち上げ→展開）を自分でリプレイ（追体験）
してください。１時間程度。そうすることで、定着度がかなり
増すばかりでなく、自分で主体的に考える訓練になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末の筆記テストによる。
期末テストは、授業で紹介した議論の理解度、知識の定着度、
哲学的議論への習熟度を判定基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ブオノマーノ『脳と時間　神経科学と物理学で解き明かす
時間の謎』森北出版、2018年。

◎－－－　参考書　－－－◎

ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』
（合田正人・平井靖史訳）ちくま学芸文庫　
ベルクソン著・ドゥルーズ編『記憶と生』未知谷、1999年
　
ベルクソン、『物質と記憶』（岩波文庫）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

豊富なトピックを扱うので、一度でも授業で言及した内容
については授業後にしっかり調査・復習して、身につけな
ければならない。
試験問題は授業内で扱った議論からまんべんなく出題され
るため、出席率の低さは成績に一定の仕方で反映されるこ
とになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 時間の特色
3. 心的時間旅行と脳
4. 概日時計と多重時計原理
5. 時間におけるパターン
6. 神経ダイナミクス、カオス
7. 遡行と展望
8. 時計の仕組みと歴史
9. 不可逆性とは何か
10. 物理学における時間の空間化
11. 神経科学における時間の空間化
12. 時間圧縮と伸長
13. 流れと意識
14. 時間と自由意志
15. まとめ



2019-S000009402-10哲学Ｂ（脳と時間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

平井　靖史

◎－－－　概要　－－－◎

近年、時間について哲学、神経科学、認知科学、物理学におい
て数多くのあたらな知見がえられ、それにより時間の捉え方に
重要な洞察が得られようとしている。

分野が多岐に渡るため、大きな展望を持つのはなかなか難し
い。こうした諸問題について、計算神経科学、神経生理学、心
理物理学の研究者であるディーン・ブオノマーノが包括的に論
じたのが、教科書『脳と時間　神経科学と物理学で解き明かす
時間の謎』である。

哲学的な思考方法を身につけるためには、相当量の知識と綿密
な訓練が必要である。そのためには、ある程度方法論上の特徴
を意識した上で、ともかく具体的な問題の考察にとりかかって
みて、実践的に身につけていくのが一番の早道だと思われる。

幅広い現代の問題に通じる哲学的なアイデアを、詳細に検討す
ることで、皆さん自身が正確かつ柔軟な思考の技能を身につけ
ることが目指されている。

授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の時間論について、基礎的な知識と理解を得る。
(知識・理解)

概念を正確に操作し、問題を検証し、論理的な吟味ができるよ
うになる。
(技能)

当たり前を疑い、いつでも一から問題を捉え直す知的態度を身
につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前予習としては、次回に講義で利用する範囲を読んでおくこ
と。３０分～１時間程度。
他方で、慣れない哲学的な思索を身につけるためには、相当量
の事後復習が必須です。必ず、授業後できるだけ早いうち（遅
くとも翌日まで）に、ノートと記憶をたよりに授業での議論
（導入→問題の立ち上げ→展開）を自分でリプレイ（追体験）
してください。１時間程度。そうすることで、定着度がかなり
増すばかりでなく、自分で主体的に考える訓練になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末の筆記テストによる。
期末テストは、授業で紹介した議論の理解度、知識の定着度、
哲学的議論への習熟度を判定基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ブオノマーノ『脳と時間　神経科学と物理学で解き明かす
時間の謎』森北出版、2018年。

◎－－－　参考書　－－－◎

ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』
（合田正人・平井靖史訳）ちくま学芸文庫　
ベルクソン著・ドゥルーズ編『記憶と生』未知谷、1999年
　
ベルクソン、『物質と記憶』杉山直樹訳（光文社古典新訳
文庫）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

豊富なトピックを扱うので、一度でも授業で言及した内容
については授業後にしっかり調査・復習して、身につけな
ければならない。
試験問題は授業内で扱った議論からまんべんなく出題され
るため、出席率の低さは成績に一定の仕方で反映されるこ
とになります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 時間の特色
3. 心的時間旅行と脳
4. 概日時計と多重時計原理
5. 時間におけるパターン
6. 神経ダイナミクス、カオス
7. 遡行と展望
8. 時計の仕組みと歴史
9. 不可逆性とは何か
10. 物理学における時間の空間化
11. 神経科学における時間の空間化
12. 時間圧縮と伸長
13. 流れと意識
14. 時間と自由意志
15. まとめ



2019-S000009402-01哲学Ｂ（性的身体を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

宮野　真生子

◎－－－　概要　－－－◎

　「哲学」とは、私たちが「当たり前」と思っていることを徹
底的に疑い、問い直す学問です。本講義では、私たちにとって
あまりにも「当たり前」であるがゆえに問われることの少ない
「身体」と「性」を取り上げ、私たちが「性」をどのように生
きているのかを考えていきます。
　そもそも「性」とは何なのでしょうか。性別ひとつをとって
みても、実は「男女」という二分法では捉えることのできない
幅広いあり方をしています。講義ではまず、こうした多様な性
のあり方を取り上げた上で、本来多様なはずの「性」が一定の
形におさまように作られていくプロセスを明らかにしてきま
す。そこから、現在おこっている倫理的な問題（LGBTと生殖
補助医療、あるいは宗教とLGBTの関係など）を検討します。
さらに、身体を加工する科学技術の問題（パーフェクトベビー
や美容整形）と妊娠・出産をめぐる女性の身体のあり方を哲学
的に吟味することで、私たちが「性」に託す願望とその問題点
を考えていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ジェンダー・セクシュアリティに関する基本的知識を身につ
け、説明することができる(知識・理解)

「性」をめぐる事柄を論理的・客観的に思考することができる
(技能)

「性」の多様性を理解し、自ら問題意識を培って、開かれた社
会のあり方を主体的に考える態度をもつ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本講義は前回の内容をもとに次回の内容が展開するという形式
をとっています。そのため、特に講義後、その回の講義内容を
教科書をもとにしっかり復習することが大切になります。 ま
た、講義で扱いきれなかった文献については、自宅でしっかり
読み込むことが求められます（予習・復習、各30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は期末におこなう定期試験のみに基づき評価をします。そ
の際、論理的な記述能力と自分自身の思考が営めているかの二
点に重きを置きます。また講義の際に出席はとりませんが、試
験問題は講義で扱った内容全体から出題されるため、出席率の
低さは、成績に一定の形で反映されると考えられます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

藤田尚志・宮野真生子編『性ー自分の身体ってなんだろ
う？』、ナカニシヤ出版、2016年４月

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　哲学は答えを与えられる学問ではなく、自分で問いを発
見し、考える学問です。そのためには、ある程度の知識量
が必要となります。それなりの哲学的文献を扱うことにな
りますので、学習意欲のある人を求めます。純粋に哲学的
議論をおこなうため、思考の体力のある学生でなければ、
難しく感じるかもしれませんので、留意してください。
　また、学術的な観点から、性的な表現を伴うやや過激な
文献を読むこともあるため、そうしたものが苦手な学生さ
んは履修を避けてください。
　遅刻については厳しく注意します。遅刻は厳禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．多様な「性」のあり方　
３．多様な「性」と向き合う
４．身体のジェンダー化
５．ジェンダー規範と私たちの生
６．社会・文化によって作られる性のあり方
７．女性の身体と性
８．ここまでのまとめ
９．「脳の性差」と「自然」（１）
10. 「脳の性差」と「自然」（２）
11.　エンハンスメントと身体（１）－美容整形から考え
る－
12.　エンハンスメントと身体（２）ーデザイナーベビー
から考える－
13.　ピルと私たち
14.「恋愛」と「自己決定」をめぐる問題
15.　まとめ



2019-S000009403-01論理学Ａ（日本語の文と論理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

小林　信行

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は全体として二部構成になっている。前半は、具体的な
日本語文を論理的に分析してゆく作業である。これは単純な作
業ではあるが、日本語を論理的観点からみてゆく基本的な訓練
となる。また後半は、分析結果のもつ形式的側面に注目して、
それが論理的に妥当なものかどうかを判定するための技術習得
である。
　後半は前半を前提とした内容であるので、後半の技術習得だ
けでは分析能力の素養を欠き、また前半の分析能力習得だけで
は論理的な総合能力に問題が生ずることになるような、相互補
完的な構成となっている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の文を論理的に分析できるようになる。(知識・理解)

論理的な正しさ（妥当性）を検討できるようになる。(技能)

日本語文作成・読解において論理的視点がもてるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前後には、自分で読み返して理解できるようにノート
を整理しておく必要がある。とくに授業が数回進むごとに数多
くの問題を課すので、講義前後一時間をかけてその問題すべて
について自分の解答を作成しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって日本語文の論理的な分析力と妥当性の理解
度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

クワイン「論理学の方法」（岩波書店）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.積み上げ式講義なので各回のノート作成は必須。
2.授業中の簡単な記号操作は数学嫌いな人に拒否感を与え
る可能性があるが、これは言語上の煩雑さ避けるための単
なる工夫にすぎない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ことばと論理に関する概観。
2　論理的一貫性と推論。
3　推論を構成する文の特徴。
4～9　論理的結合子と複雑な言語表現。
10　推論と条件文表現の類似性について。
11～14　推論の妥当性とその判定技術。
15　推論の基本的規則。



2019-S000009403-02論理学Ａ（日本語の文と論理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

小林　信行

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は全体として二部構成になっている。前半は、具体的な
日本語文を論理的に分析してゆく作業である。これは単純な作
業ではあるが、日本語を論理的観点からみてゆく基本的な訓練
となる。また後半は、分析結果のもつ形式的側面に注目して、
それが論理的に妥当なものかどうかを判定するための技術習得
である。
　後半は前半を前提とした内容であるので、後半の技術習得だ
けでは分析能力の素養を欠き、また前半の分析能力習得だけで
は論理的な総合能力に問題が生ずることになるような、相互補
完的な構成となっている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の文を論理的に分析できるようになる。(知識・理解)

論理的な正しさ（妥当性）を検討できるようになる。(技能)

日本語文の作成・読解において論理的視点をもつことができる
ようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前後には、自分で読み返して理解できるようにノート
を整理しておく必要がある。とくに授業が数回進むごとに数多
くの問題を課すので、講義前後一時間をかけてその問題すべて
について自分の解答を作成しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって日本語文の論理的な分析力と妥当性の理解
度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

クワイン「論理学の方法」（岩波書店）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.積み上げ式講義なので各回のノート作成は必須。
2.授業中の簡単な記号操作は数学嫌いな人に拒否感を与え
る可能性があるが、これは言語上の煩雑さ避けるための単
なる工夫にすぎない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ことばと論理に関する概観。
2　論理的一貫性と推論。
3　推論を構成する文の特徴。
4～9　論理的結合子と複雑な言語表現。
10　推論と条件文表現の類似性について。
11～14　推論の妥当性とその判定技術。
15　推論の基本的規則。



2019-S000009403-04論理学Ａ（日本語の文と論理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

小林　信行

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は全体として二部構成になっている。前半は、具体的な
日本語文を論理的に分析してゆく作業である。これは単純な作
業ではあるが、日本語を論理的観点からみてゆく基本的な訓練
となる。また後半は、分析結果のもつ形式的側面に注目して、
それが論理的に妥当なものかどうかを判定するための技術習得
である。
　後半は前半を前提とした内容であるので、後半の技術習得だ
けでは分析能力の素養を欠き、また前半の分析能力習得だけで
は論理的な総合能力に問題が生ずることになるような、相互補
完的な構成となっている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本語の文を論理的に分析できるようになる。(知識・理解)

論理的な正しさ（妥当性）を検討できるようになる。(技能)

日本語文作成・読解において論理的視点をもつことができるよ
うになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前後には、自分で読み返して理解できるようにノート
を整理しておく必要がある。とくに授業が数回進むごとに数多
くの問題を課すので、講義前後一時間をかけてその問題すべて
について自分の解答を作成しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって日本語文の論理的な分析力と妥当性の理解
度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

クワイン「論理学の方法」（岩波書店）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.積み上げ式講義なので各回のノート作成は必須。
2.授業中の簡単な記号操作は数学嫌いな人に拒否感を与え
る可能性があるが、これは言語上の煩雑さ避けるための単
なる工夫にすぎない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ことばと論理に関する概観。
2　論理的一貫性と推論。
3　推論を構成する文の特徴。
4～9　論理的結合子と複雑な言語表現。
10　推論と条件文表現の類似性について。
11～14　推論の妥当性とその判定技術。
15　推論の基本的規則。



2019-S000009403-07論理学Ａ（知性の作法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

末吉　康幸

◎－－－　概要　－－－◎

　書物や会話に現れる証明や推論の論理的構造を分析し、その
合理性を評価するスキルをトレーニングするため、例題や練習
問題を解説し、そこに含まれるスキルを定式化する。
　学期前半では、特に論証の中核である演繹的論証を支える基
本構造について学ぶ。学期後半では、論証の前提と帰結の関係
を分析し、論証全体の帰納的確率を評価し、さらに、既知の情
報から新たな知見を導き出すスキルを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

既知の情報から新たな知見を導き出せるようになる。(態度・
志向性)

推論や論証の妥当性を評価できるようになる。(技能)

議論や論説の構造を理解できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業終了時に示す課題を必ずやっておくこと。予習復習に要
する時間は、45分程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって、文章の論理構造の理解度や、帰納的確率を
評価する能力を測る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

野矢茂樹『論理トレーニング』産業図書
野矢茂樹『論理トレーニング100題』産業図書
坂井秀久『日本語の文法と論理』勁草書房

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　思考の技術は、自分の間違いに自覚的になることによっ
て獲得されます。したがって、練習問題を宿題に出します
から、練習問題は必ずやってきてください。練習問題に数
多く当たることによって、自分が理解していない点が明ら
かになります。また、わからない点があれば、授業中で
も、遠慮なく質問してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　論証と推論の構造及び帰納的確率
２　否定の構造(1)
　日本語における否定
３　否定の構造(2)
　両立可能と両立不可能
４　条件構造(1)
　逆、裏、対偶
５　条件構造(2)
　非存在（全称）と存在（特称）の主張
６　推論できること、できないこと(1)
　何ものかの存在を推論すること
７　推論できること、できないこと(2)
　消去法と条件構造
８　論証の構造
９論証図式(1)
　前提と帰結
10　論証図式(2)
　練習問題
11　論証の評価
　演繹的論証と帰納的論証
12　論証の評価
　複合論証の評価
13　論証の評価(3)
　練習問題
14　推測と推論(1)
　隠された前提
15　推測と推論(2)
　因果関係



2019-S000009403-09論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

林　誓雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「論理の力」の基礎を鍛える。「論理の力」
とは、最も簡単に言うならば（1）自分の考えを相手にきちん
と伝え、そして（2）伝えられたものをきちんと受け取る力の
ことであり、ひと言で「言葉を自在に扱う力」、「日本語の
力」のひとつである。
　もちろん、すでにわれわれは「日本語を話す」ことができて
いるわけだから、日本語について（ほぼ完璧に）マスターして
いる、そう思われるかもしれない。しかしながら、日本語を
「話す」ことができるからといって、優秀なレポートや（卒
業）論文を「書く」ことができるということにはならない。レ
ポートや論文を書く上では、資料となる本や論文を論理的に読
み解き、筆者の議論の論理構造をきちんと把握し、自分なりに
咀嚼・再構成した上で、その意見に対する是非を論理的に証明
しながら述べるということが求められる。このときに必要とな
るものこそ、「論理の力」である。
　この授業ではまず、論理学の基礎中の基礎である接続表現や
指示表現の使い方を一から確認し直すことにする。そして毎回
の演習を通して「論理の力」の基礎を鍛錬しながら、最終的に
研究書や研究論文を論理的に読み解き、なおかつ自分で議論を
論理的な仕方で作成できる力を養うことに繋げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 接続表現や指示表現の使い方をマスターする。 (知識・理
解)

(2) 議論の構造を的確につかまえることができるようになる。
(技能)

(3) 論理的に文章を読み解き、論理的に文章を書くことができ
るようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　論理学を学ぶ上で重要なことは、実際に問題を解く（演習を
する）ことである。そのため、授業では宿題として、いくつか
課題を課すことがあるので、その課題を必ずこなしてから、次
回の授業に臨むこと。当然のことながら、宿題をする前に、そ
の回に学んだことについて、毎回少なくとも30分は復習をする
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100%）で評価する。定期試験では、授業
内容を理解し、それぞれの単元で学んだことを十分理解したう
えで解答できていることを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。適宜レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

野矢茂樹『新版論理トレーニング』産業図書、2006年　
ISBN 978-4782802113

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、論理学の中でも基礎中の基礎を学んでも
らう。自分の「ことばの力」を、基本に立ち返って一から
確認したいという人たちの参加を期待する。
　なお、論理学を学ぶ上で最も重要なことは、実際に演習
を繰り返すこと（練習問題を数多く解くこと）である。授
業内での演習がメインとなるため、理由なき遅刻や欠席は
許されない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 指示表現と議論の接続
05. 確認テスト
06. 確認テストの解説
07. 議論の構造をつかまえる-1
08. 議論の構造をつかまえる-2
09. 議論の構造をつかまえる-2
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 演繹と推測
13. 確認テスト
14. 確認テストの解説
15. まとめ

※ この授業計画は、進度に応じて一部変更される可能性
があります。



2019-S000009403-08論理学Ａ（日常言語の論理学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　われわれが自分の意見を表明するときには、ある主張をした
上でそれを根拠づける（理由づける）必要がある（簡単な例で
は、「安楽死を認めるべきだ」という主張をした場合には、
「耐えがたい肉体的苦痛から救うため」というような根拠が必
要となる）。
　このような、主張をなし根拠づけるという作業が「論証」で
ある。主張をしたとしても、根拠づけをせずに言いっぱなしで
は、それには何の力もない。有効な論証を行なうことで初め
て、自分の意見を説得力のあるものにすることができるのであ
る。
　この授業のメインテーマは論証である。はじめに論文の中の
論証を取り出した上で、それを図式化してその構造を探り、つ
ぎにそれが妥当な論証であるかどうか反論を加えて評価し、最
後に論証に基づいてじっさいに論文を組み立ててゆく。これら
の作業を通して、論理的な思考のトレーニングをしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論証とは何か、またそれがどのような意味で重要なのか理解す
る。(知識・理解)

他者の意見をかんたんに受け入れるのではなく、批判的に検討
し反論する態度を身につける。(態度・志向性)

与えられたテーマについて、議論の流れを考慮に入れて論文を
構成する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時にレポート課題を示す
ので、それにつ　いてのレポートを作成すること。
・プリントに練習問題をつけているので、予習・復習しておく
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・割合：定期試験７５％、レポート２５％を目安として、総合
的に評価する。
・評価基準：①与えられた論証の構造を図式化できる。②授業
中に示された例　題等で、論証への効果的な反論ができる。こ
れらに従って、定期試験の評価　をする。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「死
刑制度」および　　「捕鯨問題」）、有効な論証をした上で自
分の意見を明確に記述しているか　を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。授業計画に沿ったプリントを配布
する予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

野矢茂樹『新版論理トレーニング』（産業図書）、2200
円+税　ISBN 978-4-7828-0211-3
野矢茂樹『論理トレーニング101題』(産業図書）、2000
円+税　ISBN 4-7828-0136-X
『マグロウヒル大学演習現代論理学（1）（加地大介訳、
オーム社）　ISBN 4-274-13032-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提となる知識等はとくに必要としないが、ね　ばりづ
よく思考することが求められる。考え続　けることは、運
動することよりきついものであ　るが、そういうトレーニ
ングこそ高校までの学　習に欠けていたものであり、ま
た、大学の授業　や社会において必要なものでもある。
・日常生活においてわれわれは、他人の発言やテ　レビの
ニュースをなにげなく聞きながしている　が、そのなかに
は論理的な誤りやあいまいさが
　ひそんでいるものである。例題をたくさん出す　ので、
どこが間違っているのか批判的に検討し　てほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　論理学と論理トレーニング
　２　接続語の用法
　３　議論の構造　
　４　ビデオ視聴とレポート作成（「死刑制　　　　　
度」）
　５　論証とは何か
　６　論証の同定
　７　標準形式
　８　結合論証と合流論証
　９　論証図式
１０　論証の評価
１１　推測(この回にレポート課題を指示する。
　　　テーマは「捕鯨問題」）
１２　仮説形成
１３　価値評価
１４　立論・批判・異論
１５　論文の組み立て



2019-S000009403-06論理学Ａ（現代論理学の基礎〔命題論理学〕）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

村田　剛一

◎－－－　概要　－－－◎

　「論理」という言葉は堅苦しく、また、日常会話の中では馴
染みのうすい言葉ではあるが、例えば、私たちが日常ときどき
出会う、あるいは、自分でおこなう次のような形の主張、即
ち、「かくかくである、しかじかである、・・・、従って、こ
れこれである」という形の主張（このような形の主張を「推
論」という）が正しいのか正しくないのかを問うとき、言い換
えれば、その推論は正しい推論なのか正しくない推論なのかを
問うとき、私たちはその論理を問題にしているのである。私た
ちは、普通、ある推論が正しいか正しくないかの判別を直観的
にやっているが、少し複雑な推論になるとこの直観は誤ること
もある。
　だが、そもそも、ある推論が正しい推論であるとか正しくな
い推論であるとはどういうことなのであろうか。論理学は、あ
る推論が正しい推論であるとか正しくない推論であるとはどう
いうことであるかを、また、ある推論が正しいか正しくないか
の判別の方法を、また、ある推論が正しいことの証明方法を提
示している。授業では、現代論理学の基礎である命題論理学を
学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

命題とは何かについて説明できる。(知識・理解)

日常の文の記号化の時に使う記号や論理語について説明でき
る。(知識・理解)

日常の文の記号化や真理表作成ができる。(技能)

推論形式の妥当性の判定基準・判定方法について説明できる。
(知識・理解)

推論形式の妥当性を幾つかの方法で判定できる。(技能)

推論形式の妥当性を演繹的に証明できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は前回までの内容を踏まえて話が進んでいくので、必ず復
習すること。また、授業前に再度内容を確認し、疑問点があれ
ば、そのままにせず、質問して疑問点を解決すること。また、
宿題がある場合は、必ずやってくること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　定期試験と平常点（宿題に解答する）。
②割合　定期試験９５％、平常点５％を目安として総合的に評
価する。
③評価基準　授業で取り上げた基本的な項目（命題、記号、論
理語、推論形式の妥当性、妥当性の判定基準・方法など）が正
確に理解できているか、また、命題の記号化や真理表作成が正
確にできているか、また、推論形式の妥当性を、指定された方
法で、判定・証明できているかという点を評価の基準としま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。プリント配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の積み重ねで話が進んでいくので、欠席しないように
して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　命題
　２　記号化、命題形式
　３　真理値
　４　論理語
　５　真理表
　６　真理関数
　７　事実式、恒真式、矛盾式
　８　推論、推論形式
　９　推論の妥当性とその判定基準
１０　推論の妥当性の判定
１１　急襲法１
１２　急襲法２
１３　導出規則１
１４　導出規則２
１５　命題論理学における証明



2019-S000009403-03論理学Ａ（考えることの科学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　ものを考えるとは、どういうことでしょうか。二つの側面が
あると思います。まず、われわれが「考えさせてほしい」など
と言うとき、そこで表明されているのは、さしあたって具体的
な決断や行為を控えたいという消極的な意志にすぎません。こ
れに対して《考える》という言葉にもっと積極的な意味が込め
られているときには、そういう留保や時間稼ぎのあいだに抽象
度のレベルを上げ、この現実をより明確な構造のもとにすくい
上げることが意図されています。

　《哲学＝補助線》説というのがあります。補助線というの
は、幾何学の問題を解く際、与えられた図形の性質をはっきり
させるため、解答者が勝手に描き込む線のことです。哲学とい
うのは、こうした補助線の一種ではないでしょうか。むやみに
漠然とした現実の輪郭を明瞭にするために、たいした根拠もな
いけれど、経験に描き加えられる余計な線が哲学だということ
です。そう考えると、哲学が「現実離れしている」というのは
批判になっていないように思います。世界が明瞭な焦点を結ぶ
ように、そこから距離をとることを、われわれは哲学と呼んで
いるわけですから。哲学や論理学が厳密な学問だと思っている
人も多いと思いますが、「こう考えたら何が始まるか」が問題
なのですから、ある意味コスト・パフォーマンスが問われてい
るわけです。

　本講では、《考えることの科学》、《考える方法論》という
テーマを、初等論理の習得を含めて半年間学び、哲学予備学と
しての論理学入門第一歩としたいと思います。哲学に対する関
心の有無に関わらず、広く知的好奇心を持つ学生の参加を希望
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　記号の操作としての形式論理の体系が、どのように発展して
きたのかを、哲学や思想の歴史との関連において見通すことが
できるようになります。(知識・理解)

　合理的な推論を、自覚的・方法的に行うことができるように
なります。(技能)

　判断の根拠を意識するようになり、直観に惑わされない習慣
が身につきます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業で取り上げる基礎的な術語（例.「ならば」や「可
能世界」等）の意味をネット検索などで事前に理解するように
してください。授業の最後に示される課題や練習問題などは、
教員の例解以前に各自で解答を試みること。復習する場合は、
授業で扱った単元ごとに、論旨の流れを自分なりの仕方で要約
してみてください。学習に必要な時間は、個人の理解度によっ
て異なりますが、１コマ当り30分程度を目安にしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の割
合は、定期試験の結果８割、授業への参加態度２割を目安にし
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　三浦俊彦、『論理学入門』　ISBN 978-4140018958
　その他、講義で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．論理とは何か
　２．システム論概説
　３．炉部屋の夢想
　４．「ならば」の周辺
　５．「または」の意味
　６．論理演算と悪魔のパズル
　７．真理条件と意味論
　８．《考える機械》の歴史
　９．帰納とその意味
　10．エメラルドは何色か
　11．「正しさ」とは何か
　12．必然性について
　13．可能世界探訪
　14．対称性と普遍性
　15．まとめと演習



2019-S000009404-01論理学Ｂ（三段論法の攻略）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

小林　信行

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、日本語表現を論理的に処理してゆく技法習得の
一環として、とくに三段論法表現を取り上げ、ことばの論理的
な構造の把握と実際的な運用能力を開発する。
　ただし講義では、現代の論理的思考の成果をふまえた三段論
法処理を学び、述語論理と呼ばれる現代論理学への展望を拓く
ものである。講義時間の多くは、文章構造を論理的に把握する
訓練に当てられる。三段論法の語法にそくして文章をとらえる
ことはかなりの時間を要するからである。また後半は、簡単な
図表を用いて三段論法の論理的評価を行う。その作業自体は単
純であるが、これをマスターして自分で三段論法を自在に運用
できるようになることが後半の課題となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

三段論法の仕組みを理解できるようになる。(知識・理解)

三段論法の形式的な正しさ（妥当性）を検討できるようにな
る。(技能)

日本語文作成・読解において論理的観点がもてるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業ではテキストを使用しないので、授業の前後に毎回の
ノートを整理しておく必要がある。とくに講義中に出題される
問題はそのすべてを講義後と次回講義前に一時間をかけて必ず
解答しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって日本語文の三段論法的分析とその運用能力
到達度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

クワイン「論理学の方法」（岩波書店）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は積み上げ式であり、また具体的な推論の分析練習
を行うので、自分なりの授業ノートを正確に作ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ことばと論理（一貫性と推論）。
２　演繹推理と帰納推論。
３　帰納推理と誤謬推理。
４　伝統的な推論（三段論法）の考え方。
５～８　文の内部構造と定言的言明。
９　定言的言明のVenn図表化。
10～13　伝統的三段論法の妥当性テスト。
14　Venn図表の可能性と限界。
15　述語論理への展望。



2019-S000009404-02論理学Ｂ（三段論法の攻略）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

小林　信行

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、日本語表現を論理的に処理してゆく技法習得の
一環として、とくに三段論法表現を取り上げ、ことばの論理的
な構造の把握と実際的な運用能力を開発する。
　ただし講義では、現代の論理的思考の成果をふまえた三段論
法処理を学び、述語論理と呼ばれる現代論理学への展望を拓く
ものである。講義時間の多くは、文章構造を論理的に把握する
訓練に当てられる。三段論法の語法にそくして文章をとらえる
ことはかなりの時間を要するからである。また後半は、簡単な
図表を用いて三段論法の論理的評価を行う。その作業自体は単
純であるが、これをマスターして自分で三段論法を自在に運用
できるようになることが後半の課題となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

三段論法の仕組みを理解できるようになる。(知識・理解)

三段論法の形式的な正しさ（妥当性）を検討できるようにな
る。(技能)

日本語文作成・読解において論理的観点をもてるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業ではテキストを使用しないので、授業の前後に毎回の
ノートを整理しておく必要がある。とくに講義中に出題される
問題はそのすべてを講義後と次回講義前に一時間をかけて必ず
解答しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって日本語文の三段論法分析とその運用能力到
達度を評価する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

クワイン「論理学の方法」（岩波書店）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は積み上げ式であり、また具体的な推論の分析練習
を行うので、自分なりの授業ノートを正確に作ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ことばと論理（一貫性と推論）。
２　演繹推理と帰納推論。
３　帰納推理と誤謬推理。
４　伝統的な推論（三段論法）の考え方。
５～８　文の内部構造と定言的言明。
９　定言的言明のVenn図表化。
10～13　伝統的三段論法の妥当性テスト。
14　Venn図表の可能性と限界。
15　述語論理への展望。



2019-S000009404-04論理学Ｂ（三段論法の攻略）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

小林　信行

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、日本語表現を論理的に処理してゆく技法習得の
一環として、とくに三段論法表現を取り上げ、ことばの論理的
な構造の把握と実際的な運用能力を開発する。
　ただし講義では、現代の論理的思考の成果をふまえた三段論
法処理を学び、述語論理と呼ばれる現代論理学への展望を拓く
ものである。講義時間の多くは、文章構造を論理的に把握する
訓練に当てられる。三段論法の語法にそくして文章をとらえる
ことはかなりの時間を要するからである。また後半は、簡単な
図表を用いて三段論法の論理的評価を行う。その作業自体は単
純であるが、これをマスターして自分で三段論法を自在に運用
できるようになることが後半の課題となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

三段論法の仕組みを理解できるようになる。(知識・理解)

三段論法の形式的な正しさ（妥当性）を検討できるようにな
る。(技能)

日本語文作成・読解において論理的観点をもてるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業ではテキストを使用しないので、授業の前後に毎回の
ノートを整理しておく必要がある。とくに講義中に出題される
問題はそのすべてを講義後と次回講義前に一時間をかけて必ず
解答しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって日本語文の三段論法分析とその運用能力到
達度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

クワイン「論理学の方法」（岩波書店）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は積み上げ式であり、また具体的な推論の分析練習
を行うので、自分なりの授業ノートを正確に作ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ことばと論理（一貫性と推論）。
２　演繹推理と帰納推論。
３　帰納推理と誤謬推理。
４　伝統的な推論（三段論法）の考え方。
５～８　文の内部構造と定言的言明。
９　定言的言明のVenn図表化。
10～13　伝統的三段論法の妥当性テスト。
14　Venn図表の可能性と限界。
15　述語論理への展望。



2019-S000009404-07論理学Ｂ（知性の限界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

末吉　康幸

◎－－－　概要　－－－◎

　書物や会話に現れる証明や推論の論理形式を、記号を用いて
分析し、そのことによりその形式を形式として明晰にする。
　学期前半では、意味論的方法により日常の文の論理構造を分
析する。
　学期後半では、公理論的方法により、論理的真理の意義、及
び証明の構造を学び、ゲーデルの証明を理解するための準備を
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的な言説の論理構造を読み取ることが出来るようになる。
(技能)

経験的真理と論理的真理・数学的真理の相違を学ぶ。(知識・
理解)

公理論的方法を学ぶ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業終了時に示す課題を必ずやっておくこと。予習復習に要す
る時間は45分程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって、論理的概念の理解度、日本語の文を論理式
に翻訳することに論理構造の理解度、公理論的証明の方法の理
解度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを適宜配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

大窪徳行・田畑博敏『論理学の方法』（北樹出版）
清水義夫『記号論理学』（東京大学出版会）
野矢茂樹『論理学』（東京大学出版会）
E.ナーゲル/J.R.ニューマン『ゲーデルは何を証明したか』
（白揚社）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　論理形式はルールです。ルールの習得は、自分の間違い
に自覚的になることによって可能になります。したがっ
て、練習問題を宿題に出しますから、練習問題は必ずやっ
てきてください。練習問題に数多く当たることによって、
自分が理解していない点が明らかになります。また、わか
らない点があれば、授業中でも、遠慮なく質問してくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　論理とは何か
２　日常言語と真理関数・真理表
３　推理と可能世界 / 妥当性とトートロジー
４　伝統的論理学と述語論理
５　関係と多重量化
６　妥当性とモデル
７　文論理の公理系
８　定理とメタ定理の証明
９　健全性と完全性の証明
10　述語論理の公理系
11　述語論理の健全性と完全性
12　数学の形式化
13　ラッセルのパラドクス
14　ゲーデルの証明(1)
15　ゲーデルの証明(2)



2019-S000009404-09論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

林　誓雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、本や論文を論理的に読み解き、そしてそこで
述べられている主張の是非について考え、最終的に自分の意見
を相手に正確に伝える技術の習得を目指す。その技術習得の一
環として、前半のパートでは特に演繹的推論の技術を正確に使
いこなす訓練を行なう。後半のパートでは前半で学んだことを
踏まえ、自分で議論を構築できるようになることを目指し、本
や論文で書かれている主張に対して論理的に批判する力を養
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 演繹と帰納がそれぞれどのような意味なのかを理解し、そ
れらの間の区別ができるようになる。 (技能)

(2) 議論の構造を的確につかまえることができるようになる。
(技能)

(3) 批判的な視点から文章を読み解き、疑問点などを挙げるこ
とができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　論理学を学ぶ上で重要なことは、実際に問題を解く（演習を
する）ことである。そのため、授業では宿題として、いくつか
課題を課すことがあるので、その課題を必ずこなしてから、次
回の授業に臨むこと。当然のことながら、宿題をする前に、そ
の回に学んだことについて、毎回少なくとも30分は復習をする
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100%）で評価する。定期試験では、授業
内容を理解し、それぞれの単元で学んだことを十分理解したう
えで解答できていることを評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。適宜レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

野矢茂樹『新版論理トレーニング』産業図書、2006年　
ISBN 978-4782802113

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、論理学の中でも基礎中の基礎を学んでも
らう。自分の「ことばの力」を、基本に立ち返って一から
確認したいという人たちの参加を期待する。
　なお、論理学を学ぶ上で最も重要なことは、実際に演習
を繰り返すこと（練習問題を数多く解くこと）である。授
業内での演習がメインとなるため、理由なき遅刻や欠席は
許されない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション
02. 二種類の導出：演繹と推測
03. 仮説形成と暗黙の前提
04. 他の仮説の消去
05. 逆・裏・対偶-1
06. 逆・裏・対偶-2
07. 確認テスト
08. 確認テストの解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 複合問題の演習
12. 存在文を含む論証と消去法
13. 背理法
14. 確認テスト
15. まとめ

※ この授業計画は、進度に応じて一部変更される可能性
があります。



2019-S000009404-08論理学Ｂ（記号論理学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　例えば、「水溶液が酸性ならば、リトマス紙は（水溶液に浸
されれば）赤くなる。リトマス紙は赤くならない。ゆえに水溶
液は酸性ではない。」という論証をみてみよう。
　これは正しい論証であるが、一つ一つの文を記号化すれば論
証のかたちは、より明確になる（ｐならばｑ｡ｑではない｡ゆえ
にｐではない｡）。記号化することで、自然言語（日本語、英
語など）で表現するより正確に論証を表現できるし、さらに、
個別の例ではなく、一般的に論証をあつかうことができるよう
にもなるのである。
　論理学Bでは、形式言語（文や、文どうしを接続することば
を記号化した言語）が導入される。この言語のなかで、論証の
型や証明の方法を学んでゆくこととしたい。
　授業の前半では、命題論理学の範囲内で真理値表や自然演繹
の方法による証明を学び、後半では述語論理学にまで範囲をひ
ろげて量化理論の基礎を学ぶ予定である。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

真理値表を書くことができる。(技能)

自然演繹の方法で、論証の証明ができる。(技能)

量化理論の基礎を理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・配布したプリントを読んで、記号表現の意味などを確認して
おくこと。
・授業中に練習問題をいくつか宿題として出題するので、次回
の授業までに解　いておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・評価方法：定期試験、平常点（小テスト）により評価する。
・割合：定期試験８０％、平常点２０％を目安として総合的に
評価する。
・評価基準：①真理値表を作成できる。②自然演繹による論証
の証明ができ　　る。③量化子を使って記号表現できる。
　以上の点に基づいて定期試験の評価をする。
・小テストはその日に学んだ内容から数問出題する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。授業計画に沿ってわかりやすく解
説したプリントを配布する予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

ノルト、ロハティン『現代論理学（Ⅰ）』(加地大介訳、
オーム社）、2700円＋税　ISBN 4-274-13032-0
金子洋之『記号論理入門』（産業図書）、2400円＋税　
ISBN 4-7828-0201-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

見慣れない記号を使うのでむずかしく見えるかもしれませ
んが、そんなことはありません。順を追って学んでいけば
十分に理解できると思います。ただし、そのためには、
①欠席しないこと。欠席するとそれまでの内容が分からな
くなり、先に進めなくなります。
②授業中に解いた問題を解きなおして、理解を深めておく
こと（復習）。論理記号の意味などもきちんと覚えるよう
にしてください。
③宿題はかならず各自で解いてみて、授業中にどこが間違
えていたか確認すること（予習）。
以上の各点を守って授業に取り組んでください。そうすれ
ば、楽しく学べると思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　日常言語と形式言語
　２　命題論理と述語論理
　３　要素命題と複合命題
　４　論理結合子
　５　真理値表
　６　トートロジーと論証
　７　自然演繹の体系　
　８　規則と証明(1)
　９　規則と証明(2)　
１０　命題論理の限界
１１　命題の内部構造
１２　述語と個体　
１３　全称量化子と存在量化子
１４　論理式の解釈
１５　恒真式と論証



2019-S000009404-06論理学Ｂ（現代論理学入門〔命題論理学、述語論理学〕）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

村田　剛一

◎－－－　概要　－－－◎

　「かくかくである，しかじかである，・・・，従って，これ
これである」という形の主張を「推論」というが，推論には正
しいものと正しくないものがある。私たちは，普通，ある推論
が正しいか正しくないかの判別を直観的にやっているが，少し
複雑な推論になるとこの直観は誤ることもある。
　論理学は，ある推論が正しいとか正しくないとはどういうこ
とであるかを，また，ある推論が正しいか正しくないかの判別
の方法を，また，ある推論が正しいことの証明方法を提示して
いる。この授業では，現代論理学の基礎である命題論理学を簡
潔に学んだ後，述語論理学を学ぶ。
　命題論理学は，文（=命題）を基本的な単位とし，文の内部
構造を考えない論理学である。この命題論理学が扱うことがで
きる推論は限られている。例えば，「すべての人間は死ぬ，ソ
クラテスは人間である，故にソクラテスは死ぬ」という古くか
ら知られ，また，直観的に正しいとわかる推論の正しさを，命
題論理学の手法では証明することができない。このような推論
の正しさは，文（=命題）の内部構造（文の主語と述語）に着
目することによって証明される。述語論理学は文（=命題）の
内部構造に着目するのである。この授業では，命題論理学を速
習した後，命題論理学をその部分として含むいっそう広範な体
系である述語論理学を学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

命題について説明できる。(知識・理解)

命題の記号化に使う記号、また、論理語について説明できる。
(知識・理解)

命題の記号化や真理表作成ができる。(技能)

推論形式の妥当性の判定基準・判定方法を説明できる。(知
識・理解)

推論形式の妥当性の判定、また、演繹的証明ができる。(技能)

単称命題、主語と述語、普遍命題と存在命題について説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業は前回までの内容を踏まえて話が進んでいくので，必ず復
習すること。また，授業前に再度内容を確認し，疑問点があれ
ば，そのままにせず，質問して疑問点を解決すること。また，
宿題がある場合は，必ずやってくること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　定期試験と平常点（宿題に解答する）。
②割合　定期試験９５％，平常点５％を目安として総合的に評
価する。
③評価基準　授業で取り上げた基本的な項目（命題、記号、論
理語、推論形式の妥当性、妥当性の判定基準・方法、単称命
題、主語と述語、普遍命題と存在命題など）が正確に理解でき
ているか、また、命題の記号化や真理表作成が正確にできてい
るか、また、推論形式の妥当性を、指定された方法で、判定・
証明することができているかという点を評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。プリント配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私の「論理学Ａ」を履修していなくても履修できます。
毎回の積み重ねで話が進んでいくので，欠席しないように
して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　（命題論理学）命題，記号化，命題形式
　２　論理語１，真理表
　３　論理語２，真理表
　４　事実式，恒真式，矛盾式
　５　推論，推論の妥当性とその判定基準
　６　推論の妥当性の判定１
　７　推論の妥当性の判定２
　８　導出規則１
　９　導出規則２
１０　命題論理学における証明１
１１　命題論理学における証明２
１２　命題論理学における証明３
１３　（述語論理学）単称命題，主語，述語
１４　普遍命題，存在命題
１５　導出規則，述語論理学における証明



2019-S000009404-03論理学Ｂ（パラドックスの論理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　最近、パラドックスという言葉が学問の書物の表題として、
眼につくように思います。『金融政策のパラドックス』、『投
票のパラドックス』、『流体力学のパラドックス』等々。言葉
自体はギリシャ語起源で、一般に受け容れられている物の見方
から逸脱するもの、非常識という程度の意味です。具体的に
は、もっともらしい前提から、正しいと思われる推論過程を経
て、およそありそうもない結論が出てくる現象を指します。一
般に、あたりまえのこと、自明なことを一つ一つ積み上げて、
およそ直観に反する帰結を導くことが学問の醍醐味だと考えら
れています。してみると、学問の専門家たちが、各分野の面白
さの肝の部分をパラドックスの形で表現したいと思うのは自然
なことかもしれません。

　本講でパラドックスを取り上げることの意義は、少し違いま
す。それは、われわれが何をあたりまえのこと、常識と見なす
のかということです。これは、非常識な現象自体を扱うよりも
むしろ難しいことです。

　ある批評家によれば、常識とは《他人の思考》のことだそう
です。つまり、自分はどうあれ、他の人々がそう考えているだ
ろうと皆が何となく思っていること、それが常識だというので
す。その意味では、思考の外側には別の思考しかない、あるい
は同じことですが、《考えること》の外部など存在しないと言
えるかもしれません。そうした、考えることにまつわる目まい
のするような構造を示して「考えることの科学」としての論理
学入門・中級篇としたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　パラドックスが単なる好奇心の対象ではなく、学問・思想の
発展において一定の役割を果たしてきたことが理解できるよう
になります。(知識・理解)

　パラドックスの見方、その一般的な対処法が習得できます。
(技能)

　つねに判断の根拠や前提を問う姿勢、健全な意味での批判的
態度が身につきます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の授業で取り上げる基礎的な術語（例.「ニューカムの問
題」や「ペテルブルクの賭け」等）の意味をネット検索などで
事前に理解するようにしてください。授業の最後に示される課
題や練習問題などは、教員の例解以前に各自で解答を試みるこ
と。復習する場合は、授業で扱った単元ごとに、論旨の流れを
自分なりの仕方で要約してください。学習に必要な時間は、個
人の理解度によって異なりますが、１コマ当り30分程度を目安
にしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の
割合は、定期試験の結果８割、授業への参加態度２割を目安に
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　セインズブリー、『パラドックスの哲学』　ISBN
978-4326152773
　その他、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　論理学Ａ（できれば同じ担当者によるもの）を事前に受
講していることが望ましいですが、履修の前提条件ではあ
りません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入講義：常識とは何か
２．思考の枠組みとエートス論
３．モンティ・ホールの問題
４．ベイズの定理
５．ニューカムの問題
６．パスカルの賭け
７．抜き打ち試験のパラドックス
８．共通知識と相互知識
９．囚人のジレンマ
10．射撃室のパラドックス
11．ペテルブルクの賭け
12．観測選択効果
13．眠り姫問題
14．人間原理と宇宙論
15．まとめと演習



2019-S000009405-07倫理学Ａ（応用倫理学概説）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

佐藤　岳詩

◎－－－　概要　－－－◎

現代社会においては、様々な技術の発展に伴って、多くの倫理
的な問題が生じています。その中でも、医療倫理や生命倫理、
動物倫理、環境倫理など、現実の身近な諸問題を倫理学の観点
から考察し応用倫理学の基本的な考え方を習得するとともに、
それらの問題に対する自分なりの態度を持つことを目指しま
す。
授業は特定の事柄についての概要の提示、それにまつわる倫理
的諸問題の提示といった講義形式で進めますが、授業中に質疑
を行うこともあり、授業後にはコメントペーパーの提出を求め
ます。
基本的には授業時に配布する資料を解説する形で進めますが、
必要に応じて映画などの映像資料、新聞や動画などを用いるこ
ともあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）「自律」「自由主義」「他者危害の原則」といった応用
倫理学の基本的な概念を説明することができる。(知識・理解)

（2）現実のさまざまな諸問題に対する、自分の意見を述べる
ことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎時間終了時に、次回の授業テーマを示すので、事前にその
テーマにかかわる予備知識を得ておくこと。また授業の内容は
連続的なものとなっているので、復習を行い、その都度の理解
を深めることで、次の授業に備えること（あわせて30分程
度）。その他にも、日常の中でニュースやテレビ、インター
ネットなどで接する事柄には倫理に関係していることが多いの
で、授業で得た知識をもとに自分なりに考えてみるよう心がけ
て下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（１回：70％）、毎授業時のコメントペーパーの内容
（15回：30％）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

新聞やニュースなどを見て、普段から問題意識をもって授
業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
授業の形式や内容に関する概説を行う

2　応用倫理学の考え方
応用倫理学とは何か、応用倫理学の考え方について理解す
る

3　日常の倫理
私たちの身の回りの日常の倫理について考える

4　日常の倫理
私たちの身の回りの日常の倫理について考える

5　エンハンスメントの倫理
能力増強、エンハンスメントにかかわる倫理について考え
る

6　エンハンスメントの倫理
能力増強、エンハンスメントにかかわる倫理について考え
る

7　医療倫理学
医療現場で問題となる倫理について考える

8　医療倫理学
医療現場で問題となる倫理について考える

9　生命倫理学
私たちの生命にかかわる倫理について考える

10　生命倫理学
私たちの生命にかかわる倫理について考える

11　動物倫理学
食肉などから動物と人の関係にかかわる倫理について考え
る

12　動物倫理学
食肉などから動物と人の関係にかかわる倫理について考え
る

13　環境倫理学
地球環境にかかわる倫理について考える

14　環境倫理学
地球環境にかかわる倫理について考える

15　授業のまとめ
これまでの授業を振り返り、まとめを行う



2019-S000009405-10倫理学Ａ（応用倫理学概説）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

佐藤　岳詩

◎－－－　概要　－－－◎

現代社会においては、様々な技術の発展に伴って、多くの倫理
的な問題が生じています。その中でも、医療倫理や生命倫理、
動物倫理、環境倫理など、現実の身近な諸問題を倫理学の観点
から考察し応用倫理学の基本的な考え方を習得するとともに、
それらの問題に対する自分なりの態度を持つことを目指しま
す。
授業は特定の事柄についての概要の提示、それにまつわる倫理
的諸問題の提示といった講義形式で進めますが、授業中に質疑
を行うこともあり、授業後にはコメントペーパーの提出を求め
ます。
基本的には授業時に配布する資料を解説する形で進めますが、
必要に応じて映画などの映像資料、新聞や動画などを用いるこ
ともあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）「自律」「自由主義」「他者危害の原則」といった応用
倫理学の基本的な概念を説明することができる(知識・理解)

現実のさまざまな諸問題に対する、自分の意見を述べることが
出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎時間終了時に、次回の授業テーマを示すので、事前にその
テーマにかかわる予備知識を得ておくこと。また授業の内容は
連続的なものとなっているので、復習を行い、その都度の理解
を深めることで、次の授業に備えること（あわせて30分程
度）。その他にも、日常の中でニュースやテレビ、インター
ネットなどで接する事柄には倫理に関係していることが多いの
で、授業で得た知識をもとに自分なりに考えてみるよう心がけ
て下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（１回：70％）、毎授業時のコメントペーパーの内容
（15回：30％）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

新聞やニュースなどを見て、普段から問題意識をもって授
業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
授業の形式や内容に関する概説を行う

2　応用倫理学の考え方
応用倫理学とは何か、応用倫理学の考え方について理解す
る

3　日常の倫理
私たちの身の回りの日常の倫理について考える

4　日常の倫理
私たちの身の回りの日常の倫理について考える

5　エンハンスメントの倫理
能力増強、エンハンスメントにかかわる倫理について考え
る

6　エンハンスメントの倫理
能力増強、エンハンスメントにかかわる倫理について考え
る

7　医療倫理学
医療現場で問題となる倫理について考える

8　医療倫理学
医療現場で問題となる倫理について考える

9　生命倫理学
私たちの生命にかかわる倫理について考える

10　生命倫理学
私たちの生命にかかわる倫理について考える

11　動物倫理学
食肉などから動物と人の関係にかかわる倫理について考え
る

12　動物倫理学
食肉などから動物と人の関係にかかわる倫理について考え
る

13　環境倫理学
地球環境にかかわる倫理について考える

14　環境倫理学
地球環境にかかわる倫理について考える

15　授業のまとめ
これまでの授業を振り返り、まとめを行う



2019-S000009405-05倫理学Ａ（死へのまなざし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　あらゆる人に死は平等に訪れる。ゆえに、そのうちの一人で
ある自分がいずれ死ぬことも自明な真理なのであるが、だから
といって日頃から自分の死について考えをめぐらしている人が
いるかというと、そんな人はほとんどいないだろう。自分の死
などというものは、わきに置いて忘れ去っているというのがふ
つうなのである。
　だが、あえてそちらの方に視線を向けてみるならば、それは
なんと途方もないことであろうか。他ならぬこの「私」が――
だれでもが「私」である――世界から消えてなくなるとは。だ
いいち、「私」は自分の死がどんなものか知ることができない
し、死んだあと自分がどうなるか知ることもできないのであ
る。そのような謎に包まれた死によって、自分の平凡な日常が
限界づけられていることを自覚するとき、何か異様な驚きに打
たれないだろうか。
　この授業では、一人称（私）の死の意味について考えてみ
る。私の消滅という捉えどころのない事態に少しでも近づいて
みたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人の死が人称によって異なる現れ方をすることを説明できる。
(知識・理解)

他者の死とは異なる、一人称（私）の死の特異性を説明でき
る。(知識・理解)

人間の限界を自覚し、生きることを新たな視点から見直すよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時に課題を示すので、そ
れについてのレ　ポートを作成すること。
・単元ごとに理解度をチェックするための質問をするので、復
習しておくこと　が望ましい。
・プリントを配布した場合は、何度も読んで理解を深めておく
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・死の人称的な意味を正しく理解しているか、ハイデガーの実
存思想を理解し　ているか、生を新たに見直す視点がどの程度
まで身についているか。こうし　た点を基準にして、定期試験
の評価をする。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは、性
同一性障害および　安楽死）、レポートの課題について、十分
なデータを集めたか、そのデータ　に基づいて自分の見解を明
確に記述しているかを評価の基準とする。
・定期試験の成績を75％、提出されたレポートの評価を25％で
評価する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。わかりやすく板書し、必要に応じてプリント
を配布する予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

トルストイ『イワン・イリッチの死』（米川正夫訳、岩波
文庫）　ISBN 4-00-326193-3
B.パスカル『パンセ』（前田・由木訳、中公文庫）　ISBN
4-12-200060-2
ハイデガー『存在と時間（3）（熊野純彦訳、岩波文庫）
　ISBN 978-4-00-336516-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識等はとくに必要ない。
・質問を受けた場合は、自分の意見をはっきりと　言うこ
と。分からない場合も、言葉にして表明　する必要があり
ます。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　死への日常的態度
 2　死後の問題について
 3　死の人称性とその重み
 4　三人称の死と個体死
 5　二人称の死：かけがえのなさ
 6　ビデオ視聴とレポート課題の提示：性同一 　　 性障
害
 7  一人称の死(1)：世界の中心の消滅
 8　一人称の死(2)：不在と無
 9　死へとかかわる存在：ハイデガーの死生観 10　本来性
と非本来性
11　トルストイ『イワン・イリッチの死』をめ　　　ぐっ
て
12　映画『生きる』（黒澤明）にみる生と死
13　ビデオ視聴とレポート課題の提示：安楽死の　　問題
14　剥奪としての死：ネーゲルの死の理論
15　死は悪か：ネーゲルとエピクロス



2019-S000009405-06倫理学Ａ（死へのまなざし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　あらゆる人に死は平等に訪れる。ゆえに、そのうちの一人で
ある自分がいずれ死ぬことも自明な真理なのであるが、だから
といって日頃から自分の死について考えをめぐらしている人が
いるかというと、そんな人はほとんどいないだろう。自分の死
などというものは、わきに置いて忘れ去っているというのがふ
つうなのである。
　だが、あえてそちらの方に視線を向けてみるならば、それは
なんと途方もないことであろうか。他ならぬこの「私」が――
だれでもが「私」である――世界から消えてなくなるとは。だ
いいち、「私」は自分の死がどんなものか知ることができない
し、死んだあと自分がどうなるか知ることもできないのであ
る。そのような謎に包まれた死によって、自分の平凡な日常が
限界づけられていることを自覚するとき、何か異様な驚きに打
たれないだろうか。
　この授業では、一人称（私）の死の意味について考えてみ
る。私の消滅という捉えどころのない事態に少しでも近づいて
みたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人の死が人称によって異なる現れ方をすることを説明できる。
(知識・理解)

他者の死とは異なる、一人称（私）の死の特異性を説明でき
る。(知識・理解)

人間の限界を自覚し、生きることを新たな視点から見直すよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時に課題を示すので、そ
れについてのレ　ポートを作成すること。
・単元ごとに理解度をチェックするための質問をするので、復
習しておくこと　が望ましい。
・プリントを配布した場合は、何度も読んで理解を深めておく
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・死の人称的な意味を正しく理解しているか、ハイデガーの実
存思想を理解し　ているか、生を新たに見直す視点がどの程度
まで身についているか。こうし　た点を基準にして、定期試験
の評価をする。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは、性
同一性障害および　安楽死）、レポートの課題について、十分
なデータを集めたか、そのデータ　に基づいて自分の見解を明
確に記述しているかを評価の基準とする。
・定期試験の成績を75％、提出されたレポートの評価を25％で
評価する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。わかりやすく板書し、必要に応じてプリント
を配布する予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

トルストイ『イワン・イリッチの死』（米川正夫訳、岩波
文庫）　ISBN 4-00-326193-3
B.パスカル『パンセ』（前田・由木訳、中公文庫）　ISBN
4-12-200060-2
ハイデガー『存在と時間（3）（熊野純彦訳、岩波文庫）
　ISBN 978-4-00-336516-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識等はとくに必要ない。
・質問を受けた場合は、自分の意見をはっきりと　言うこ
と。分からない場合も、言葉にして表明　する必要があり
ます。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　死への日常的態度
 2　死後の問題について
 3　死の人称性とその重み
 4　三人称の死と個体死
 5　二人称の死：かけがえのなさ
 6　ビデオ視聴とレポート課題の提示：性同一 　　 性障
害
 7  一人称の死(1)：世界の中心の消滅
 8　一人称の死(2)：不在と無
 9　死へとかかわる存在：ハイデガーの死生観 10　本来性
と非本来性
11　トルストイ『イワン・イリッチの死』をめ　　　ぐっ
て
12　映画『生きる』（黒澤明）にみる生と死
13　ビデオ視聴とレポート課題の提示：安楽死の　　問題
14　剥奪としての死：ネーゲルの死の理論
15　死は悪か：ネーゲルとエピクロス



2019-S000009405-08倫理学Ａ（死へのまなざし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　あらゆる人に死は平等に訪れる。ゆえに、そのうちの一人で
ある自分がいずれ死ぬことも自明な真理なのであるが、だから
といって日頃から自分の死について考えをめぐらしている人が
いるかというと、そんな人はほとんどいないだろう。自分の死
などというものは、わきに置いて忘れ去っているというのがふ
つうなのである。
　だが、あえてそちらの方に視線を向けてみるならば、それは
なんと途方もないことであろうか。他ならぬこの「私」が――
だれでもが「私」である――世界から消えてなくなるとは。だ
いいち、「私」は自分の死がどんなものか知ることができない
し、死んだあと自分がどうなるか知ることもできないのであ
る。そのような謎に包まれた死によって、自分の平凡な日常が
限界づけられていることを自覚するとき、何か異様な驚きに打
たれないだろうか。
　この授業では、一人称（私）の死の意味について考えてみ
る。私の消滅という捉えどころのない事態に少しでも近づいて
みたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人の死が人称によって異なる現れ方をすることを説明できる。
(知識・理解)

他者の死とは異なる、一人称（私）の死の特異性を説明でき
る。(知識・理解)

人間の限界を自覚し、生きることを新たな視点から見直すよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時に課題を示すので、そ
れについてのレ　ポートを作成すること。
・単元ごとに理解度をチェックするための質問をするので、復
習しておくこと　が望ましい。
・プリントを配布した場合は、何度も読んで理解を深めておく
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・死の人称的な意味を正しく理解しているか、ハイデガーの実
存思想を理解し　ているか、生を新たに見直す視点がどの程度
まで身についているか。こうし　た点を基準にして、定期試験
の評価をする。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは、性
同一性障害および　安楽死）、レポートの課題について、十分
なデータを集めたか、そのデータ　に基づいて自分の見解を明
確に記述しているかを評価の基準とする。
・定期試験の成績を75％、提出されたレポートの評価を25％で
評価する。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。わかりやすく板書し、必要に応じてプリント
を配布する予定。

◎－－－　参考書　－－－◎

トルストイ『イワン・イリッチの死』（米川正夫訳、岩波
文庫）　ISBN 4-00-326193-3
B.パスカル『パンセ』（前田・由木訳、中公文庫）　ISBN
4-12-200060-2
ハイデガー『存在と時間（3）（熊野純彦訳、岩波文庫）
　ISBN 978-4-00-336516-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識等はとくに必要ない。
・質問を受けた場合は、自分の意見をはっきりと　言うこ
と。分からない場合も、言葉にして表明　する必要があり
ます。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　死への日常的態度
 2　死後の問題について
 3　死の人称性とその重み
 4　三人称の死と個体死
 5　二人称の死：かけがえのなさ
 6　ビデオ視聴とレポート課題の提示：性同一 　　 性障
害
 7  一人称の死(1)：世界の中心の消滅
 8　一人称の死(2)：不在と無
 9　死へとかかわる存在：ハイデガーの死生観 10　本来性
と非本来性
11　トルストイ『イワン・イリッチの死』をめ　　　ぐっ
て
12　映画『生きる』（黒澤明）にみる生と死
13　ビデオ視聴とレポート課題の提示：安楽死の　　問題
14　剥奪としての死：ネーゲルの死の理論
15　死は悪か：ネーゲルとエピクロス



2019-S000009405-03倫理学Ａ（生命倫理学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

村田　剛一

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、医療の現場では、従来の医者・医療関係者任せの医療
ではなく、患者主体の医療・患者の権利・患者の自己決定が重
要視されてきている。
　また、医療技術・生命に関わる技術（例えば、生命維持装
置、臓器移植技術、遺伝子診断技術、クローン技術など）が進
展することで、私たちは以前には得られなかった様々な恩恵を
受けることが出来るようになった。しかし他方で、それらの技
術の使い方次第では、人権の侵害や人間性の疎外が生じうる。
それらの技術をどのように・どのような範囲まで使うべきか、
より一般的に言えば、生命に対して人間はどのように関わるべ
きかという新たな倫理的な問題が生じている。
　授業では、医療の倫理に関する問題、倫理的思考、医療技
術・生命に関わる技術の進展によって生じてきた様々な倫理的
問題について、その基本的な事柄を学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

医療の場でのパターナリズムについて説明できる。(知識・理
解)

臨床治験・医療の場でのインフォームド・コンセントについて
説明できる。(知識・理解)

倫理的思考の４つのレベルについて、そのそれぞれのポイント
を説明できる。(知識・理解)

ヒポクラテスの誓いの中の「医者は、自分の能力と判断に従っ
て、患者のためになることをすべし、患者を害することなか
れ」という項目の大事な点と問題点を説明できる。(知識・理
解)

脳死状態と植物状態の違い、旧臓器移植法成立の状況、旧臓器
移植法と改正臓器移植法の違いなどについて説明できる。(知
識・理解)

医療の在り方について注意深くなる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業を復習し、言葉の意味や授業内容について疑問点が
あれば、質問を準備しておく。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　定期試験。
②評価基準　20世紀後半における医療倫理の変革に関する基本
的な項目（パターナリズム、インフォームド・コンセント、ヒ
ポクラテスの誓いの大事な点と問題点など）について、また、
倫理的思考について、正確に理解できているか、そして、臓器
移植に関する基本的な項目（脳死状態と植物状態、旧臓器移植
法と改正臓器移植法など）について正確に理解できているかと
いう点を評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の積み重ねで話が進んでいくので、欠席しないように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　20世紀後半における医療倫理の変革
　２　ヒポクラテスの誓い、パターナリズム
　３　患者の人権擁護、自己決定権の尊重
　４　倫理的思考１
　５　倫理的思考２
　６　ヒポクラテスの誓いとその批判１
　７　ヒポクラテスの誓いとその批判２
　８　臓器移植
　９　死、死体移植、生体移植
１０　脳死移植
１１　脳死状態と植物状態
１２　脳死についての幾つかの考え方
１３　脳死移植を認めるための３つのモデル
１４　臓器移植法・改正臓器移植法
１５　安楽死、尊厳死など



2019-S000009405-04倫理学Ａ（生命倫理学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

村田　剛一

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、医療の現場では、従来の医者・医療関係者任せの医療
ではなく、患者主体の医療・患者の権利・患者の自己決定が重
要視されてきている。
　また、医療技術・生命に関わる技術（例えば、生命維持装
置、臓器移植技術、遺伝子診断技術、クローン技術など）が進
展することで、私たちは以前には得られなかった様々な恩恵を
受けることが出来るようになった。しかし他方で、それらの技
術の使い方次第では、人権の侵害や人間性の疎外が生じうる。
それらの技術をどのように・どのような範囲まで使うべきか、
より一般的に言えば、生命に対して人間はどのように関わるべ
きかという新たな倫理的な問題が生じている。
　授業では、医療の倫理に関する問題、倫理的思考、医療技
術・生命に関わる技術の進展によって生じてきた様々な倫理的
問題について、その基本的な事柄を学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

医療の場でのパターナリズムについて説明できる。(知識・理
解)

臨床治験・医療の場でのインフォームド・コンセントについて
説明できる。(知識・理解)

倫理的思考の４つのレベルについて、そのそれぞれのポイント
を説明できる。(知識・理解)

ヒポクラテスの誓いの中の「医者は、自分の能力と判断に従っ
て、患者のためになることをすべし、患者を害することなか
れ」という項目の大事な点と問題点を説明できる。(知識・理
解)

脳死状態と植物状態の違い、旧臓器移植法成立の状況、旧臓器
移植法と改正臓器移植法の違いなどについて説明できる。(知
識・理解)

医療の在り方について注意深くなる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業を復習し、言葉の意味や授業内容について疑問点が
あれば、質問を準備しておく。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　定期試験。
②評価基準　20世紀後半における医療倫理の変革に関する基本
的な項目（パターナリズム、インフォームド・コンセント、ヒ
ポクラテスの誓いの大事な点と問題点など）について、また、
倫理的思考について、正確に理解できているか、そして、臓器
移植に関する基本的な項目（脳死状態と植物状態、旧臓器移植
法と改正臓器移植法など）について正確に理解できているかと
いう点を評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の積み重ねで話が進んでいくので、欠席しないように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　20世紀後半における医療倫理の変革
　２　ヒポクラテスの誓い、パターナリズム
　３　患者の人権擁護、自己決定権の尊重
　４　倫理的思考１
　５　倫理的思考２
　６　ヒポクラテスの誓いとその批判１
　７　ヒポクラテスの誓いとその批判２
　８　臓器移植
　９　死、死体移植、生体移植
１０　脳死移植
１１　脳死状態と植物状態
１２　脳死についての幾つかの考え方
１３　脳死移植を認めるための３つのモデル
１４　臓器移植法・改正臓器移植法
１５　安楽死、尊厳死など



2019-S000009405-01倫理学Ａ（プライバシーの倫理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　生命を奪われるのと昼食を食べ損なうのとでは、どちらが重
大事でしょうか。答えは、肉食獣の狩りの成功率が予想外に低
いことを部分的に説明します。では、七歳の少女が誘拐されて
殺され犯人も捕まらないのと、街路や商店、駅などに増え続け
る監視カメラが与える漠然とした圧迫感とでは、どちらが重要
でしょうか。公共の安寧秩序とプライバシーの権利が司法の場
で争うことはたまにありますが、プライバシー側の勝利が報じ
られるのは希です。そもそも彼らは、公の場で振るべき旗を間
違えているのではないでしょうか。軍隊で最下級の兵卒のこと
を、英語でプライベートというのは偶然ではありません。

　狩りの成功率がいかに低かろうと、弱肉強食の食物連鎖が存
在することは厳然たる事実です。同様に、私の実存の中心付近
にある、ちっぽけで脆弱な部分が、自身の手を離れて第三者
（政府や企業など）の統制下に入るとき、私の生は、ほぼその
名に値しないものに変貌する可能性があります。その悪夢は、
カフカの不条理小説や全体主義下の人々の生活を描いたドキュ
メンタリーなどに見られる通りです。

　そもそも私のプライバシーは、公共性から疎外された純粋な
残余というわけではありません。生老病死をはじめとする私の
最も個人的な体験は、集合的にはもちろん社会的な意味を持
ち、近年のビッグデータは、そのことを改めて可視化したもの
と考えられます。

　本講では、政治哲学、社会科学、情報倫理などの知見を借り
ながら《公共的なもの》と《私秘的なもの》の錯綜した関係を
解き明かしたいと思います。学生諸君の「世界の見通しが良く
なること」、「今まで見えなかったものが見えるようになるこ
と」に繋がれば幸いです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　プライバシーの概念とその変遷を、思想史の問題として説明
できる。(知識・理解)

　プライバシーに関わる具体的問題を、法制度上の権利と技術
的な基盤の双方に関連づけて論じることができる。(技能)

　当該問題の枠を超えて、広い視野と寛容な態度を得ることが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、参考文献に目を通したり、シラバス上のキーワード
をネット検索で事前に調べるなどして行ってください。復習を
する場合は、個々の内容も大事ですが、項目間の関係などを理
解することに重点を置くべきかと。学習時間としては、１回当
り30分くらいで十分でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の
割合は、定期試験８割と講義中の課題２割による総合評価とし
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　多岐にわたるため、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校程度の社会・公民の知識があることが望ましいです
が、履修の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．導入講義
　　　「やましいことは何もない」？
　２．《公共性》の諸相
　３．「人間の条件」概説
　４．イディオテスとプリヴァートゥス
　５．プライバシーの伝統的概念
　６．セグメントの問題
　７．データ・スティグマ
　８．「個人の尊重」原則の４つの層
　９．法制度の現状と基礎的理解
　10．プライバシー保護の技術的基盤
　11．アーキテクチャとは何か
　12．「超個人主義」とフィルターバブル
　13．道徳の工学的実装？
　14．システムの外部としての倫理
　15．要約と落ち穂拾い



2019-S000009405-02倫理学Ａ（プライバシーの倫理）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　生命を奪われるのと昼食を食べ損なうのとでは、どちらが重
大事でしょうか。答えは、肉食獣の狩りの成功率が予想外に低
いことを部分的に説明します。では、七歳の少女が誘拐されて
殺され犯人も捕まらないのと、街路や商店、駅などに増え続け
る監視カメラが与える漠然とした圧迫感とでは、どちらが重要
でしょうか。公共の安寧秩序とプライバシーの権利が司法の場
で争うことはたまにありますが、プライバシー側の勝利が報じ
られるのは希です。そもそも彼らは、公の場で振るべき旗を間
違えているのではないでしょうか。軍隊で最下級の兵卒のこと
を、英語でプライベートというのは偶然ではありません。

　狩りの成功率がいかに低かろうと、弱肉強食の食物連鎖が存
在することは厳然たる事実です。同様に、私の実存の中心付近
にある、ちっぽけで脆弱な部分が、自身の手を離れて第三者
（政府や企業など）の統制下に入るとき、私の生は、ほぼその
名に値しないものに変貌する可能性があります。その悪夢は、
カフカの不条理小説や全体主義下の人々の生活を描いたドキュ
メンタリーなどに見られる通りです。

　そもそも私のプライバシーは、公共性から疎外された純粋な
残余というわけではありません。生老病死をはじめとする私の
最も個人的な体験は、集合的にはもちろん社会的な意味を持
ち、近年のビッグデータは、そのことを改めて可視化したもの
と考えられます。

　本講では、政治哲学、社会科学、情報倫理などの知見を借り
ながら《公共的なもの》と《私秘的なもの》の錯綜した関係を
解き明かしたいと思います。学生諸君の「世界の見通しが良く
なること」、「今まで見えなかったものが見えるようになるこ
と」に繋がれば幸いです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　プライバシーの概念とその変遷を、思想史の問題として説明
できる。(知識・理解)

　プライバシーに関わる具体的問題を、法制度上の権利と技術
的な基盤の双方に関連づけて論じることができる。(技能)

　当該問題の枠を超えて、広い視野と寛容な態度を得ることが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、参考文献に目を通したり、シラバス上のキーワード
をネット検索で事前に調べるなどして行ってください。復習を
する場合は、個々の内容も大事ですが、項目間の関係などを理
解することに重点を置くべきかと。学習時間としては、１回当
り30分くらいで十分でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の
割合は、定期試験８割と講義中の課題２割による総合評価とし
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　多岐にわたるため、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校程度の社会・公民の知識があることが望ましいです
が、履修の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．導入講義：「やましいことは何もない」？
　２．《公共性》の諸相
　３．「人間の条件」概説
　４．イディオテスとプリヴァートゥス
　５．プライバシーの伝統的概念
　６．セグメントの問題
　７．データ・スティグマ
　８．「個人の尊重」原則の４つの層
　９．法制度の現状と基礎的理解
　10．プライバシー保護の技術的基盤
　11．アーキテクチャとは何か
　12．「超個人主義」とフィルターバブル
　13．道徳の工学的実装？
　14．システムの外部としての倫理
　15．要約と落ち穂拾い



2019-S000009406-10倫理学Ｂ（規範倫理学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

林　誓雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では「倫理学」の中でも特に「規範倫理学
（normative ethics）」と呼ばれる領域に焦点を絞り、それぞれ
の理論の特徴および問題点について入門的な講義を行なう。
　規範倫理学とは、「困っている人には親切にするべきだ」や
「盗みは悪である」などの倫理的な判断に関して、その判断の
根拠となる基準（＝規範）について考える学問である。言い換
えると、困っている人に親切にするべき理由とは何なのか、あ
るいは盗みが悪だと言われるその根拠は何なのかについて考
え、さらにその理由や根拠は、いったいどういった意味で妥当
なものと言えるのかということについて考察する学問である。
　一般に、規範倫理学の代表的な理論としては、次の三つがあ
ると言われる。すなわち「義務論（deontology）」、「功利主
義（utilitarianism）」、そして「徳倫理学（virtue ethics）」であ
る。これら三つを規範倫理学理論の代表として捉えた上で、そ
れぞれの理論の特徴および問題点について考察し、その上で、
いずれの規範倫理学理論が説得的で魅力的なものだと思われる
のか、検討する。
　なお、この授業は講義形式で行なわれるが、適宜コメント・
シート等を配布し、そこにおいて受講者には、意見等を述べて
もらう機会を設けるので、積極的な発言を期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）規範倫理学の代表的な諸理論について説明し、それらの
対立点について把握する。 (知識・理解)

（2）哲学者・倫理学者の重要な考え・概念について、理解
し、説明できるようになる。(技能)

（3）様々な視点から、哲学的・批判的に物事を捉える姿勢を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　この授業では、哲学・倫理学の専門用語が多く使用され、ま
た哲学者たちの難解で複雑な議論が数多く登場する。それら
を、授業内で即座に把握するのは、はっきり言って困難と考え
られる。そのため受講者には、授業で配布されるレジュメや自
身で書き留めたノートなどを授業後再度見直すなどして、授業
内容の復習に、毎回少なくとも30分は努めてもらいたい。ま
た、各自で参考書にあたるなどして、次回授業の箇所につい
て、30分ほどの予習をして授業を受けてもらいたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（100%）によって評価する。試験では、用
語説明問題および論述問題を課す予定である。授業でとりあげ
た倫理学の専門用語や考え方を明確に説明できていること、お
よび論述課題に対してきちんとした論理構成でもって答えられ
ていること、以上の点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

田中朋弘『文脈としての規範倫理学』、ナカニシヤ出版　
ISBN 4779506727
児玉聡『功利主義入門―はじめての倫理学』、筑摩書房　
ISBN 4326101725
伊勢田哲治『動物からの倫理学入門』、名古屋大学出版
会、2008年　ISBN 4815805997

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業を受けるにあたり、予備知識は特に必要としな
い。だが、倫理的な問題について考える上では「自分なり
に考えてみる姿勢」が求められる。授業を一方的に聞いて
いるだけではなく、ひとつひとつの内容について、常に批
判的に考えてみるという意識を強く持って受講してもらい
たい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロ.
02. 「規範倫理学」の諸分類
03. 功利主義-1　行為功利主義とその問題点
04. 功利主義-2　規則功利主義とその問題点
05. 功利主義-3　R. M. ヘアと二層理論
06. 功利主義に対する批判
　　：P・フットとG. E. A. アンスコム
07. 義務論-1　I. カントの定言命法
08. 義務論-2　I. カントの義務論の問題点
09. 義務論-3　W. D. ロスの一応の義務
10. 徳倫理学-1　徳倫理学の衰退と復興
11. 徳倫理学-2　正しい行為と正しい決定
12. 徳倫理学-3　モラル・ディレンマ
13. 徳倫理学-4　悲劇と善く生きること
14. 徳倫理学に対する批判と応答
　　：R. ハーストハウスの自然主義
15. 総括

※なお、この授業計画は授業の進度によって、一部変更さ
れる可能性があります。



2019-S000009406-07倫理学Ｂ（規範倫理学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

林　誓雄

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では「倫理学」の中でも特に「規範倫理学
（normative ethics）」と呼ばれる領域に焦点を絞り、それぞれ
の理論の特徴および問題点について入門的な講義を行なう。
　規範倫理学とは、「困っている人には親切にするべきだ」や
「盗みは悪である」などの倫理的な判断に関して、その判断の
根拠となる基準（＝規範）について考える学問である。言い換
えると、困っている人に親切にするべき理由とは何なのか、あ
るいは盗みが悪だと言われるその根拠は何なのかについて考
え、さらにその理由や根拠は、いったいどういった意味で妥当
なものと言えるのかということについて考察する学問である。
　一般に、規範倫理学の代表的な理論としては、次の三つがあ
ると言われる。すなわち「義務論（deontology）」、「功利主
義（utilitarianism）」、そして「徳倫理学（virtue ethics）」であ
る。これら三つを規範倫理学理論の代表として捉えた上で、そ
れぞれの理論の特徴および問題点について考察し、その上で、
いずれの規範倫理学理論が説得的で魅力的なものだと思われる
のか、検討する。
　なお、この授業は講義形式で行なわれるが、適宜コメント・
シート等を配布し、そこにおいて受講者には、意見等を述べて
もらう機会を設けるので、積極的な発言を期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）規範倫理学の代表的な諸理論について説明し、それらの
対立点について把握する。 (知識・理解)

（2）哲学者・倫理学者の重要な考え・概念について、理解
し、説明できるようになる。 (技能)

（3）様々な視点から、哲学的・批判的に物事を捉える姿勢を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　この授業では、哲学・倫理学の専門用語が多く使用され、ま
た哲学者たちの難解で複雑な議論が数多く登場する。それら
を、授業内で即座に把握するのは、はっきり言って困難と考え
られる。そのため受講者には、授業で配布されるレジュメや自
身で書き留めたノートなどを授業後再度見直すなどして、授業
内容の復習に、毎回少なくとも30分は努めてもらいたい。ま
た、各自で参考書にあたるなどして、次回授業の箇所につい
て、30分ほどの予習をして授業を受けてもらいたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績（100%）によって評価する。試験では、用
語説明問題および論述問題を課す予定である。授業でとりあげ
た倫理学の専門用語や考え方を明確に説明できていること、お
よび論述課題に対してきちんとした論理構成でもって答えられ
ていること、以上の点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

田中朋弘『文脈としての規範倫理学』、ナカニシヤ出版　
ISBN 4779506727
児玉聡『功利主義入門―はじめての倫理学』、筑摩書房　
ISBN 4326101725
伊勢田哲治『動物からの倫理学入門』、名古屋大学出版
会、2008年　ISBN 4815805997

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業を受けるにあたり、予備知識は特に必要としな
い。だが、倫理的な問題について考える上では「自分なり
に考えてみる姿勢」が求められる。授業を一方的に聞いて
いるだけではなく、ひとつひとつの内容について、常に批
判的に考えてみるという意識を強く持って受講してもらい
たい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロ.
02. 「規範倫理学」の諸分類
03. 功利主義-1　行為功利主義とその問題点
04. 功利主義-2　規則功利主義とその問題点
05. 功利主義-3　R. M. ヘアと二層理論
06. 功利主義に対する批判
　　：P・フットとG. E. A. アンスコム
07. 義務論-1　I. カントの定言命法
08. 義務論-2　I. カントの義務論の問題点
09. 義務論-3　W. D. ロスの一応の義務
10. 徳倫理学-1　徳倫理学の衰退と復興
11. 徳倫理学-2　正しい行為と正しい決定
12. 徳倫理学-3　モラル・ディレンマ
13. 徳倫理学-4　悲劇と善く生きること
14. 徳倫理学に対する批判と応答
　　：R. ハーストハウスの自然主義
15. 総括

※なお、この授業計画は授業の進度によって、一部変更さ
れる可能性があります。



2019-S000009406-05倫理学Ｂ（道徳の根拠）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　人はなぜよいこと・正しいことをなすべきであり、わるいこ
とをしてはいけないのか―。この問いに対しては、そんなこと
を口にするのは不謹慎だ、ふざけている、というのが大方の反
応であろうが、ではそれにどう答えればいいだろうか。「わる
いことをすれば法によって裁かれて処罰され、よいことをすれ
ば周囲の人々から信頼されるからだ」というのが、初めに思い
つく答えであろう。
　しかし今、わるいことをしても発覚して処罰される心配はな
いと仮定して（また、周囲の人からの信頼も度外視するとし
て）、その仮定の下でなお道徳的にふるまうべき―よいことを
なし、わるいことを慎む―理由は何かあるだろうか。
　この問題は、哲学の始まりとほぼ同じ時期に登場し、それ以
来、道徳の土台を掘りくずしかねない、きわどい問題でありつ
づけている。この授業では、先人たちがこの問題をどのように
捕らえていたか紹介しながら、道徳・倫理について考え直して
みたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「なぜ道徳的であるべきか」という問いの意味を説明できる。
(知識・理解)

カントの道徳法則について自分のことばで説明できる。(知
識・理解)

道徳（倫理）が人の生き方と深く結びついていることを自覚す
るようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時にレポート課題を示す
ので、それにつ　いてレポートを作成すること。
・単元ごとに理解度をチェックするための質問をするので、復
習しておくこと　が望ましい。
・板書代わりのプリントを配布するので、何度も読んで理解を
深めておくこ　　と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・道徳（倫理）と人の生き方の関わりを理解しているか、「な
ぜ道徳的である　べきか」という問いの意味を理解している
か、ソクラテス・プラトンの説を　理解しているか、道徳法則
の考え方を理解しているか。このような点から、　定期試験の
評価を行う。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「新
型出生前診断と生　命の選択」および「世代間倫理の問
題」）、レポートの課題について十分な　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記述している　かを
評価の基準とする。
・レポート25％程度、定期試験75％程度で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。わかりやすく板書し、板書代わりのプリント
類を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

プラトン『ゴルギアス』（加来彰俊訳、岩波文庫）　
ISBN 4-00-336012-5
I.カント『道徳形而上学原論』（篠田英雄訳、岩波文庫）
　ISBN 4-00-336251-9
大庭・安彦・永井編『なぜ悪いことをしてはいけないの
か』（ナカニシヤ出版）　ISBN 4-88848-593-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

道徳・倫理の問題というと、何か堅苦しい説教を思い浮か
べるかもしれません。しかし決してそんなことはありませ
ん。われわれの日常生活が道徳・倫理によって成り立って
いるとともに、いかに生きるかという、生き方の選択に道
徳・倫理はふかくかかわっています。先入観をすてて、新
しい目でこの問題を見直すようにつとめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　道徳と日常生活
 2　慣習としての道徳
 3　なぜ道徳に従うべきかという問いの意味
 4　生き方の選択
 5　自己利益と道徳
 6　ビデオ視聴とレポート課題の提示：新型出生　　前診
断と生命の選択
 ７ ソフィストの人間本性論
 8　自然の正義:カリクレスの正議論
 9　よき生の探求（ソクラテス・プラトンの場  　　合）
10　グラウコンの挑戦（この回にレポート課題を　　提示
する。「世代間倫理」）
11　たましいの正義
12　道徳法則（カントの場合）
13　定言命法：「～すべし」という無条件の命令14　自律
と自由
15　道徳の根拠づけは可能か



2019-S000009406-06倫理学Ｂ（道徳の根拠）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　人はなぜよいこと・正しいことをなすべきであり、わるいこ
とをしてはいけないのか―。この問いに対しては、そんなこと
を口にするのは不謹慎だ、ふざけている、というのが大方の反
応であろうが、ではそれにどう答えればいいだろうか。「わる
いことをすれば法によって裁かれて処罰され、よいことをすれ
ば周囲の人々から信頼されるからだ」というのが、初めに思い
つく答えであろう。
　しかし今、わるいことをしても発覚して処罰される心配はな
いと仮定して（また、周囲の人からの信頼も度外視するとし
て）、その仮定の下でなお道徳的にふるまうべき―よいことを
なし、わるいことを慎む―理由は何かあるだろうか。
　この問題は、哲学の始まりとほぼ同じ時期に登場し、それ以
来、道徳の土台を掘りくずしかねない、きわどい問題でありつ
づけている。この授業では、先人たちがこの問題をどのように
捕らえていたか紹介しながら、道徳・倫理について考え直して
みたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「なぜ道徳的であるべきか」という問いの意味を説明できる。
(知識・理解)

カントの道徳法則について自分のことばで説明できる。(知
識・理解)

道徳（倫理）が人の生き方と深く結びついていることを自覚す
るようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時にレポート課題を示す
ので、それにつ　いてレポートを作成すること。
・単元ごとに理解度をチェックするための質問をするので、復
習しておくこと　が望ましい。
・板書代わりのプリントを配布するので、何度も読んで理解を
深めておくこ　　と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・道徳（倫理）と人の生き方の関わりを理解しているか、「な
ぜ道徳的である　べきか」という問いの意味を理解している
か、ソクラテス・プラトンの説を　理解しているか、道徳法則
の考え方を理解しているか。このような点から、　定期試験の
評価を行う。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「新
型出生前診断と生　命の選択」および「世代間倫理の問
題」）、レポートの課題について十分な　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記述している　かを
評価の基準とする。
・レポート25％程度、定期試験75％程度で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。わかりやすく板書し、板書代わりのプリント
類を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

プラトン『ゴルギアス』（加来彰俊訳、岩波文庫）　
ISBN 4-00-336012-5
I.カント『道徳形而上学原論』（篠田英雄訳、岩波文庫）
　ISBN 4-00-336251-9
大庭・安彦・永井編『なぜ悪いことをしてはいけないの
か』（ナカニシヤ出版）　ISBN 4-88848-593-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

道徳・倫理の問題というと、何か堅苦しい説教を思い浮か
べるかもしれません。しかし決してそんなことはありませ
ん。われわれの日常生活が道徳・倫理によって成り立って
いるとともに、いかに生きるかという、生き方の選択に道
徳・倫理はふかくかかわっています。先入観をすてて、新
しい目でこの問題を見直すようにつとめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　道徳と日常生活
 2　慣習としての道徳
 3　なぜ道徳に従うべきかという問いの意味
 4　生き方の選択
 5　自己利益と道徳
 6　ビデオ視聴とレポート課題の提示：新型出生　　前診
断と生命の選択
 ７ ソフィストの人間本性論
 8　自然の正義:カリクレスの正議論
 9　よき生の探求（ソクラテス・プラトンの場  　　合）
10　グラウコンの挑戦（この回にレポート課題を　　提示
する。「世代間倫理」）
11　たましいの正義
12　道徳法則（カントの場合）
13　定言命法：「～すべし」という無条件の命令14　自律
と自由
15　道徳の根拠づけは可能か



2019-S000009406-08倫理学Ｂ（道徳の根拠）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　人はなぜよいこと・正しいことをなすべきであり、わるいこ
とをしてはいけないのか―。この問いに対しては、そんなこと
を口にするのは不謹慎だ、ふざけている、というのが大方の反
応であろうが、ではそれにどう答えればいいだろうか。「わる
いことをすれば法によって裁かれて処罰され、よいことをすれ
ば周囲の人々から信頼されるからだ」というのが、初めに思い
つく答えであろう。
　しかし今、わるいことをしても発覚して処罰される心配はな
いと仮定して（また、周囲の人からの信頼も度外視するとし
て）、その仮定の下でなお道徳的にふるまうべき―よいことを
なし、わるいことを慎む―理由は何かあるだろうか。
　この問題は、哲学の始まりとほぼ同じ時期に登場し、それ以
来、道徳の土台を掘りくずしかねない、きわどい問題でありつ
づけている。この授業では、先人たちがこの問題をどのように
捕らえていたか紹介しながら、道徳・倫理について考え直して
みたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「なぜ道徳的であるべきか」という問いの意味を説明できる。
(知識・理解)

カントの道徳法則について自分のことばで説明できる。(知
識・理解)

道徳（倫理）が人の生き方と深く結びついていることを自覚す
るようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業中にビデオを視聴し、授業終了時にレポート課題を示す
ので、それにつ　いてレポートを作成すること。
・単元ごとに理解度をチェックするための質問をするので、復
習しておくこと　が望ましい。
・板書代わりのプリントを配布するので、何度も読んで理解を
深めておくこ　　と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・道徳（倫理）と人の生き方の関わりを理解しているか、「な
ぜ道徳的である　べきか」という問いの意味を理解している
か、ソクラテス・プラトンの説を　理解しているか、道徳法則
の考え方を理解しているか。このような点から、　定期試験の
評価を行う。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「新
型出生前診断と生　命の選択」および「世代間倫理の問
題」）、レポートの課題について十分な　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記述している　かを
評価の基準とする。
・レポート25％程度、定期試験75％程度で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。わかりやすく板書し、板書代わりのプリント
類を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

プラトン『ゴルギアス』（加来彰俊訳、岩波文庫）　
ISBN 4-00-336012-5
I.カント『道徳形而上学原論』（篠田英雄訳、岩波文庫）
　ISBN 4-00-336251-9
大庭・安彦・永井編『なぜ悪いことをしてはいけないの
か』（ナカニシヤ出版）　ISBN 4-88848-593-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

道徳・倫理の問題というと、何か堅苦しい説教を思い浮か
べるかもしれません。しかし決してそんなことはありませ
ん。われわれの日常生活が道徳・倫理によって成り立って
いるとともに、いかに生きるかという、生き方の選択に道
徳・倫理はふかくかかわっています。先入観をすてて、新
しい目でこの問題を見直すようにつとめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　道徳と日常生活
 2　慣習としての道徳
 3　なぜ道徳に従うべきかという問いの意味
 4　生き方の選択
 5　自己利益と道徳
 6　ビデオ視聴とレポート課題の提示：新型出生　　前診
断と生命の選択
 ７ ソフィストの人間本性論
 8　自然の正義:カリクレスの正議論
 9　よき生の探求（ソクラテス・プラトンの場  　　合）
10　グラウコンの挑戦（この回にレポート課題を　　提示
する。「世代間倫理」）
11　たましいの正義
12　道徳法則（カントの場合）
13　定言命法：「～すべし」という無条件の命令14　自律
と自由
15　道徳の根拠づけは可能か



2019-S000009406-03倫理学Ｂ（環境倫理学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

村田　剛一

◎－－－　概要　－－－◎

　現代において人類が直面している問題の一つに環境問題があ
る。環境問題の解決のためには、一方で、技術・技術革新が必
要であるが、他方で、私たち人間の生き方の何らかの変革が求
められる。環境問題は、私たち人間の生き方を映し出す鏡とも
言える。環境問題が生じたことを契機として、環境・自然に対
する（西洋）近代の人間の関わり方があらためて問われるよう
になった。人間は、環境・自然の中での人間の位置をどのよう
に考え、環境・自然に対してどのように関わってきたのか。ま
た、人間は、環境・自然の中での人間の位置をどのように考え
るべきであり、環境・自然に対してどのように関わっていくべ
きなのか。
　授業では、環境・自然に対する人間の関わり方についての国
際的な取り組みと思想的な取り組みの基本的なものを学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1972年以降に開かれた、環境問題に対する大規模な国際会議の
全体像を説明できる。(知識・理解)

それらの会議に関して特に重要な事柄を説明できる。(知識・
理解)

地球温暖化対策に関して、京都議定書や気候変動枠組条約ＣＯ
Ｐ15で浮かび上がった事柄やパリ協定のポイントを説明でき
る。(知識・理解)

「環境破壊の原因は何か。それをなくすために伝統的な倫理
（伝統的な自然観・人間観）に代わる新しい倫理（新しい自然
観・人間観）が必要か」という問いに対する二つの考えについ
て説明できる。(知識・理解)

環境問題に対して日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業を復習し、言葉の意味や授業内容について疑問点が
あれば、質問を準備しておく。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　定期試験。
②評価基準　環境問題に対する国際的な取り組み（環境問題に
対する国際会議）について、また、地球温暖化に対する取り組
み（気候変動枠組条約ＣＯＰ、京都議定書、パリ協定など）に
ついて正確に理解できているか、そして、環境問題に対する思
想的な取り組みについて明確に説明できているかという点を評
価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の積み重ねで話が進んでいくので、欠席しないように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　環境問題に対する国際的な取り組み
　２　「かけがえのない地球」、「持続可能な開発」
　３　地球サミット、環境開発サミット
　４　地球温暖化に対する取り組み
　５　京都議定書
　６　環境問題に対する思想的取り組み
　７　思想的取り組み１（考え１）
　８　キリスト教倫理
　９　功利主義倫理
１０　土地倫理、土地倫理原則
１１　思想的取り組み２（考え２）
１２　平等主義倫理
１３　新しい倫理
１４　伝統的倫理
１５　まとめ



2019-S000009406-04倫理学Ｂ（環境倫理学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

村田　剛一

◎－－－　概要　－－－◎

　現代において人類が直面している問題の一つに環境問題があ
る。環境問題の解決のためには、一方で、技術・技術革新が必
要であるが、他方で、私たち人間の生き方の何らかの変革が求
められる。環境問題は、私たち人間の生き方を映し出す鏡とも
言える。環境問題が生じたことを契機として、環境・自然に対
する（西洋）近代の人間の関わり方があらためて問われるよう
になった。人間は、環境・自然の中での人間の位置をどのよう
に考え、環境・自然に対してどのように関わってきたのか。ま
た、人間は、環境・自然の中での人間の位置をどのように考え
るべきであり、環境・自然に対してどのように関わっていくべ
きなのか。
　授業では、環境・自然に対する人間の関わり方についての国
際的な取り組みと思想的な取り組みの基本的なものを学ぶ。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1972年以降に開かれた、環境問題に対する大規模な国際会議の
全体像を説明できる。(知識・理解)

それらの会議に関して特に重要な事柄を説明できる。(知識・
理解)

地球温暖化対策に関して、京都議定書や気候変動枠組条約ＣＯ
Ｐ15で浮かび上がった事柄やパリ協定のポイントを説明でき
る。(知識・理解)

「環境破壊の原因は何か。それをなくすために伝統的な倫理
（伝統的な自然観・人間観）に代わる新しい倫理（新しい自然
観・人間観）が必要か」という問いに対する二つの考えについ
て説明できる。(知識・理解)

環境問題に対して日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業を復習し、言葉の意味や授業内容について疑問点が
あれば、質問を準備しておく。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価方法　定期試験。
②評価基準　環境問題に対する国際的な取り組み（環境問題に
対する国際会議）について、また、地球温暖化に対する取り組
み（気候変動枠組条約ＣＯＰ、京都議定書、パリ協定など）に
ついて正確に理解できているか、そして、環境問題に対する思
想的な取り組みについて明確に説明できているかという点を評
価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の積み重ねで話が進んでいくので、欠席しないように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　環境問題に対する国際的な取り組み
　２　「かけがえのない地球」、「持続可能な開発」
　３　地球サミット、環境開発サミット
　４　地球温暖化に対する取り組み
　５　京都議定書
　６　環境問題に対する思想的取り組み
　７　思想的取り組み１（考え１）
　８　キリスト教倫理
　９　功利主義倫理
１０　土地倫理、土地倫理原則
１１　思想的取り組み２（考え２）
１２　平等主義倫理
１３　新しい倫理
１４　伝統的倫理
１５　まとめ



2019-S000009406-01倫理学Ｂ（統治と倫理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　たとえば、地域の公園に浮浪者が寝泊まりするのを防ぐにはどう
すればいいでしょうか。管理人を常駐させますか。それとも監視カ
メラを設置してネット経由で最寄りの警察署に繋げましょうか。
「スマートな解」の一つは、横になれないようベンチの中ほどに手
すりを付けるというものです。より費用はかさみますが、公園のト
イレの個室が定刻になると（おそらく未明頃）自動的に水で洗浄さ
れる装置も導入すべきで、こちらも実現されています。

　不快な例を連ねましたが、ここで明らかにしたかったのは、われ
われの社会が管理や統治の問題を、価値観や倫理といった内省的な
回路を経由せずに、直接、設計や工学の領域に落とし込んでいく傾
向にあることです。そして、こうした自意識（＝良心）の縮減は、
概ね進歩として受け取られているようです。

　ローマ字のＣは本来、Ｇのように発音されていたそうです。確か
にそう考えると、ギリシャ文字のγ（ガンマ）の位置にＣが現れる
ことに得心がいきます。従ってサイバネティクスとガバナンスは
元々同じ言葉で、ギリシャ語で船の舵取りを意味するキュベルナウ
テースに由来します。ガバナンス（統治）は文字通り政治の舵取り
であり、サイバネティクスとは機械と生物における通信と制御の技
術を表します。

　Ｍ．フーコーの「生権力」という概念が近年盛んに取り上げられ
るのは、まさしくこれら二つの概念が交叉するところに立ち現れる
権力だからのように思われます。それは物質的な対象を情報として
解釈する権力、個々の内容ではなく、統計上のレベルで統治の対象
に働きかける権力のことです。

　アリストテレスは倫理学を政治学の一部だと見なし、人間はポリ
ス的動物だと言いました。普通、社会的動物と訳されていますが、
今日、ポリスという言葉は都市、国家、警察、内政、取り締まりな
ど多様な含意を持っています。本講では「統治」の概念を手掛かり
として、倫理と道徳哲学を再び、政治と社会の文脈に置き戻してみ
たいと思います。物理的身体を直接統御する工学的な管理と、統計
情報を駆使するソフトな支配のあいだのどこに、われわれは倫理の
回路を設定すべきなのでしょうか。講義の履修要件は多少の想像力
と好奇心だけです。多様な学生の参加を希望します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　統治や権力に関わる抽象的な概念を、現代の情報化社会の具体的
な特徴と関連付けて理解できるようになります。(知識・理解)

　統計利用法の初歩が身につきます。(技能)

　制度や思想を、それらの歴史的文脈において捉える態度が養われ
ます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、参考文献に目を通したり、シラバス上のキーワードを
ネット検索で事前に調べるなどして行ってください。復習をする場
合は、個々の内容も大事ですが、項目間の関係などを理解すること
に重点を置くべきかと。学習時間としては、１回当り30分くらいで
十分でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の割合
は、定期試験８割と講義中の課題２割による総合評価とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　多岐にわたるため、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般教養レベルの社会科学の講義を受けていることが望
ましいですが、履修の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．導入講義：ポリスとオイコス
　２．陰鬱な科学 ─ 経済学と道徳哲学
　３．カーライルと漱石
　４．統治術の歴史
　５．司牧的権力
　６．国家理性
　７．自由主義的統治
　８．自由主義のバイアス
　９．法の支配
　10．規律と訓練
　11．環境を統御する
　12．脱中心化とコントロール
　13．プロトコルとは何か
　14．政治と政治的なもの
　15．リベラルユートピア？



2019-S000009406-02倫理学Ｂ（統治と倫理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/23　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　たとえば、地域の公園に浮浪者が寝泊まりするのを防ぐにはどう
すればいいでしょうか。管理人を常駐させますか。それとも監視カ
メラを設置してネット経由で最寄りの警察署に繋げましょうか。
「スマートな解」の一つは、横になれないようベンチの中ほどに手
すりを付けるというものです。より費用はかさみますが、公園のト
イレの個室が定刻になると（おそらく未明頃）自動的に水で洗浄さ
れる装置も導入すべきで、こちらも実現されています。

　不快な例を連ねましたが、ここで明らかにしたかったのは、われ
われの社会が管理や統治の問題を、価値観や倫理といった内省的な
回路を経由せずに、直接、設計や工学の領域に落とし込んでいく傾
向にあることです。そして、こうした自意識（＝良心）の縮減は、
概ね進歩として受け取られているようです。

　ローマ字のＣは本来、Ｇのように発音されていたそうです。確か
にそう考えると、ギリシャ文字のγ（ガンマ）の位置にＣが現れる
ことに得心がいきます。従ってサイバネティクスとガバナンスは
元々同じ言葉で、ギリシャ語で船の舵取りを意味するキュベルナウ
テースに由来します。ガバナンス（統治）は文字通り政治の舵取り
であり、サイバネティクスとは機械と生物における通信と制御の技
術を表します。

　Ｍ．フーコーの「生権力」という概念が近年盛んに取り上げられ
るのは、まさしくこれら二つの概念が交叉するところに立ち現れる
権力だからのように思われます。それは物質的な対象を情報として
解釈する権力、個々の内容ではなく、統計上のレベルで統治の対象
に働きかける権力のことです。

　アリストテレスは倫理学を政治学の一部だと見なし、人間はポリ
ス的動物だと言いました。普通、社会的動物と訳されていますが、
今日、ポリスという言葉は都市、国家、警察、内政、取り締まりな
ど多様な含意を持っています。本講では「統治」の概念を手掛かり
として、倫理と道徳哲学を再び、政治と社会の文脈に置き戻してみ
たいと思います。物理的身体を直接統御する工学的な管理と、統計
情報を駆使するソフトな支配のあいだのどこに、われわれは倫理の
回路を設定すべきなのでしょうか。講義の履修要件は多少の想像力
と好奇心だけです。多様な学生の参加を希望します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　統治や権力に関わる抽象的な概念を、現代の情報化社会の具体的
な特徴と関連付けて理解できるようになります。(知識・理解)

　統計利用法の初歩が身につきます。(技能)

　制度や思想を、それらの歴史的文脈において捉える態度が養われ
ます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、参考文献に目を通したり、シラバス上のキーワードを
ネット検索で事前に調べるなどして行ってください。復習をする場
合は、個々の内容も大事ですが、項目間の関係などを理解すること
に重点を置くべきかと。学習時間としては、１回当り30分くらいで
十分でしょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価の基準は、上記の到達目標を参照してください。評価の割合
は、定期試験８割と講義中の課題２割による総合評価とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

　多岐にわたるため、講義で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一般教養レベルの社会科学の講義を受けていることが望
ましいですが、履修の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．導入講義：ポリスとオイコス
　２．陰鬱な科学 ─ 経済学と道徳哲学
　３．カーライルと漱石
　４．統治術の歴史
　５．司牧的権力
　６．国家理性
　７．自由主義的統治
　８．自由主義のバイアス
　９．法の支配
　10．規律と訓練
　11．環境を統御する
　12．脱中心化とコントロール
　13．プロトコルとは何か
　14．政治と政治的なもの
　15．リベラルユートピア？



2019-S000009407-04宗教学Ａ（神々と英雄の詩学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

　世界中の様々な宗教思想は、洗練された「教義」としてだけ
ではなく、古代・中世に書かれた叙事詩などの中で「物語」と
しても表現されている。神々や英雄たちを巡る魅惑的な諸作品
は、神話学や文学の研究対象であるのはもちろん、哲学や宗教
学の研究対象でもあり得る。
　この授業では、六つの古典的な叙事詩や英雄譚を取り上げ、
それらの物語から読みとれる思想について哲学的・宗教学的に
検討する。諸作品を個別に扱う過程で、宗教一般についても考
察を試みる。
　授業は講義形式で行う。毎回冒頭、前回の復習と質疑応答の
時間を設け、授業の最後には、当日の内容に関する小テストを
課す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①授業で取り上げる古典に関する基礎知識を持ち、正確に説
明できる。(知識・理解)

　②古典を読解し、宗教学的に分析することができる。(技能)

　③宗教学的な諸問題について、自ら主体的に考えることがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に参考資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておくこと（120分）。復習としては、小テストの
問題を中心に授業内容を再検討し、改めて参考資料を読み直す
ことが求められる（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）と毎回の小テスト（30％）に基づき、評価
する。
　授業の内容を正確に理解しているか、自ら主体的に考えよう
としているか、という二点を主な評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。
　毎回の授業前に、FUポータル上で参考資料を公開す
る。各自でプリントアウトし、持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　予備知識は前提しないが、授業への十分な意欲は必要と
される。
　授業中の私語や無断退室は決して許されない。厳格な受
講態度が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. ギルガメシュ叙事詩①
3. ギルガメシュ叙事詩②
4. オデュッセイア①
5. オデュッセイア②
6. サムエル記①
7. サムエル記②
8. バガヴァッド・ギーター①
9. バガヴァッド・ギーター②
10. 古事記①
11. 古事記②
12. エッダ①
13. エッダ②
14. 補論
15. まとめ



2019-S000009407-01宗教学Ａ（宗教の共存と宗教多元主義）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　周知のように、この世界には多くの宗教が存在しています
が、様々な形でグローバル化が進みつつある現代において、そ
れらの宗教がどのように共存すべきなのかを検討することは、
重要な課題と言えるでしょう。そのような理由から、宗教に関
して多様なあり方を認めようとする宗教多元主義という思潮が
注目されます。この授業では宗教多元主義について、以下に示
す三つのテーマにもとづき、詳しく考察します。
　第一のテーマは 「他宗教理解の類型論」 です。このテーマ
では、特定の宗教を信じている者が、ほかの宗教をどのように
受け止めるかという他宗教理解に関わる三つの類型について説
明します。宗教多元主義をその類型の一つとして捉えること
で、他宗教理解における宗教多元主義の位置づけについて考察
します。
　第二のテーマは 「宗教多元主義の成立要因」 です。この
テーマでは、宗教多元主義がどのような背景のもとに成立した
のかという問題について、従来の指摘や宗教多元主義者の証言
などを批判的に検討したうえで、独自の仮説を提示します。
　第三のテーマは 「宗教多元主義の理論」 です。このテーマ
では、代表的な宗教多元主義の理論であるヒックの宗教多元主
義を、特に 「実在」 という概念を中心にして考察し、合わせ
て理論上の問題点についても検討します。
　以上のような考察を通して、宗教多元主義の全体像を解明
し、そのような解明を通じて、宗教多元主義が宗教の共存とい
う現代の重要な課題に対して、どのような展望を開きうるのか
という点についても考えてみます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・宗教多元主義に関わる基礎的な内容を理解できる。(知識・
理解)

・宗教多元主義に関わる重要点を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『宗教多元主義とは何か――宗教理解への
探求――』、晃洋書房、平成13年、2300円（税別）、
ISBN 978-4-7710-1262-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　排他主義
　３　包括主義
　４　多元主義
　５　他宗教理解の類型論をめぐる問題点
　６　宗教多元主義成立に関する従来説
　７　宗教多元主義成立に関する証言
　８　ヒック証言に対する批判的考察
　９　キリスト教の変化
１０　グローバリゼーションによる他宗教との接触
１１　宗教に関わるヒックの活動
１２　三位一体論とキリスト論に対する新解釈
１３　ヒックの宗教多元主義
１４　ヒックの宗教多元主義の問題点
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009407-02宗教学Ａ（宗教の共存と宗教多元主義）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　周知のように、この世界には多くの宗教が存在しています
が、様々な形でグローバル化が進みつつある現代において、そ
れらの宗教がどのように共存すべきなのかを検討することは、
重要な課題と言えるでしょう。そのような理由から、宗教に関
して多様なあり方を認めようとする宗教多元主義という思潮が
注目されます。この授業では宗教多元主義について、以下に示
す三つのテーマにもとづき、詳しく考察します。
　第一のテーマは 「他宗教理解の類型論」 です。このテーマ
では、特定の宗教を信じている者が、ほかの宗教をどのように
受け止めるかという他宗教理解に関わる三つの類型について説
明します。宗教多元主義をその類型の一つとして捉えること
で、他宗教理解における宗教多元主義の位置づけについて考察
します。
　第二のテーマは 「宗教多元主義の成立要因」 です。この
テーマでは、宗教多元主義がどのような背景のもとに成立した
のかという問題について、従来の指摘や宗教多元主義者の証言
などを批判的に検討したうえで、独自の仮説を提示します。
　第三のテーマは 「宗教多元主義の理論」 です。このテーマ
では、代表的な宗教多元主義の理論であるヒックの宗教多元主
義を、特に 「実在」 という概念を中心にして考察し、合わせ
て理論上の問題点についても検討します。
　以上のような考察を通して、宗教多元主義の全体像を解明
し、そのような解明を通じて、宗教多元主義が宗教の共存とい
う現代の重要な課題に対して、どのような展望を開きうるのか
という点についても考えてみます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・宗教多元主義に関わる基礎的な内容を理解できる。(知識・
理解)

・宗教多元主義に関わる重要点を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『宗教多元主義とは何か――宗教理解への
探求――』、晃洋書房、平成13年、2300円（税別）、
ISBN 978-4-7710-1262-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　排他主義
　３　包括主義
　４　多元主義
　５　他宗教理解の類型論をめぐる問題点
　６　宗教多元主義成立に関する従来説
　７　宗教多元主義成立に関する証言
　８　ヒック証言に対する批判的考察
　９　キリスト教の変化
１０　グローバリゼーションによる他宗教との接触
１１　宗教に関わるヒックの活動
１２　三位一体論とキリスト論に対する新解釈
１３　ヒックの宗教多元主義
１４　ヒックの宗教多元主義の問題点
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009407-05宗教学Ａ（宗教の共存と宗教多元主義）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　周知のように、この世界には多くの宗教が存在しています
が、様々な形でグローバル化が進みつつある現代において、そ
れらの宗教がどのように共存すべきなのかを検討することは、
重要な課題と言えるでしょう。そのような理由から、宗教に関
して多様なあり方を認めようとする宗教多元主義という思潮が
注目されます。この授業では宗教多元主義について、以下に示
す三つのテーマにもとづき、詳しく考察します。
　第一のテーマは 「他宗教理解の類型論」 です。このテーマ
では、特定の宗教を信じている者が、ほかの宗教をどのように
受け止めるかという他宗教理解に関わる三つの類型について説
明します。宗教多元主義をその類型の一つとして捉えること
で、他宗教理解における宗教多元主義の位置づけについて考察
します。
　第二のテーマは 「宗教多元主義の成立要因」 です。この
テーマでは、宗教多元主義がどのような背景のもとに成立した
のかという問題について、従来の指摘や宗教多元主義者の証言
などを批判的に検討したうえで、独自の仮説を提示します。
　第三のテーマは 「宗教多元主義の理論」 です。このテーマ
では、代表的な宗教多元主義の理論であるヒックの宗教多元主
義を、特に 「実在」 という概念を中心にして考察し、合わせ
て理論上の問題点についても検討します。
　以上のような考察を通して、宗教多元主義の全体像を解明
し、そのような解明を通じて、宗教多元主義が宗教の共存とい
う現代の重要な課題に対して、どのような展望を開きうるのか
という点についても考えてみます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・宗教多元主義に関わる基礎的な内容を理解できる。(知識・
理解)

・宗教多元主義に関わる重要点を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『宗教多元主義とは何か――宗教理解への
探求――』、晃洋書房、平成13年、2300円（税別）、
ISBN 978-4-7710-1262-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　排他主義
　３　包括主義
　４　多元主義
　５　他宗教理解の類型論をめぐる問題点
　６　宗教多元主義成立に関する従来説
　７　宗教多元主義成立に関する証言
　８　ヒック証言に対する批判的考察
　９　キリスト教の変化
１０　グローバリゼーションによる他宗教との接触
１１　宗教に関わるヒックの活動
１２　三位一体論とキリスト論に対する新解釈
１３　ヒックの宗教多元主義
１４　ヒックの宗教多元主義の問題点
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009407-07宗教学Ａ（宗教の共存と宗教多元主義）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　周知のように、この世界には多くの宗教が存在しています
が、様々な形でグローバル化が進みつつある現代において、そ
れらの宗教がどのように共存すべきなのかを検討することは、
重要な課題と言えるでしょう。そのような理由から、宗教に関
して多様なあり方を認めようとする宗教多元主義という思潮が
注目されます。この授業では宗教多元主義について、以下に示
す三つのテーマにもとづき、詳しく考察します。
　第一のテーマは 「他宗教理解の類型論」 です。このテーマ
では、特定の宗教を信じている者が、ほかの宗教をどのように
受け止めるかという他宗教理解に関わる三つの類型について説
明します。宗教多元主義をその類型の一つとして捉えること
で、他宗教理解における宗教多元主義の位置づけについて考察
します。
　第二のテーマは 「宗教多元主義の成立要因」 です。この
テーマでは、宗教多元主義がどのような背景のもとに成立した
のかという問題について、従来の指摘や宗教多元主義者の証言
などを批判的に検討したうえで、独自の仮説を提示します。
　第三のテーマは 「宗教多元主義の理論」 です。このテーマ
では、代表的な宗教多元主義の理論であるヒックの宗教多元主
義を、特に 「実在」 という概念を中心にして考察し、合わせ
て理論上の問題点についても検討します。
　以上のような考察を通して、宗教多元主義の全体像を解明
し、そのような解明を通じて、宗教多元主義が宗教の共存とい
う現代の重要な課題に対して、どのような展望を開きうるのか
という点についても考えてみます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・宗教多元主義に関わる基礎的な内容を理解できる。(知識・
理解)

・宗教多元主義に関わる重要点を説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『宗教多元主義とは何か――宗教理解への
探求――』、晃洋書房、平成13年、2300円（税別）、
ISBN 978-4-7710-1262-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　排他主義
　３　包括主義
　４　多元主義
　５　他宗教理解の類型論をめぐる問題点
　６　宗教多元主義成立に関する従来説
　７　宗教多元主義成立に関する証言
　８　ヒック証言に対する批判的考察
　９　キリスト教の変化
１０　グローバリゼーションによる他宗教との接触
１１　宗教に関わるヒックの活動
１２　三位一体論とキリスト論に対する新解釈
１３　ヒックの宗教多元主義
１４　ヒックの宗教多元主義の問題点
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009407-08宗教学Ａ（ユダヤ教・キリスト教・イスラームを中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

「宗教」という言葉は、religionの訳語として、明治時代の初めに
我が国で作られた。その意味は、皆さんが想定する通りであるが、
問題はその評価である。統計数理研究所が戦後から5年おきに実施
している意識調査でも「宗教・信仰を持っているか、あるいは関わ
りがあるか」との問いに、日本人の約7割が「No」と答え、しかも
「Yes」3割、「No」7割という比率はほぼ一貫しているのである。
世界中どこでもそうなら問題はないのだが、例えば欧米キリスト教
圏と比較すれば、その比率はほぼ逆なのである。その謎を解いてい
くのが本講義の趣旨である。
　そのためには、まず、我々の宗教環境を知らねばならない。宗教
は、人類の文化（culture）を構成する３大コードの１つである。特
定の宗教として成立する以前の基層宗教は、主に宗教人類学の領域
で研究されてきたが、その中から基本的な４つ宗教概念を取り上げ
る。「アニミズム（スピリチュアリズム）」「シャーマニズム」
「呪術（magic）」「妖術（witchcraft）」の概念や現象について解
説するが、これらは今日の成立宗教の基底に横たわるものである。
　今日の世界宗教は、大きく分けると２つの系列に分けられる。１
つは、世界人口の約半分が帰属しているユダヤ教・キリスト教・イ
スラームである。これらの宗教は預言者の共通性に着目して「アブ
ラハム信仰」と呼ばれるが、「唯一絶対的な神観念」をその特徴と
している。それ以外に「預言者の存在」「直線的な時間観」などが
あるが、今日の宗教紛争の根本的な原因ともなっている「異教及び
異教徒の位置づけ」が最大の問題であろう。これは唯一絶対神の
ちょうどコインの裏表の関係となっており、世俗化の問題とも絡め
ながらその解決の方向を考えてみたい。
　もう１つの系列が、日本宗教が属するところの「アジア宗教」の
系列である。「神」なき宗教の系列である。講義では、その中で日
本宗教とのつながりの深い「ヒンドゥー教」と「仏教」をとりあげ
るが、ヒンドゥー教から引き継いだ「輪廻転生」と大乗仏教に由来
する「六波羅蜜」と「四聖六道」が８世紀頃、日本に定着し、それ
までに存在していた神祇信仰と融合して「神仏習合」とも呼ぶべき
独特な状態を作り上げる。しかもこの状態が150年前の明治元年に
「神仏分離」という強硬な文化政策で一挙に崩壊する。日本の近代
化（合理化）の立ち位置はまさに反＝神仏習合にあったのであり、
習合的な要素を持つ宗派や教団に冠せられた代名詞が宗教だったの
である。
以上、前期はアブラハム信仰、後期はアジア宗教を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に関して偏見によることなく、正しく客観的に捉えることがで
きる。(知識・理解)

世界に生じる宗教紛争についてその背景を推測できる。(態度・志
向性)

各宗教の用語や概念を正しく使えるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必
要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義
内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
関一敏・大塚和夫編『宗教人類学入門』弘文堂
櫻井義秀・平藤喜久子編著『よくわかる宗教学』ミネル
ヴァ書房
白川琢磨『顕密のハビトゥス―神仏習合の宗教人類学的研
究』木星舎
タラル・アサド／中村圭志訳『宗教の系譜―キリスト教と
イスラムにおける権力の根拠と訓練』岩波オンデマンド
ブックス

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 日本人の宗教
２ 霊魂観：霊魂の現場主義
３ 死生観：「死」と宗教
４ 基層宗教①アニミズム（スピリチュアリズム）
５ 基層宗教②シャーマニズム
６ 基層宗教③呪術（magic）
７ 基層宗教④妖術（witchcraft）
８ アブラハム信仰の共通特徴①唯一絶対的神観念
９ アブラハム信仰の共通特徴②預言者の存在
10 アブラハム信仰の共通特徴③直線的時間観
11 アブラハム信仰の共通特徴④異教及び異教徒の位置づ
け
12 ユダヤ教：ヤーウェ・トーラー・シナゴーグ
13 キリスト教：カトリック・教会・サクラメント
14 キリスト教：「プロテスタンティズムの倫理と資本主
義の精神」
15 イスラームと実践宗教



2019-S000009407-09宗教学Ａ（ユダヤ教・キリスト教・イスラームを中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

「宗教」という言葉は、religionの訳語として、明治時代の初めに
我が国で作られた。その意味は、皆さんが想定する通りであるが、
問題はその評価である。統計数理研究所が戦後から5年おきに実施
している意識調査でも「宗教・信仰を持っているか、あるいは関わ
りがあるか」との問いに、日本人の約7割が「No」と答え、しかも
「Yes」3割、「No」7割という比率はほぼ一貫しているのである。
世界中どこでもそうなら問題はないのだが、例えば欧米キリスト教
圏と比較すれば、その比率はほぼ逆なのである。その謎を解いてい
くのが本講義の趣旨である。
　そのためには、まず、我々の宗教環境を知らねばならない。宗教
は、人類の文化（culture）を構成する３大コードの１つである。特
定の宗教として成立する以前の基層宗教は、主に宗教人類学の領域
で研究されてきたが、その中から基本的な４つ宗教概念を取り上げ
る。「アニミズム（スピリチュアリズム）」「シャーマニズム」
「呪術（magic）」「妖術（witchcraft）」の概念や現象について解
説するが、これらは今日の成立宗教の基底に横たわるものである。
　今日の世界宗教は、大きく分けると２つの系列に分けられる。１
つは、世界人口の約半分が帰属しているユダヤ教・キリスト教・イ
スラームである。これらの宗教は預言者の共通性に着目して「アブ
ラハム信仰」と呼ばれるが、「唯一絶対的な神観念」をその特徴と
している。それ以外に「預言者の存在」「直線的な時間観」などが
あるが、今日の宗教紛争の根本的な原因ともなっている「異教及び
異教徒の位置づけ」が最大の問題であろう。これは唯一絶対神の
ちょうどコインの裏表の関係となっており、世俗化の問題とも絡め
ながらその解決の方向を考えてみたい。
　もう１つの系列が、日本宗教が属するところの「アジア宗教」の
系列である。「神」なき宗教の系列である。講義では、その中で日
本宗教とのつながりの深い「ヒンドゥー教」と「仏教」をとりあげ
るが、ヒンドゥー教から引き継いだ「輪廻転生」と大乗仏教に由来
する「六波羅蜜」と「四聖六道」が８世紀頃、日本に定着し、それ
までに存在していた神祇信仰と融合して「神仏習合」とも呼ぶべき
独特な状態を作り上げる。しかもこの状態が150年前の明治元年に
「神仏分離」という強硬な文化政策で一挙に崩壊する。日本の近代
化（合理化）の立ち位置はまさに反＝神仏習合にあったのであり、
習合的な要素を持つ宗派や教団に冠せられた代名詞が宗教だったの
である。
以上、前期はアブラハム信仰、後期はアジア宗教を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に関して偏見によることなく、正しく客観的に捉えることがで
きる。(知識・理解)

世界に生じる宗教紛争についてその背景を推測できる。(態度・志
向性)

各宗教の用語や概念を正しく使えるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必
要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義
内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
関一敏・大塚和夫編『宗教人類学入門』弘文堂
櫻井義秀・平藤喜久子編著『よくわかる宗教学』ミネル
ヴァ書房
白川琢磨『顕密のハビトゥス―神仏習合の宗教人類学的研
究』木星舎
タラル・アサド／中村圭志訳『宗教の系譜―キリスト教と
イスラムにおける権力の根拠と訓練』岩波オンデマンド
ブックス

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 日本人の宗教
２ 霊魂観：霊魂の現場主義
３ 死生観：「死」と宗教
４ 基層宗教①アニミズム（スピリチュアリズム）
５ 基層宗教②シャーマニズム
６ 基層宗教③呪術（magic）
７ 基層宗教④妖術（witchcraft）
８ アブラハム信仰の共通特徴①唯一絶対的神観念
９ アブラハム信仰の共通特徴②預言者の存在
10 アブラハム信仰の共通特徴③直線的時間観
11 アブラハム信仰の共通特徴④異教及び異教徒の位置づ
け
12 ユダヤ教：ヤーウェ・トーラー・シナゴーグ
13 キリスト教：カトリック・教会・サクラメント
14 キリスト教：「プロテスタンティズムの倫理と資本主
義の精神」
15 イスラームと実践宗教



2019-S000009407-10宗教学Ａ（ユダヤ教・キリスト教・イスラームを中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

「宗教」という言葉は、religionの訳語として、明治時代の初めに
我が国で作られた。その意味は、皆さんが想定する通りであるが、
問題はその評価である。統計数理研究所が戦後から5年おきに実施
している意識調査でも「宗教・信仰を持っているか、あるいは関わ
りがあるか」との問いに、日本人の約7割が「No」と答え、しかも
「Yes」3割、「No」7割という比率はほぼ一貫しているのである。
世界中どこでもそうなら問題はないのだが、例えば欧米キリスト教
圏と比較すれば、その比率はほぼ逆なのである。その謎を解いてい
くのが本講義の趣旨である。
　そのためには、まず、我々の宗教環境を知らねばならない。宗教
は、人類の文化（culture）を構成する３大コードの１つである。特
定の宗教として成立する以前の基層宗教は、主に宗教人類学の領域
で研究されてきたが、その中から基本的な４つ宗教概念を取り上げ
る。「アニミズム（スピリチュアリズム）」「シャーマニズム」
「呪術（magic）」「妖術（witchcraft）」の概念や現象について解
説するが、これらは今日の成立宗教の基底に横たわるものである。
　今日の世界宗教は、大きく分けると２つの系列に分けられる。１
つは、世界人口の約半分が帰属しているユダヤ教・キリスト教・イ
スラームである。これらの宗教は預言者の共通性に着目して「アブ
ラハム信仰」と呼ばれるが、「唯一絶対的な神観念」をその特徴と
している。それ以外に「預言者の存在」「直線的な時間観」などが
あるが、今日の宗教紛争の根本的な原因ともなっている「異教及び
異教徒の位置づけ」が最大の問題であろう。これは唯一絶対神の
ちょうどコインの裏表の関係となっており、世俗化の問題とも絡め
ながらその解決の方向を考えてみたい。
　もう１つの系列が、日本宗教が属するところの「アジア宗教」の
系列である。「神」なき宗教の系列である。講義では、その中で日
本宗教とのつながりの深い「ヒンドゥー教」と「仏教」をとりあげ
るが、ヒンドゥー教から引き継いだ「輪廻転生」と大乗仏教に由来
する「六波羅蜜」と「四聖六道」が８世紀頃、日本に定着し、それ
までに存在していた神祇信仰と融合して「神仏習合」とも呼ぶべき
独特な状態を作り上げる。しかもこの状態が150年前の明治元年に
「神仏分離」という強硬な文化政策で一挙に崩壊する。日本の近代
化（合理化）の立ち位置はまさに反＝神仏習合にあったのであり、
習合的な要素を持つ宗派や教団に冠せられた代名詞が宗教だったの
である。
以上、前期はアブラハム信仰、後期はアジア宗教を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に関して偏見によることなく、正しく客観的に捉えることがで
きる。(知識・理解)

世界に生じる宗教紛争についてその背景を推測できる。(態度・志
向性)

各宗教の用語や概念を正しく使えるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必
要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義
内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
関一敏・大塚和夫編『宗教人類学入門』弘文堂
櫻井義秀・平藤喜久子編著『よくわかる宗教学』ミネル
ヴァ書房
白川琢磨『顕密のハビトゥス―神仏習合の宗教人類学的研
究』木星舎
タラル・アサド／中村圭志訳『宗教の系譜―キリスト教と
イスラムにおける権力の根拠と訓練』岩波オンデマンド
ブックス

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 日本人の宗教
２ 霊魂観：霊魂の現場主義
３ 死生観：「死」と宗教
４ 基層宗教①アニミズム（スピリチュアリズム）
５ 基層宗教②シャーマニズム
６ 基層宗教③呪術（magic）
７ 基層宗教④妖術（witchcraft）
８ アブラハム信仰の共通特徴①唯一絶対的神観念
９ アブラハム信仰の共通特徴②預言者の存在
10 アブラハム信仰の共通特徴③直線的時間観
11 アブラハム信仰の共通特徴④異教及び異教徒の位置づ
け
12 ユダヤ教：ヤーウェ・トーラー・シナゴーグ
13 キリスト教：カトリック・教会・サクラメント
14 キリスト教：「プロテスタンティズムの倫理と資本主
義の精神」
15 イスラームと実践宗教



2019-S000009407-06宗教学Ａ（神と西洋思想）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

東谷　孝一

◎－－－　概要　－－－◎

　古代ギリシアに始まる西洋の哲学思想の歴史において、
「神」についての探求は最も根本的で重要なことがらであった
と言えます。すなわち、「神」は人々によって信じられ崇拝さ
れてきただけではなく、人間の理性にとって最も根源的で包括
的な課題として様々な仕方で論じられ探求されてきました。宗
教は様々な宗教的儀式や建築、音楽や美術などを生み出すのみ
ならず、学問をも発展させたのです。こうして西洋に生まれた
神学や哲学はヨーロッパ文化を形成する大切な一部分となりま
した。
　神を信じるということはどのようなことなのか？神を信じる
ことと人間が生きることはどのようにかかわっているのか？信
じることと知ることはどのようにかかわっているのか？何らか
の証拠にもとづかなくとも神の存在を信じることは合理性をも
ちうるのか？神が存在することは論証されうるのか？このよう
な問題は西洋思想における重要な探求課題であったわけです。
　この講義においては、信仰と理性、神の存在論証など西洋の
宗教哲学における主要な問題を皆さんと一緒に考えていきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教哲学的な探求のあり方の特徴がわかる。(知識・理解)

宗教哲学の探求テーマについて、その重要性が理解できる。
(知識・理解)

宗教哲学における様々な議論の道筋を正確にたどることができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布された資料をあらかじめよく読んでおくこと。（30
分）
紹介された参考図書等を通じて復習し、理解を深めること。
（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験による。
評価基準：宗教哲学における、①探求の特色、②探求テーマの
重要性、③様々な議論の筋道、にかんする理解の程度を基準と
して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。必要に応じてプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2「神」という概念について
3　知ることと信じること
4　続　
5　神存在の宇宙論的論証
6　続
7　神存在の目的論的論証
8　続
9　神存在の存在論的論証
10　続
11　奇跡について
12　続
13　旅する者・人間
14　続
15　まとめ



2019-S000009407-11宗教学Ａ（神と西洋思想）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

東谷　孝一

◎－－－　概要　－－－◎

　古代ギリシアに始まる西洋の哲学思想の歴史において、
「神」についての探求は最も根本的で重要なことがらであった
と言えます。すなわち、「神」は人々によって信じられ崇拝さ
れてきただけではなく、人間の理性にとって最も根源的で包括
的な課題として様々な仕方で論じられ探求されてきました。宗
教は様々な宗教的儀式や建築、音楽や美術などを生み出すのみ
ならず、学問をも発展させたのです。こうして西洋に生まれた
神学や哲学はヨーロッパ文化を形成する大切な一部分となりま
した。
　神を信じるということはどのようなことなのか？神を信じる
ことと人間が生きることはどのようにかかわっているのか？信
じることと知ることはどのようにかかわっているのか？何らか
の証拠にもとづかなくとも神の存在を信じることは合理性をも
ちうるのか？神が存在することは論証されうるのか？このよう
な問題は西洋思想における重要な探求課題であったわけです。
　この講義においては、信仰と理性、神の存在論証など西洋の
宗教哲学における主要な問題を皆さんと一緒に考えていきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教哲学的な探求のあり方の特色がわかる。(知識・理解)

宗教哲学の探求テーマについて、その重要性が理解できる。
(知識・理解)

宗教哲学における様々な議論の道筋を正確にたどることができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布された資料をあらかじめよく読んでおくこと。（30
分）
紹介された参考図書等を通じて復習し、理解を深めること。
（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験による。
評価基準：宗教哲学における、①探求の特色、②探求テーマの
重要性、③様々な議論の筋道、にかんする理解の程度を基準と
して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。必要に応じてプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2「神」という概念について
3　知ることと信じること
4　続　
5　神存在の宇宙論的論証
6　続
7　神存在の目的論的論証
8　続
9　神存在の存在論的論証
10　続
11　奇跡について
12　続
13　旅する者・人間
14　続
15　まとめ



2019-S000009408-04宗教学Ｂ（言行録研究）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

　キリスト教やイスラーム、仏教などの諸宗教は、その出発点
において、特定の人の言葉や行動と深く結びついている。ある
いは、新しい宗教を生み出した「開祖」ではないとしても、あ
る人間が一種の「聖者」と見なされ、その人の思想や生き方が
半ば神聖視されることもある。
　この授業では、六つの古典的な「言行録」を取り上げ、それ
らを哲学的・宗教学的に検討する。イエス、ムハンマド、ブッ
ダなどの生涯に直接関わるテキストを扱うことによって、複雑
な「教義」として洗練される以前の、より生々しく鮮烈な「思
考」を取り出し、分析することを試みる。
　授業は講義形式で行う。毎回冒頭、前回の復習と質疑応答の
時間を設け、授業の最後には、当日の内容に関する小テストを
課す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①授業で取り上げる古典に関する基礎知識を持ち、正確に説
明できる。(知識・理解)

　②古典を読解し、宗教学的に分析することができる。(技能)

　③宗教学的な諸問題について、自ら主体的に考えることがで
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に参考資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておくこと（120分）。復習としては、小テストの
問題を中心に授業内容を再検討し、改めて参考資料を読み直す
ことが求められる（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（70％）と毎回の小テスト（30％）に基づき、評価
する。
　授業の内容を正確に理解しているか、自ら主体的に考えよう
としているか、という二点を主な評価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。
　毎回の授業前に、FUポータル上で参考資料を公開す
る。各自でプリントアウトし、持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜、授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　予備知識は前提しないが、授業への十分な意欲は必要と
される。
　授業中の私語や無断退室は決して許されない。厳格な受
講態度が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. メモラビリア①
3. メモラビリア②
4. 福音書①
5. 福音書②
6. ハディース①
7. ハディース②
8. 大パリニッバーナ経①
9. 大パリニッバーナ経②
10. 荘子①
11. 荘子②
12. 正法眼蔵随聞記①
13. 正法眼蔵随聞記②
14. 補論
15. まとめ



2019-S000009408-01宗教学Ｂ（古事記神話と日本書紀神話）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の神話を伝えている記述はいくつか存在していますが、
そのなかでもっとも知られているのが 『古事記』 と 『日本書
紀』 に含まれている記述です。従来、この二つの書物に記述さ
れた神話は総称して 「記紀神話」 と呼ばれ、同じような内容
を説いているものと考えられてきました。
　たしかにこの二つの神話は最初から最後まで、話のあらすじ
も似ており、様々な違いはあっても、結局、同根の神話である
と思われるかもしれません。しかし、両者には、世界や神のよ
うな根本的な事柄に対する捉え方の違いがあり、それ以外にも
看過できない違いが多く存在しています。『古事記』 と 『日
本書紀』 の編纂者は、おそらく同じような神話伝承を素材とし
て用いながらも、自らが是とする価値観にもとづいて、それぞ
れ独自の神話体系を作り上げていったと考えられるのです。
　したがって、「記紀神話」 という形で両者を安易に同一視す
ることは、それぞれの神話の特色を見誤ることにつながるで
しょう。『古事記』 の神話は 「古事記神話」、『日本書紀』
の神話は 「日本書紀神話」 として明確に区別し、互いに独立
した神話として捉えていくことが必要なのです。
　この授業では、特に 「国生みの神話」 「高天原の神話」
「出雲の神話」 という三つのテーマに関して、古事記神話と日
本書紀神話という二つの神話の記述を比較検討することで、
各々の神話の特色を浮かび上がらせたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる基礎的な内容を理
解できる。(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる重要点を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『古事記神話と日本書紀神話』、晃洋書
房、平成28年、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　国生みの神話 （別天つ神）
　３　国生みの神話 （神世七代）
　４　国生みの神話 （国生みの経緯）
　５　国生みの神話 （国生みの具体相）
　６　高天原の神話 （スサノヲのウケヒ）
　７　高天原の神話 （スサノヲの乱行）
　８　高天原の神話 （天の石屋籠もり）
　９　高天原の神話 （スサノヲへの対応）
１０　高天原の神話 （オホゲツヒメの殺害）
１１　出雲の神話　（ヤマタノヲロチの退治）
１２　出雲の神話　（草なぎの剣とスサノヲの宮）
１３　出雲の神話 （スサノヲとオホナムヂの系譜）
１４　出雲の神話　（オホナムヂという存在）
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009408-02宗教学Ｂ（古事記神話と日本書紀神話）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の神話を伝えている記述はいくつか存在していますが、
そのなかでもっとも知られているのが 『古事記』 と 『日本書
紀』 に含まれている記述です。従来、この二つの書物に記述さ
れた神話は総称して 「記紀神話」 と呼ばれ、同じような内容
を説いているものと考えられてきました。
　たしかにこの二つの神話は最初から最後まで、話のあらすじ
も似ており、様々な違いはあっても、結局、同根の神話である
と思われるかもしれません。しかし、両者には、世界や神のよ
うな根本的な事柄に対する捉え方の違いがあり、それ以外にも
看過できない違いが多く存在しています。『古事記』 と 『日
本書紀』 の編纂者は、おそらく同じような神話伝承を素材とし
て用いながらも、自らが是とする価値観にもとづいて、それぞ
れ独自の神話体系を作り上げていったと考えられるのです。
　したがって、「記紀神話」 という形で両者を安易に同一視す
ることは、それぞれの神話の特色を見誤ることにつながるで
しょう。『古事記』 の神話は 「古事記神話」、『日本書紀』
の神話は 「日本書紀神話」 として明確に区別し、互いに独立
した神話として捉えていくことが必要なのです。
　この授業では、特に 「国生みの神話」 「高天原の神話」
「出雲の神話」 という三つのテーマに関して、古事記神話と日
本書紀神話という二つの神話の記述を比較検討することで、
各々の神話の特色を浮かび上がらせたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる基礎的な内容を理
解できる。(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる重要点を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『古事記神話と日本書紀神話』、晃洋書
房、平成28年、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　国生みの神話 （別天つ神）
　３　国生みの神話 （神世七代）
　４　国生みの神話 （国生みの経緯）
　５　国生みの神話 （国生みの具体相）
　６　高天原の神話 （スサノヲのウケヒ）
　７　高天原の神話 （スサノヲの乱行）
　８　高天原の神話 （天の石屋籠もり）
　９　高天原の神話 （スサノヲへの対応）
１０　高天原の神話 （オホゲツヒメの殺害）
１１　出雲の神話　（ヤマタノヲロチの退治）
１２　出雲の神話　（草なぎの剣とスサノヲの宮）
１３　出雲の神話 （スサノヲとオホナムヂの系譜）
１４　出雲の神話　（オホナムヂという存在）
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009408-05宗教学Ｂ（古事記神話と日本書紀神話）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の神話を伝えている記述はいくつか存在していますが、
そのなかでもっとも知られているのが 『古事記』 と 『日本書
紀』 に含まれている記述です。従来、この二つの書物に記述さ
れた神話は総称して 「記紀神話」 と呼ばれ、同じような内容
を説いているものと考えられてきました。
　たしかにこの二つの神話は最初から最後まで、話のあらすじ
も似ており、様々な違いはあっても、結局、同根の神話である
と思われるかもしれません。しかし、両者には、世界や神のよ
うな根本的な事柄に対する捉え方の違いがあり、それ以外にも
看過できない違いが多く存在しています。『古事記』 と 『日
本書紀』 の編纂者は、おそらく同じような神話伝承を素材とし
て用いながらも、自らが是とする価値観にもとづいて、それぞ
れ独自の神話体系を作り上げていったと考えられるのです。
　したがって、「記紀神話」 という形で両者を安易に同一視す
ることは、それぞれの神話の特色を見誤ることにつながるで
しょう。『古事記』 の神話は 「古事記神話」、『日本書紀』
の神話は 「日本書紀神話」 として明確に区別し、互いに独立
した神話として捉えていくことが必要なのです。
　この授業では、特に 「国生みの神話」 「高天原の神話」
「出雲の神話」 という三つのテーマに関して、古事記神話と日
本書紀神話という二つの神話の記述を比較検討することで、
各々の神話の特色を浮かび上がらせたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる基礎的な内容を理
解できる。(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる重要点を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『古事記神話と日本書紀神話』、晃洋書
房、平成28年、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　国生みの神話 （別天つ神）
　３　国生みの神話 （神世七代）
　４　国生みの神話 （国生みの経緯）
　５　国生みの神話 （国生みの具体相）
　６　高天原の神話 （スサノヲのウケヒ）
　７　高天原の神話 （スサノヲの乱行）
　８　高天原の神話 （天の石屋籠もり）
　９　高天原の神話 （スサノヲへの対応）
１０　高天原の神話 （オホゲツヒメの殺害）
１１　出雲の神話　（ヤマタノヲロチの退治）
１２　出雲の神話　（草なぎの剣とスサノヲの宮）
１３　出雲の神話 （スサノヲとオホナムヂの系譜）
１４　出雲の神話　（オホナムヂという存在）
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009408-07宗教学Ｂ（古事記神話と日本書紀神話）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の神話を伝えている記述はいくつか存在していますが、
そのなかでもっとも知られているのが 『古事記』 と 『日本書
紀』 に含まれている記述です。従来、この二つの書物に記述さ
れた神話は総称して 「記紀神話」 と呼ばれ、同じような内容
を説いているものと考えられてきました。
　たしかにこの二つの神話は最初から最後まで、話のあらすじ
も似ており、様々な違いはあっても、結局、同根の神話である
と思われるかもしれません。しかし、両者には、世界や神のよ
うな根本的な事柄に対する捉え方の違いがあり、それ以外にも
看過できない違いが多く存在しています。『古事記』 と 『日
本書紀』 の編纂者は、おそらく同じような神話伝承を素材とし
て用いながらも、自らが是とする価値観にもとづいて、それぞ
れ独自の神話体系を作り上げていったと考えられるのです。
　したがって、「記紀神話」 という形で両者を安易に同一視す
ることは、それぞれの神話の特色を見誤ることにつながるで
しょう。『古事記』 の神話は 「古事記神話」、『日本書紀』
の神話は 「日本書紀神話」 として明確に区別し、互いに独立
した神話として捉えていくことが必要なのです。
　この授業では、特に 「国生みの神話」 「高天原の神話」
「出雲の神話」 という三つのテーマに関して、古事記神話と日
本書紀神話という二つの神話の記述を比較検討することで、
各々の神話の特色を浮かび上がらせたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる基礎的な内容を理
解できる。(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに関わる重要点を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストの指定された範囲を精読し、不明な箇所は自分で調
べておくこと。（90分）

・筆記した内容を確認しながら、テキストの指定された範囲を
再読すること。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業内容を理解し、その重要点を説明できるかという点を成
績評価基準とします。

・定期試験の結果で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　岸根敏幸著　『古事記神話と日本書紀神話』、晃洋書
房、平成28年、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席不良、出席に関わる不正行為、授業中の私語など、
授業への取り組みに問題がある場合、厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　ガイダンス
　２　国生みの神話 （別天つ神）
　３　国生みの神話 （神世七代）
　４　国生みの神話 （国生みの経緯）
　５　国生みの神話 （国生みの具体相）
　６　高天原の神話 （スサノヲのウケヒ）
　７　高天原の神話 （スサノヲの乱行）
　８　高天原の神話 （天の石屋籠もり）
　９　高天原の神話 （スサノヲへの対応）
１０　高天原の神話 （オホゲツヒメの殺害）
１１　出雲の神話　（ヤマタノヲロチの退治）
１２　出雲の神話　（草なぎの剣とスサノヲの宮）
１３　出雲の神話 （スサノヲとオホナムヂの系譜）
１４　出雲の神話　（オホナムヂという存在）
１５　まとめ／定期試験の説明

◎－－－　URL　－－－◎

岸根敏幸のサイト
(https://sites.google.com/site/kishine2623/)



2019-S000009408-08宗教学Ｂ（ヒンドゥー教・仏教・日本宗教を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

「宗教」という言葉は、religionの訳語として、明治時代の初めに
我が国で作られた。その意味は、皆さんが想定する通りであるが、
問題はその評価である。統計数理研究所が戦後から5年おきに実施
している意識調査でも「宗教・信仰を持っているか、あるいは関わ
りがあるか」との問いに、日本人の約7割が「No」と答え、しかも
「Yes」3割、「No」7割という比率はほぼ一貫しているのである。
世界中どこでもそうなら問題はないのだが、例えば欧米キリスト教
圏と比較すれば、その比率はほぼ逆なのである。その謎を解いてい
くのが本講義の趣旨である。
　そのためには、まず、我々の宗教環境を知らねばならない。宗教
は、人類の文化（culture）を構成する３大コードの１つである。特
定の宗教として成立する以前の基層宗教は、主に宗教人類学の領域
で研究されてきたが、その中から基本的な４つ宗教概念を取り上げ
る。「アニミズム（スピリチュアリズム）」「シャーマニズム」
「呪術（magic）」「妖術（witchcraft）」の概念や現象について解
説するが、これらは今日の成立宗教の基底に横たわるものである。
　今日の世界宗教は、大きく分けると２つの系列に分けられる。１
つは、世界人口の約半分が帰属しているユダヤ教・キリスト教・イ
スラームである。これらの宗教は預言者の共通性に着目して「アブ
ラハム信仰」と呼ばれるが、「唯一絶対的な神観念」をその特徴と
している。それ以外に「預言者の存在」「直線的な時間観」などが
あるが、今日の宗教紛争の根本的な原因ともなっている「異教及び
異教徒の位置づけ」が最大の問題であろう。これは唯一絶対神の
ちょうどコインの裏表の関係となっており、世俗化の問題とも絡め
ながらその解決の方向を考えてみたい。
　もう１つの系列が、日本宗教が属するところの「アジア宗教」の
系列である。「神」なき宗教の系列である。講義では、その中で日
本宗教とのつながりの深い「ヒンドゥー教」と「仏教」をとりあげ
るが、ヒンドゥー教から引き継いだ「輪廻転生」と大乗仏教に由来
する「六波羅蜜」と「四聖六道」が８世紀頃、日本に定着し、それ
までに存在していた神祇信仰と融合して「神仏習合」とも呼ぶべき
独特な状態を作り上げる。しかもこの状態が150年前の明治元年に
「神仏分離」という強硬な文化政策で一挙に崩壊する。日本の近代
化（合理化）の立ち位置はまさに反＝神仏習合にあったのであり、
習合的な要素を持つ宗派や教団に冠せられた代名詞が宗教だったの
である。
以上、前期はアブラハム信仰、後期はアジア宗教を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に関して偏見によることなく、正しく客観的に捉えることがで
きる。(知識・理解)

日本人の宗教環境が正しく理解できる。(知識・理解)

我が国の宗教・文化政策に対して正しい判断ができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必
要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義
内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
関一敏・大塚和夫編『宗教人類学入門』弘文堂
櫻井義秀・平藤喜久子編著『よくわかる宗教学』ミネル
ヴァ書房
白川琢磨『顕密のハビトゥス―神仏習合の宗教人類学的研
究』木星舎
安丸良夫『神々の明治維新―神仏分離と廃仏毀釈』岩波新
書黄版103
黒田俊雄『寺社勢力―もう一つの中世社会』岩波新書黄版
117

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 日本人の宗教
２ 霊魂観：霊魂の現場主義
３ 死生観：「死」と宗教
４ 基層宗教①アニミズム（スピリチュアリズム）
５ 基層宗教②シャーマニズム
６ 基層宗教③呪術（magic）
７ 基層宗教④妖術（witchcraft）
８ ヒンドゥー教：輪廻転生と４ヴァルナ
９ 原始仏教：苦集滅道
10 ガンダーラにおける転換：大乗仏教
11 仏教伝来と神祇信仰
12 神仏習合の出発：神身離脱現象
13 神仏習合の展開：本地垂迹説
14 神仏分離のロジック
15 日本人の宗教アレルギーの理由



2019-S000009408-09宗教学Ｂ（ヒンドゥー教・仏教・日本宗教を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

「宗教」という言葉は、religionの訳語として、明治時代の初めに
我が国で作られた。その意味は、皆さんが想定する通りであるが、
問題はその評価である。統計数理研究所が戦後から5年おきに実施
している意識調査でも「宗教・信仰を持っているか、あるいは関わ
りがあるか」との問いに、日本人の約7割が「No」と答え、しかも
「Yes」3割、「No」7割という比率はほぼ一貫しているのである。
世界中どこでもそうなら問題はないのだが、例えば欧米キリスト教
圏と比較すれば、その比率はほぼ逆なのである。その謎を解いてい
くのが本講義の趣旨である。
　そのためには、まず、我々の宗教環境を知らねばならない。宗教
は、人類の文化（culture）を構成する３大コードの１つである。特
定の宗教として成立する以前の基層宗教は、主に宗教人類学の領域
で研究されてきたが、その中から基本的な４つ宗教概念を取り上げ
る。「アニミズム（スピリチュアリズム）」「シャーマニズム」
「呪術（magic）」「妖術（witchcraft）」の概念や現象について解
説するが、これらは今日の成立宗教の基底に横たわるものである。
　今日の世界宗教は、大きく分けると２つの系列に分けられる。１
つは、世界人口の約半分が帰属しているユダヤ教・キリスト教・イ
スラームである。これらの宗教は預言者の共通性に着目して「アブ
ラハム信仰」と呼ばれるが、「唯一絶対的な神観念」をその特徴と
している。それ以外に「預言者の存在」「直線的な時間観」などが
あるが、今日の宗教紛争の根本的な原因ともなっている「異教及び
異教徒の位置づけ」が最大の問題であろう。これは唯一絶対神の
ちょうどコインの裏表の関係となっており、世俗化の問題とも絡め
ながらその解決の方向を考えてみたい。
　もう１つの系列が、日本宗教が属するところの「アジア宗教」の
系列である。「神」なき宗教の系列である。講義では、その中で日
本宗教とのつながりの深い「ヒンドゥー教」と「仏教」をとりあげ
るが、ヒンドゥー教から引き継いだ「輪廻転生」と大乗仏教に由来
する「六波羅蜜」と「四聖六道」が８世紀頃、日本に定着し、それ
までに存在していた神祇信仰と融合して「神仏習合」とも呼ぶべき
独特な状態を作り上げる。しかもこの状態が150年前の明治元年に
「神仏分離」という強硬な文化政策で一挙に崩壊する。日本の近代
化（合理化）の立ち位置はまさに反＝神仏習合にあったのであり、
習合的な要素を持つ宗派や教団に冠せられた代名詞が宗教だったの
である。
以上、前期はアブラハム信仰、後期はアジア宗教を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に関して偏見によることなく、正しく客観的に捉えることがで
きる。(知識・理解)

日本人の宗教環境が正しく理解できる。(知識・理解)

我が国の宗教・文化政策に対して正しい判断ができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必
要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義
内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
関一敏・大塚和夫編『宗教人類学入門』弘文堂
櫻井義秀・平藤喜久子編著『よくわかる宗教学』ミネル
ヴァ書房
白川琢磨『顕密のハビトゥス―神仏習合の宗教人類学的研
究』木星舎
安丸良夫『神々の明治維新―神仏分離と廃仏毀釈』岩波新
書黄版103
黒田俊雄『寺社勢力―もう一つの中世社会』岩波新書黄版
117

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 日本人の宗教
２ 霊魂観：霊魂の現場主義
３ 死生観：「死」と宗教
４ 基層宗教①アニミズム（スピリチュアリズム）
５ 基層宗教②シャーマニズム
６ 基層宗教③呪術（magic）
７ 基層宗教④妖術（witchcraft）
８ ヒンドゥー教：輪廻転生と４ヴァルナ
９ 原始仏教：苦集滅道
10 ガンダーラにおける転換：大乗仏教
11 仏教伝来と神祇信仰
12 神仏習合の出発：神身離脱現象
13 神仏習合の展開：本地垂迹説
14 神仏分離のロジック
15 日本人の宗教アレルギーの理由



2019-S000009408-10宗教学Ｂ（ヒンドゥー教・仏教・日本宗教を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

白川　琢磨

◎－－－　概要　－－－◎

「宗教」という言葉は、religionの訳語として、明治時代の初めに
我が国で作られた。その意味は、皆さんが想定する通りであるが、
問題はその評価である。統計数理研究所が戦後から5年おきに実施
している意識調査でも「宗教・信仰を持っているか、あるいは関わ
りがあるか」との問いに、日本人の約7割が「No」と答え、しかも
「Yes」3割、「No」7割という比率はほぼ一貫しているのである。
世界中どこでもそうなら問題はないのだが、例えば欧米キリスト教
圏と比較すれば、その比率はほぼ逆なのである。その謎を解いてい
くのが本講義の趣旨である。
　そのためには、まず、我々の宗教環境を知らねばならない。宗教
は、人類の文化（culture）を構成する３大コードの１つである。特
定の宗教として成立する以前の基層宗教は、主に宗教人類学の領域
で研究されてきたが、その中から基本的な４つ宗教概念を取り上げ
る。「アニミズム（スピリチュアリズム）」「シャーマニズム」
「呪術（magic）」「妖術（witchcraft）」の概念や現象について解
説するが、これらは今日の成立宗教の基底に横たわるものである。
　今日の世界宗教は、大きく分けると２つの系列に分けられる。１
つは、世界人口の約半分が帰属しているユダヤ教・キリスト教・イ
スラームである。これらの宗教は預言者の共通性に着目して「アブ
ラハム信仰」と呼ばれるが、「唯一絶対的な神観念」をその特徴と
している。それ以外に「預言者の存在」「直線的な時間観」などが
あるが、今日の宗教紛争の根本的な原因ともなっている「異教及び
異教徒の位置づけ」が最大の問題であろう。これは唯一絶対神の
ちょうどコインの裏表の関係となっており、世俗化の問題とも絡め
ながらその解決の方向を考えてみたい。
　もう１つの系列が、日本宗教が属するところの「アジア宗教」の
系列である。「神」なき宗教の系列である。講義では、その中で日
本宗教とのつながりの深い「ヒンドゥー教」と「仏教」をとりあげ
るが、ヒンドゥー教から引き継いだ「輪廻転生」と大乗仏教に由来
する「六波羅蜜」と「四聖六道」が８世紀頃、日本に定着し、それ
までに存在していた神祇信仰と融合して「神仏習合」とも呼ぶべき
独特な状態を作り上げる。しかもこの状態が150年前の明治元年に
「神仏分離」という強硬な文化政策で一挙に崩壊する。日本の近代
化（合理化）の立ち位置はまさに反＝神仏習合にあったのであり、
習合的な要素を持つ宗派や教団に冠せられた代名詞が宗教だったの
である。
以上、前期はアブラハム信仰、後期はアジア宗教を中心に講義す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に関して偏見によることなく、正しく客観的に捉えることがで
きる。(知識・理解)

日本人の宗教環境が正しく理解できる。(知識・理解)

我が国の宗教・文化政策に対して正しい判断ができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習の必要はない。
毎回の講義をノートによって復習し、要点を整理しておくことが必
要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験で８５％の評価を決定する。
１５％は、授業中に数回提出していただくミニッツペーパーや講義
内容に対する質問で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。
授業中、配布する資料と各自がとるノートが基本である。

◎－－－　参考書　－－－◎

祖父江孝男『文化人類学入門（増補改訂版）』中公新書
560
関一敏・大塚和夫編『宗教人類学入門』弘文堂
櫻井義秀・平藤喜久子編著『よくわかる宗教学』ミネル
ヴァ書房
白川琢磨『顕密のハビトゥス―神仏習合の宗教人類学的研
究』木星舎
安丸良夫『神々の明治維新―神仏分離と廃仏毀釈』岩波新
書黄版103
黒田俊雄『寺社勢力―もう一つの中世社会』岩波新書黄版
117

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

出席は当然の原則である。
ノートを取りながら講義を聞くということを習慣化して欲
しい。
DVD等の視聴覚教材を何回か用いるが、その際は必ずミ
ニッツペーパーを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 日本人の宗教
２ 霊魂観：霊魂の現場主義
３ 死生観：「死」と宗教
４ 基層宗教①アニミズム（スピリチュアリズム）
５ 基層宗教②シャーマニズム
６ 基層宗教③呪術（magic）
７ 基層宗教④妖術（witchcraft）
８ ヒンドゥー教：輪廻転生と４ヴァルナ
９ 原始仏教：苦集滅道
10 ガンダーラにおける転換：大乗仏教
11 仏教伝来と神祇信仰
12 神仏習合の出発：神身離脱現象
13 神仏習合の展開：本地垂迹説
14 神仏分離のロジック
15 日本人の宗教アレルギーの理由



2019-S000009408-06宗教学Ｂ（「神のかたどり」としての人間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

東谷　孝一

◎－－－　概要　－－－◎

　西洋の思想は大局的にはギリシア・ヘレニズム思想とユダ
ヤ・キリスト教思想が互いに影響し合うなかで形成されたとい
えるでしょう。ユダヤ・キリスト教の宗教思想は西洋世界にお
ける世界観・人間観の形成において極めて大きな影響を与えて
います。それは「世界のあること」や「人間であること」その
ものについて、根本的にその意味を探求させるものでありまし
た。なぜならば宗教は世界があることやその在り方についての
私たちの理解の仕方に深くかかわるメッセージを伝えているか
らです。また他方、宗教は人間の幸福や自己実現、また人格と
他者とのまじわり、人生における苦難や試練とその克服などの
重要なことがらにかんして私たちに根本的な反省を迫るものと
もいえます。
　この講義では、宗教と科学、神と経験、愛など、宗教哲学に
おける中心的なテーマを皆さんと一緒に考察していきます。宗
教哲学的な探求は私たちに自分が今までわかりきったことと
思っていた事柄への再考をうながし、ものごとを新たな光の下
で考える機会を与えてくれます。一緒に探求してみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教哲学的な探求のあり方の特色がわかる。(知識・理解)

宗教哲学の探求テーマについて、その重要性が理解できる。
(知識・理解)

宗教哲学における様々な議論の道筋を正確にたどることができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布された資料をあらかじめよく読んでおくこと。（30
分）
紹介された参考図書等を通じて復習し、理解を深めること。
（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験による。
評価基準：宗教哲学における、①探求の特色、②探求テーマの
重要性、③様々な議論の筋道、にかんする理解の程度を基準と
して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。必要に応じてプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

なし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
2　啓示と神　
3　続
4　宗教と科学
5　続
6　続　
7　神と経験
8　続
9　プラグマティズムの宗教観
10　続
11　愛について、愛情（affection）
12　続　　　　　恋愛（eros）　　
13　続　　　　　友愛（friendship）
14　続　　　　　恵愛（charity）
15　まとめ



2019-S000009408-11宗教学Ｂ（「神のかたどり」としての人間）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

東谷　孝一

◎－－－　概要　－－－◎

　西洋の思想は大局的にはギリシア・ヘレニズム思想とユダ
ヤ・キリスト教思想が互いに影響し合うなかで形成されたとい
えるでしょう。ユダヤ・キリスト教の宗教思想は西洋世界にお
ける世界観・人間観の形成において極めて大きな影響を与えて
います。それは「世界のあること」や「人間であること」その
ものについて、根本的にその意味を探求させるものでありまし
た。なぜならば宗教は世界があることやその在り方についての
私たちの理解の仕方に深くかかわるメッセージを伝えているか
らです。また他方、宗教は人間の幸福や自己実現、また人格と
他者とのまじわり、人生における苦難や試練とその克服などの
重要なことがらにかんして私たちに根本的な反省を迫るものと
もいえます。
　この講義では、宗教と科学、神と経験、愛など、宗教哲学に
おける中心的なテーマを皆さんと一緒に考察していきます。宗
教哲学的な探求は私たちに自分が今までわかりきったことと
思っていた事柄への再考をうながし、ものごとを新たな光の下
で考える機会を与えてくれます。一緒に探求してみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教哲学的な探求のあり方の特色がわかる。(知識・理解)

宗教哲学の探求テーマについて、その重要性が理解できる。
(知識・理解)

宗教哲学における様々な議論の道筋を正確にたどることができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布された資料をあらかじめよく読んでおくこと。（30
分）
紹介された参考図書等を通じて復習し、理解を深めること。
（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験による。
評価基準：宗教哲学における、①探求の特色、②探求テーマの
重要性、③様々な議論の筋道、にかんする理解の程度を基準と
して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし。必要に応じてプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

なし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
2　啓示と神　
3　続
4　宗教と科学
5　続
6　続　
7　神と経験
8　続
9　プラグマティズムの宗教観
10　続
11　愛について、愛情（affection）
12　続　　　　　恋愛（eros）　　
13　続　　　　　友愛（friendship）
14　続　　　　　恵愛（charity）
15　まとめ



2019-S000009410-03日本史Ａ（「日本」の近現代史）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

福嶋　寛之

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、しばしば単一の「日本」なるものの虚構性を指摘し、
多様な「日本」の存在でもって、それに対置させようとする言
説を多く確認することができる。これはこれで誤りというわけ
ではない。ただ、それではなぜ、そしてどのように単一の「日
本」としてイメージされてきたのか、という問題は依然として
残り続ける。本講義では、やや大胆に、膨張を繰り返してきた
帝国日本としての戦前日本、1945年の敗戦による帝国解体とそ
れとパラレルに進行した戦後日本の形成、という対比のもと、
上記問題に取り組みたい。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の近現代史に関する知識の獲得、および歴史的展開につい
て理解する。(知識・理解)

歴史学研究の方法への理解、および歴史を見る際の複眼的思考
を習得する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習としては、右に挙げた参考文献を中心に、授業中に
適宜紹介する文献を読むこと（60分）。事後学習としては、授
業の際に配布したプリントで骨格は再現可能であるから、あと
は自筆のノートで再構成・整理していけばよい（30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述形式の定期試験において判定する（100％。ただし授業
への出席は成績評価をする際の前提である）。評価基準は、ま
ずは本講義のポイントを的確に理解できたか否か、次に本講義
で得た知識や視点をもとに自分なりの見解やイメージを構築で
きたか否か、最後に、これらを自らの言葉で論理的に表現でき
るか否か、とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　無し。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業全般を理解するにあたっては、小熊英二『〈日本
人〉の境界』（新曜社、1998年）を挙げておく。個別の主
題に関するものは、授業中に紹介していきたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　一連の話として展開していくので、欠席すると理解が困
難になることに注意してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入
２　近現代「日本」の輪郭
３　移民から見る日本の近代①北米・南米編
４　移民から見る日本の近代②アジア編
５　近代世界の形成と日本
６　近代日本の出発
７　北海道・沖縄の「日本」編入
８　東アジアの近代
９　植民地帝国日本の形成①
10　植民地帝国日本の形成②
11　植民地帝国日本の構造①
12　植民地帝国日本の構造②
13　戦時動員と帝国日本の流動化
14　帝国日本の解体と戦後日本の形成
15　総括



2019-S000009410-01日本史Ａ（日本のなりたち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、古代通史を題材として「日本」という枠組みの成立
過程を検討する。日本史とは「日本」の歴史である。では、「日
本」とはなにか。本講義のねらいは、ともすれば自明と考えがち
な「日本」という枠組みを、古代史に題材をとって再検討するこ
とにある。「日本」という国号が成立したのは７世紀末と考えら
れており、それ以前には「日本」も、「日本人」も存在しなかっ
た。古代東アジア世界の国際情勢の中で、ヤマト政権や律令国家
の仕組みを概観しながら、古代国家の成立過程を見ていく。ま
た、一国史観（ひとつの国の中でのみ歴史を見、考える態度）を
克服しようとする研究動向もふまえながら、「日本」のなりたち
を考えたい。
　事件や人名の暗記ではなく、その事件がなぜ起きたのか（原因
や背景）、その事件によって何がどう変わったのか（結果や意
義）、その事件を起こした人物はなぜそのような行動を取ったの
か（意図や動機）などを中心に説明していく。
　授業計画では、古代史の項目のみを挙げているが、暗記科目だ
と考えられがちな歴史をとらえ直してもらうために、歴史の考え
方についてのトピックを織り込んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・弥生時代の｢クニ｣、ヤマト政権、律令国家など、日本列島の古
代の政治的なまとまりが成立していった要因や、その内部の構造
（仕組み）について理解する。(知識・理解)

・上記の政治的なまとまりが成立した背景として、中国王朝や朝
鮮半島諸国との関係など、古代東アジアの国際関係・国際情勢に
ついて理解する。(知識・理解)

・単に事件を暗記するのではなく、「なぜそうなったのか」「そ
の結果どうなったのか」など、歴史的事件の意義や意味を説明し
ようとする意識を持つ。(態度・志向性)

・「歴史を学ぶ」ことの意味を考え、自分なりの意見をもつよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の配付資料（プリント）で、(A)今回の内容の論点と、(B)
次回でふれる資料を提示します。
　(A)については、ノートなどを見返して授業内容を整理し、文章
として説明できるようにしておくこと（60分）。
　(B)については、下読みして資料の内容を把握し、授業の準備し
ておくこと（30分）。もちろん参考文献の該当部分を読むことも
推奨します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験85％、受講態度15％
　期末試験の設問は、上記の復習の課題を元に作成します。単に
語句を覚えているかではなく、事件や制度の意味や、事項同士の
関連性・因果関係を問い、講義内容を理解できているかを測りま
す（到達目標の知識・理解の部分）。
　受講態度については、授業時間内にミニッツペーパー（毎回で
はありません。４回を予定。予告はしません）を行います。これ
はテストではありません。歴史の学び方・考え方について考える
機会を持ってもらい、皆さんの意見を書いてもらうものです。主
体的に考えようとしているか、積極的に意見表明しようとしてい
るか、が評価対象です（到達目標の態度・志向性の部分）。
フィードバックとして、次回の授業で、考えてもらった設問の意
図等について解説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
毎回資料（プリント）を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉田孝『日本の誕生』岩波新書　ISBN 4004305101
中谷功治『歴史を冒険するために』関西学院大学出版会　
ISBN 486283034X
個別の論点についての参考文献は、講義中に適宜紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回配布するプリントは授業内容を説明するための資料
です。授業内容をまとめたレジュメではありません。授業
では、それらの資料を用いて説明・板書していくのでノー
トを取ること。
　授業計画では各回で完結する内容となっていますが、当
然のことながら、授業は前回（もしくはそれ以前）の内容
を踏まえて進んでいきますので、内容の関連性に注意して
下さい。
　欠席に注意し、復習を忘れないでください。また、疑問
点は質問をしてください（個別にでも受け付けます）。
　他の受講生の迷惑となる行為は禁止します。
　進行具合によって授業計画を変更する場合があります。
　初回の授業で、この講義の進め方・ルールについて説明
するので出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに（趣旨説明）
２　文明の周縁…クニの形成
３　農業開始は進歩か
４　東アジアと倭…朝貢と冊封
５　ヤマト政権の成立
６　治天下大王の出現
７　ヤマト政権の支配体制１…国造制と屯倉制
８　ヤマト政権の支配体制２…氏姓制度と部民制
９　六世紀の国際情勢
10　七世紀の政治改革１…推古朝
11　七世紀の政治改革２…大化改新
12　七世紀の政治改革３…「日本」の成立
13　「日本」とは何だろうか
14　律令国家１…官僚制
15　律令国家２…籍帳制



2019-S000009410-02日本史Ａ（日本のなりたち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、古代通史を題材として「日本」という枠組みの成立
過程を検討する。日本史とは「日本」の歴史である。では、「日
本」とはなにか。本講義のねらいは、ともすれば自明と考えがち
な「日本」という枠組みを、古代史に題材をとって再検討するこ
とにある。「日本」という国号が成立したのは７世紀末と考えら
れており、それ以前には「日本」も、「日本人」も存在しなかっ
た。古代東アジア世界の国際情勢の中で、ヤマト政権や律令国家
の仕組みを概観しながら、古代国家の成立過程を見ていく。ま
た、一国史観（ひとつの国の中でのみ歴史を見、考える態度）を
克服しようとする研究動向もふまえながら、「日本」のなりたち
を考えたい。
　事件や人名の暗記ではなく、その事件がなぜ起きたのか（原因
や背景）、その事件によって何がどう変わったのか（結果や意
義）、その事件を起こした人物はなぜそのような行動を取ったの
か（意図や動機）などを中心に説明していく。
　授業計画では、古代史の項目のみを挙げているが、暗記科目だ
と考えられがちな歴史をとらえ直してもらうために、歴史の考え
方についてのトピックを織り込んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・弥生時代の｢クニ｣、ヤマト政権、律令国家など、日本列島の古
代の政治的なまとまりが成立していった要因や、その内部の構造
（仕組み）について理解する。(知識・理解)

・上記の政治的なまとまりが成立した背景として、中国王朝や朝
鮮半島諸国との関係など、古代東アジアの国際関係・国際情勢に
ついて理解する。(知識・理解)

・単に事件を暗記するのではなく、「なぜそうなったのか」「そ
の結果どうなったのか」など、歴史的事件の意義や意味を説明し
ようとする意識を持つ。(態度・志向性)

・「歴史を学ぶ」ことの意味を考え、自分なりの意見をもつよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の配付資料（プリント）で、(A)今回の内容の論点と、(B)
次回でふれる史資料を提示します。
　(A)については、ノートなどを見返して授業内容を整理し、文章
として説明できるようにしておくこと（60分）。
　(B)については、下読みして内容を把握し、授業の準備しておく
こと（30分）。もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨し
ます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験85％、受講態度15％
　定期試験の設問は、上記の復習の課題を元に作成します。単に
語句を覚えているかではなく、事件や制度の意味や、事項同士の
関連性・因果関係を問い、講義内容を理解できているかを測りま
す（到達目標の知識・理解の部分）。
　受講態度については、授業時間内にミニッツペーパー（毎回で
はありません。４回を予定。予告はしません）を行います。これ
はテストではありません。歴史の学び方・考え方について考える
機会を持ってもらい、皆さんの意見を書いてもらうものです。主
体的に考えようとしているか、積極的に意見表明しようとしてい
るか、が評価対象です（到達目標の態度・志向性の部分）。
フィードバックとして、次回の授業で、考えてもらった設問の意
図等について解説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
毎回資料（プリント）を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉田孝『日本の誕生』岩波新書　ISBN 4004305101
中谷功治『歴史を冒険するために』関西学院大学出版会　
ISBN 486283034X
個別の論点についての参考文献は、講義中に適宜紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回配布するプリントは授業内容を説明するための資料
です。授業内容をまとめたレジュメではありません。授業
では、それらの資料を用いて説明・板書していくのでノー
トを取ること。
　授業計画では各回で完結する内容となっていますが、当
然のことながら、授業は前回（もしくはそれ以前）の内容
を踏まえて進んでいきますので、内容の関連性に注意して
下さい。
　欠席に注意し、復習を忘れないでください。また、疑問
点は質問をしてください（個別にでも受け付けます）。
　他の受講生の迷惑となる行為は禁止します。
　進行具合によって授業計画を変更する場合があります。
　初回の授業で、この講義の進め方・ルールについて説明
するので出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに（趣旨説明）
２　文明の周縁…クニの形成
３　農業開始は進歩か
４　東アジアと倭…朝貢と冊封
５　ヤマト政権の成立
６　治天下大王の出現
７　ヤマト政権の支配体制１…国造制と屯倉制
８　ヤマト政権の支配体制２…氏姓制度と部民制
９　六世紀の国際情勢
10　七世紀の政治改革１…推古朝
11　七世紀の政治改革２…大化改新
12　七世紀の政治改革３…「日本」の成立
13　「日本」とは何だろうか
14　律令国家１…官僚制
15　律令国家２…籍帳制



2019-S000009410-05日本史Ａ（遺跡からみた福岡の歴史①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

桃崎　祐輔

◎－－－　概要　－－－◎

 福岡は古代から、中国や朝鮮半島などとの外交窓口でした。こ
のため福岡周辺には、対外交渉にかかわる国際色豊かな遺跡が
たくさん見つかっています。
　本講義では、福岡周辺の具体的な遺跡をとりあげ、その特徴
や出土品について解説するとともに、そこからみえてくる福
岡、および日本全体の歴史について考えていきたいと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

福岡の著名遺跡について基礎知識を身に着け歴史的意義を理解
する。(知識・理解)

教材文書を理解する読解力、正しく音読する訓読力をつける。
(技能)

歴史都市福岡に相応しい文化的志向性を育てる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントを配布した場合は、必ずそれを保管し熟読すること。
プリントに参考文献を記載するので、興味をもったものは探し
て読んでみること。授業で扱った遺跡や博物館を可能な範囲で
見学すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を基本とするが、出席状況やミニッツペーパーの記述
内容といった授業態度を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業では、プリント配布します。
配布したプリントは、配布日以後にも使用します。ファイ
ルして毎回持参してください。
配布したプリントは、主な試験範囲にもなりますので、大
切に保管してください。
ミニッツペーパーを配布し、感想や意見を書いてもらうこ
とがあります。真面目に書いてください。
私語や遅刻など、他者の迷惑となる行為を行った者には、
ペナルティーを科す場合があります。また、場合によって
は退出を要求します。
下記の「授業計画」については、進行具合などにより変更
する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに
2.浜の町貝塚と柏原遺跡からみた縄文時代
3.板付遺跡からみた稲作の始まり
4.吉武遺跡の甕棺と青銅器
5.須玖遺跡と三雲遺跡からみた弥生時代のクニ
6.那珂八幡古墳・藤崎遺跡と三角縁神獣鏡
7.宗像沖ノ島の祭祀遺跡
9.今宿古墳群とその周辺
9.老司古墳と甲冑の武人
10.福岡大学の中にある小袖古墳と首塚古墳
11.那珂比恵遺跡と那津官家
12.船原古墳・阿恵遺跡と糟屋屯倉
13.大野城と阿志岐山城
14.遠の朝廷、大宰府の成立
15.観世音寺と老司瓦窯



2019-S000009410-04日本史Ａ（歴史と人物①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

森　茂曉

◎－－－　概要　－－－◎

　日本史の研究では、有史以降の時代を、古い順に、古代･中
世･近世･近代というふうにおおまかに区分し、それぞれの時代
の歴史を探究するという方法をとっている。
　この講義では、日本の中世といわれる時代の諸問題を考え
る。日本史でいう中世とは、おおよそ11世紀後半期から16世紀
後半期までの、約500年間をいうが、この時代にはその特有の
性格があって、現代人にはなかなか理解されにくいものがあ
る。
　日本の中世は、動乱と変革が続いた時代であり、その動乱と
変革は時代の寵児を輩出した。本講義は、その時代の寵児のな
かでも、日本史の展開の方向を大きく左右した歴史的人物の一
人というべき、後醍醐天皇を素材として、変革期における歴史
と人物の相関関係について考えたいと思う。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史のなかで果たす人物の役割をきちんと評価できる(知識・
理解)

前近代の天皇の制度の実態を把握する手がかりをつかむ(技能)

その知識を踏まえて現代の天皇制度を考えるようになる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習、復習用のテキストをよく読んで、事前と事後の学習をき
ちんとすることによって、理解を深める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主題についての理解がどの程度までできているかかを、期末試
験の成績によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

森茂暁『後醍醐天皇』(中公新書)2000年 中央公論社　７４
０円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席しないこと。途中欠席して欠けると話の筋道がわから
なくなるので、全部出ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２　　日本中世史の概説
３～８　　後醍醐天皇の登場の背景
９～14   後醍醐政権の特徴
15      　まとめ



2019-S000009416-03日本史Ｂ（寺社の歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

中村　琢

◎－－－　概要　－－－◎

春や秋には、地域の神社の祭に行き、法事には決まったお寺の
僧侶を呼び、休みの日には遠くの寺院にお参りに行くことがあ
るかもしれません。
このように、わたしたちの馴染のある神社や寺院は、昔から変
わらず同じかたちをなしていたわけではありません。
本講義では、寺社がどのようにして今のかたちに近づいてきた
のか見ていこうと思います。なお、ここでのかたちとは、建築
などの外側の面を指すのではなく、主に儀礼や組織といった内
側の面を指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

寺社の歴史を理解する。(知識・理解)

地域の歴史が、日本史の流れとは無関係ではなく、畿内といっ
た中央の歴史と関わっていることを理解する。(知識・理解)

常識を無批判に受け容れるのではなく、自分で考え批判する習
慣を身に付ける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回のプリントを前もって配布した場合は、授業の前に目を通
しておくのが望ましい（15分）。
プリントを配布した場合は、必ずそれを保管し復習すること
（15分）。
プリントには可能な限り参考文献を記載する。興味の範囲でよ
いので目を通しておくのが望ましい（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の割合は、定期試験の結果による。ただし、右の「履
修上の留意点」に記した減点対象の者を除く。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業では、プリント配布することがあります。
配布したプリントは、配布日以後に使用する場合がありま
す。 ファイルして毎回持参するようにしてください。
配布したプリントは、主な試験範囲にもなりますので、各
自ファイルにまとめるなどして大切に保管してください。
ミニッツペーパーを配布し、感想や意見を書いてもらうこ
とがあります。真面目に書いてください。
私語や著しい遅刻といった、他者の迷惑となる行為を行っ
た者については、状況に応じて減点などのペナルティーを
考えます。また、場合によっては退出を要求します。
下記の「授業計画」については、進行具合などにより変更
する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1‐2、歴史学とはなにか
3‐5、古代の寺院と中世の寺社
6‐7、中世の寺社
8、寺社の暴力
9、「天道」の展開
10、天下人の神格化
11、唯一神道の台頭
12、日光東照宮について
13、江戸幕府の寺院統制
14、寺請制度の成立
15、まとめ



2019-S000009416-01日本史Ｂ（神仏習合への道）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　仏教が伝来して、元来の神々への信仰と混ざり合い、神仏習合にい
たる道筋を、史料（典籍、文学作品など）を用いて概観していく。信
仰や教義の変遷だけでなく、その背景にその時代の社会情勢や政治の
あり方との関連を検討していく。
　まず、神祇信仰・仏教それぞれの基本的事項を取り上げる。それら
を踏まえ、神仏習合が本格化する奈良時代から鎌倉時代までの動きを
見てゆき、その背景にある社会のあり方や変化を考える。
　歴史は、権力者の行動のみでは展開していかない。権力者に服従
し、その権力を支える圧倒的多数の被支配者が存在する。社会は、そ
れらの圧倒的多数の人々が構成する集団の集合体でもある。権力者の
行動ばかりに注目が集中しがちであるが、そういった市井の無名者の
動向も歴史を動かす大きな力であろう。当時の人々が、置かれた状況
下で何を考え、どう行動したのか、が問題となる。文化の動向は、社
会の変化（社会を構成している人々の考え方・行動様式の変化）でも
あるから、背景にどんな社会変化があるかという着眼点も重要であ
る。
　授業計画では、古代・中世の項目のみを挙げているが、暗記科目だ
と考えられがちな歴史を考え直してもらうために、歴史や社会につい
てどうとらえるか、を考える機会を持ってもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・神祇信仰と大乗仏教の基本的な特質・特徴、および、それらと日本
古代における政治権力との関わりについて、理解する。(知識・理解)

神仏習合が始まる要因となった８世紀の社会状況と当時の人々の考え
方を理解する。(知識・理解)

・平安時代以降の宗教現象（御霊信仰・ケガレ・浄土信仰・中世日本
紀・神国思想など）が、神祇信仰・仏教のどんな要素によって成立し
たのかを理解する。(知識・理解)

・単に事件を暗記するのではなく、「なぜそうなったのか」「その結
果どうなったのか」など、歴史的事件の意義や意味を説明しようとす
る意識を持つ。(態度・志向性)

・「歴史を学ぶ」ことの意味を考え、自分なりの意見をもつようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の配付資料（プリント）で、(A)今回の内容の論点と、(B)次回
でふれる史資料を提示します。
　(A)については、ノートなどを見返して授業内容を整理し、文章と
して説明できるようにしておくこと（60分）。
　(B)については、下読みして内容を把握し、授業の準備しておくこ
と（30分）。もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験85％、受講態度15％
　期末試験の設問は、上記の復習の課題を元に作成します。単に語句
を覚えているかではなく、事件や制度の意味や、事項同士の関連性・
因果関係を問い、講義内容を理解できているかを測ります（到達目標
の知識・理解の部分）。
　受講態度については、授業時間内にミニッツペーパー（毎回ではあ
りません。４回を予定。予告はしません）を行います。これはテスト
ではありません。歴史の学び方・考え方について考える機会を持って
もらい、皆さんの意見を書いてもらうものです。主体的に考えようと
しているか、積極的に意見表明しようとしているか、が評価対象です
（到達目標の態度・志向性の部分）。フィードバックとして、次回の
授業で、考えてもらった設問の意図等について解説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
毎回資料（プリント）を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

義江彰夫『神仏習合』岩波新書　ISBN 4004304539
佐藤弘夫『神国日本』ちくま新書　ISBN 4480062955
個別の論点についての参考文献は、講義中に適宜紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回配布するプリントは授業内容を説明するための資料
です。授業内容をまとめたレジュメではありません。授業
では、それらの資料を用いて説明・板書していくのでノー
トを取ること。
　授業計画では各回で完結する内容となっていますが、当
然のことながら、授業は前回（もしくはそれ以前）の内容
を踏まえて進んでいきますので、内容の関連性に注意して
下さい。
　欠席に注意し、復習を忘れないでください。また、疑問
点は質問をしてください（個別にでも受け付けます）。
　他の受講生の迷惑となる行為は禁止します。
　進行具合によって授業計画を変更する場合があります。
　初回の授業で、この講義の進め方・ルールについて説明
するので出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ はじめに（趣旨説明）
２ 神祇信仰１…列島在来の自然宗教
３ 神祇信仰２…宗教と権力の関係
４ 神祇信仰３…律令国家の神祇政策
５ 仏教伝来１…仏教のなりたち
６ 仏教伝来２…仏教の受容
７ 仏教伝来３…国家仏教
８ 神宮寺成立の背景１…仏になろうとする神
９ 神宮寺成立の背景２…社会の変容
10 神宮寺成立の背景３…大乗密教
11 神仏習合の展開１…御霊信仰
12 神仏習合の展開２…ケガレ忌避観念
13 神仏習合の展開３…浄土信仰
14 神仏習合の展開４…本地垂迹説と中世日本紀
15 神仏習合の展開５…〝神国〟日本



2019-S000009416-02日本史Ｂ（神仏習合への道）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　仏教が伝来して、元来の神々への信仰と混ざり合い、神仏習合にい
たる道筋を、史料（典籍、文学作品など）を用いて概観していく。信
仰や教義の変遷だけでなく、その背景にその時代の社会情勢や政治の
あり方との関連を検討していく。
　まず、神祇信仰・仏教それぞれの基本的事項を取り上げる。それら
を踏まえ、神仏習合が本格化する奈良時代から鎌倉時代までの動きを
見てゆき、その背景にある社会のあり方や変化を考える。
　歴史は、権力者の行動のみでは展開していかない。権力者に服従
し、その権力を支える圧倒的多数の被支配者が存在する。社会は、そ
れらの圧倒的多数の人々が構成する集団の集合体でもある。権力者の
行動ばかりに注目が集中しがちであるが、そういった市井の無名者の
動向も歴史を動かす大きな力であろう。当時の人々が、置かれた状況
下で何を考え、どう行動したのか、が問題となる。文化の動向は、社
会の変化（社会を構成している人々の考え方・行動様式の変化）でも
あるから、背景にどんな社会変化があるかという着眼点も重要であ
る。
　授業計画では、古代・中世の項目のみを挙げているが、暗記科目だ
と考えられがちな歴史を考え直してもらうために、歴史や社会につい
てどうとらえるか、を考える機会を持ってもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・神祇信仰と大乗仏教の基本的な特質・特徴、および、それらと日本
古代における政治権力との関わりについて、理解する。(知識・理解)

神仏習合が始まる要因となった８世紀の社会状況と当時の人々の考え
方を理解する。(知識・理解)

・平安時代以降の宗教現象（御霊信仰・ケガレ・浄土信仰・中世日本
紀・神国思想など）が、神祇信仰・仏教のどんな要素によって成立し
たのかを理解する。(知識・理解)

・単に事件を暗記するのではなく、「なぜそうなったのか」「その結
果どうなったのか」など、歴史的事件の意義や意味を説明しようとす
る意識を持つ。(態度・志向性)

・「歴史を学ぶ」ことの意味を考え、自分なりの意見をもつようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の配付資料（プリント）で、(A)今回の内容の論点と、(B)次回
で取り扱う内容のキーワード、を提示します。
　(A)については、文章として説明できるようにしておくこと（復
習）。
　(B)については、その言葉やその周辺事情を調べて準備しておくこ
と（予習）。
　もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験85％、受講態度15％
　定期試験の設問は、上記の復習の課題を元に作成します。単に語句
を覚えているかではなく、事件や制度の意味や、事項同士の関連性・
因果関係を問い、講義内容を理解できているかを測ります（到達目標
の知識・理解の部分）。
　受講態度については、授業時間内にミニッツペーパー（毎回ではあ
りません。４回を予定。予告はしません）を行います。これはテスト
ではありません。歴史の学び方・考え方について考える機会を持って
もらい、皆さんの意見を書いてもらうものです。主体的に考えようと
しているか、積極的に意見表明しようとしているか、が評価対象です
（到達目標の態度・志向性の部分）。フィードバックとして、次回の
授業で、考えてもらった設問の意図等について解説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
毎回資料（プリント）を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

義江彰夫『神仏習合』岩波新書　ISBN 4004304539
佐藤弘夫『神国日本』ちくま新書　ISBN 4480062955
個別の論点についての参考文献は、講義中に適宜紹介す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回配布するプリントは授業内容を説明するための資料
です。授業内容をまとめたレジュメではありません。授業
では、それらの資料を用いて説明・板書していくのでノー
トを取ること。
　授業計画では各回で完結する内容となっていますが、当
然のことながら、授業は前回（もしくはそれ以前）の内容
を踏まえて進んでいきますので、内容の関連性に注意して
下さい。
　欠席に注意し、復習を忘れないでください。また、疑問
点は質問をしてください（個別にでも受け付けます）。
　他の受講生の迷惑となる行為は禁止します。
　進行具合によって授業計画を変更する場合があります。
　初回の授業で、この講義の進め方・ルールについて説明
するので出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ はじめに（趣旨説明）
２ 神祇信仰１…列島在来の自然宗教
３ 神祇信仰２…宗教と権力の関係
４ 神祇信仰３…律令国家の神祇政策
５ 仏教伝来１…仏教のなりたち
６ 仏教伝来２…仏教の受容
７ 仏教伝来３…国家仏教
８ 神宮寺成立の背景１…仏になろうとする神
９ 神宮寺成立の背景２…社会の変容
10 神宮寺成立の背景３…大乗密教
11 神仏習合の展開１…御霊信仰
12 神仏習合の展開２…ケガレ忌避観念
13 神仏習合の展開３…浄土信仰
14 神仏習合の展開４…本地垂迹説と中世日本紀
15 神仏習合の展開５…〝神国〟日本



2019-S000009416-05日本史Ｂ（遺跡からみた福岡の歴史②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

桃崎　祐輔

◎－－－　概要　－－－◎

福岡は古代から、中国や朝鮮半島などとの外交窓口でした。こ
のため福岡周辺には、対外交渉にかかわる国際色豊かな遺跡が
たくさん見つかっています。
　本講義では、福岡周辺の具体的な遺跡をとりあげ、その特徴
や出土品について解説するとともに、そこからみえてくる福
岡、および日本全体の歴史について考えていきたいと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

福岡の著名遺跡について基礎知識を身に着け歴史的意義を理解
する。(知識・理解)

教材文書を理解する読解力、正しく音読する訓読力をつける。
(技能)

歴史都市福岡に相応しい文化的志向性を育てる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントを配布した場合は、必ずそれを保管し熟読すること。
プリントに参考文献を記載するので、興味をもったものは探し
て読んでみること。授業で扱った遺跡や博物館を可能な範囲で
見学すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を基本とするが、出席状況やミニッツペーパーの記述
内容といった授業態度を加味する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業では、プリント配布します。
配布したプリントは、配布日以後にも使用します。ファイ
ルして毎回持参してください。
配布したプリントは、主な試験範囲にもなりますので、大
切に保管してください。
ミニッツペーパーを配布し、感想や意見を書いてもらうこ
とがあります。真面目に書いてください。
私語や遅刻など、他者の迷惑となる行為を行った者には、
ペナルティーを科す場合があります。また、場合によって
は退出を要求します。
下記の「授業計画」については、進行具合などにより変更
する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.古代官道と駅
2.鴻臚館と遣唐使・遣新羅使
3.英彦山山岳信仰遺跡の歴史
4.久山町首羅山遺跡の歴史
5.油山天福寺と西油山経塚
6.筥崎宮とチャイナタウン
7.博多と聖福寺・承天寺
8.櫛田宮・大乗寺・鎮西探題
9.元寇防塁と蒙古襲来
10.姪浜興徳寺と愛宕山
11.清末遺跡群と榊家文書
12.高祖城と大蔵原田氏の歴史
13.名島城と福岡城
14.高取焼の歴史
15.黒田長溥と火薬生産の遺跡



2019-S000009416-04日本史Ｂ（歴史と人物②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

森　茂曉

◎－－－　概要　－－－◎

　現代日本の庶民文化の源流をたどると、14世記の南北朝時代
に達するといわれる。日本の南北朝時代とは、この14世紀の半
分以上をしめる時期であるが、この時代は実に大きな変革のと
きであった。
　本講義では、その変革の時代が生んだ｢佐々木導誉｣という人
物に注目する。佐々木導誉は、｢バサラ大名｣の威名をとる著名
な南北朝動乱の主人公の一人であるが、この人物の生涯を史料
実証的な手法によって追跡することをとおして、南北朝時代が
いったいどのような内容と特質をもっているのか、具体的に考
察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

佐々木導誉という歴史的人物の生きた時代の特質を理解する
(知識・理解)

歴史的人物の時代との関わりの深化を段階的に把握できる(技
能)

歴史とそれを作る人物との関係についての理解を活用できる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テキスト、および参考書として指定した書籍を前もって読ん
で授業にのぞむこと。また授業ののちは、再読して復習につと
めること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　主題についての理解がどの程度までできているかかを、期末
試験の成績によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

森茂暁『佐々木導誉』吉川弘文館　１９９４年　１８０３
円

◎－－－　参考書　－－－◎

森茂暁『戦争の日本史８ 南北朝の動乱』吉川弘文館　２
００７年　２５００円　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席しないこと。途中欠席して欠けると話の筋道がわから
なくなるので、全部出ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　歴史と人物との関係
３～６ 　佐々木導誉の動向①
７～10  佐々木導誉の動向②
11～14　佐々木導誉の動向③
15  まとめ
  



2019-S000009438-01日本史通論Ａ（日本史概説１－古代・中世）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

西谷　正浩

◎－－－　概要　－－－◎

現在の日本人の生活慣習は、長い日本の歴史のなかではぐくま
れてきた。それゆえ過去の歴史を知っておくことは、未来を生
きる知識人として必須の事項であるとともに、“今”を深く認
識するための有効な方法といえる。この講義では、細かい歴史
的事件にはそれほどこだわらない。学生諸氏に、日本の歴史の
流れを大局的に理解してもらうことを目標とする。
  

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本史の基本的な内容について十分な知識をもち、説明でき
る。(知識・理解)

日本史の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、説明できる。
(知識・理解)

日本史の知識とともに、幅広い知識と教養を付けようとする意
欲を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業において示す課題についてレポートを作成すること（復
習。時間は60分を目安とし、600字程度）。なお、提出はとく
に求めない。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験に基づいて評価します。授業中にだし
た課題についてどれだけ理解できているか、それを自らの言葉
で明確に説明できているかという点を評価の基準とします。ま
た、そのほかに、平素の授業態度（「履修上の留意点」を参
照）については、評価の際に適宜考慮します。なお、講義の際
に出席はとりませんが、試験問題は講義テーマから出題します
から、出席率の低さや授業態度は、成績と強い相関関係がある
ことが予想されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

『日本の歴史』（全26巻、講談社学術文庫）など。その
他、講義のなかで適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は教師と受講生が協同して作りだすものです。授業中
において他人の勉学意欲をそぐような行為は許されない。
以下のクラス・ルールを遵守してください。
１．授業に遅刻しない。授業中、無断退出は禁止。
２．授業中に私語をしない。スマートフォンを扱わない。
また関係のないことを書いたり、関係のない本を読んだり
してはいけない。
なお、この科目は共通教育科目に含まれますが、本来は教
員免許取得（社会・地理歴史）の必修科目です。中・高等
学校の教員をめざす諸君を基準に講義を行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　「日本人」の誕生
３　縄文時代－日本文化の黎明
４　弥生時代－古代国家の胎動
５　古墳時代
６ 「日本」の誕生－飛鳥時代
７　奈良の都
８　平安京
９　院政時代
10　武者の世に
11　二つの王権－鎌倉時代
12　鎌倉新仏教
13　怨霊と徳政
14　室町時代
15　中世人の生と死－もう一つの戦国時代



2019-S000009439-01日本史通論Ｂ（日本史概説２－近世・近代）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

西谷　正浩

◎－－－　概要　－－－◎

現在の日本人の生活慣習は、長い日本の歴史のなかではぐくま
れてきた。それゆえ過去の歴史を知っておくことは、未来を生
きる知識人として必須の事項であるとともに、“今”を深く認
識するための有効な方法といえる。この講義では、細かい歴史
的事件にはそれほどこだわらない。学生諸氏に、日本の歴史の
流れを大局的に理解してもらうことを目標とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本史の基本的な内容について十分な知識をもち、説明でき
る。(知識・理解)

日本史の基礎的な理論や専門的な知識を習得し、説明できる。
(技能)

日本史の知識とともに、幅広い知識と教養を付けようとする意
欲を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業において示す課題についてレポートを作成すること（復
習。時間は60分を目安とし、600字程度）。なお、提出はとく
に求めない。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験に基づいて評価します。授業中にだし
た課題についてどれだけ理解できているか、それを自らの言葉
で明確に説明できているかという点を評価の基準とします。ま
た、そのほかに、平素の授業態度（「履修上の留意点」を参
照）については、評価の際に適宜考慮します。なお、講義の際
に出席はとりませんが、試験問題は講義テーマから出題します
から、出席率の低さや授業態度は、成績と強い相関関係がある
ことが予想されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

『日本の歴史』（全26巻、講談社学術文庫）など。その
他、講義のなかで適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は教師と受講生が協同して作りだすものです。授業中
において他人の勉学意欲をそぐような行為は許されない。
以下のクラス・ルールを遵守してください。
１．授業に遅刻しない。授業中、無断退出は禁止。
２．授業中に私語をしない。スマートフォンを扱わない。
また関係のないことを書いたり、関係のない本を読んだり
してはいけない。
なお、この科目は共通教育科目に含まれますが、本来は教
員免許取得（社会・地理歴史）の必修科目です。中・高等
学校の教員をめざす諸君を基準に講義を行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　日本列島の北と南
２　国際貿易都市・博多
３　自治都市・博多の興亡
４　天下一統－日本近世の創成
５　天下泰平－近世社会の仕組み
６ 「鎖国」とはなにか
７　徳川綱吉の時代－近世社会の転換
８　開国と幕末の混乱
９　岩倉使節団の旅－明治国家の選択
10　帝国「日本」の形成と拡大
11　大正デモクラシーの時代
12　帝国の昭和
13　大日本帝国の崩壊
14　戦後改革と逆コース
15　自動車と日本人



2019-S000009412-06東洋史Ａ（東洋史概説―秦・前漢を中心として―）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

植松　慎悟

◎－－－　概要　－－－◎

　近くて遠い国、中国。わが国の歴史とも密接な関係をもつ中
国は、国際的な影響力も大きく、この中国について学ぶことは
非常に重要であろう。しかしながら、中国について学ぶとき、
多くの現代日本人に欠けている視点が歴史的な考察・分析とい
える。
　周知のように、中国の歴史がもつ大きな特徴の一つが、2000
年以上、皇帝を頂点とする国家体制を維持し続けたことであ
る。それは、紀元前221年、秦の始皇帝が初めて中国を統一し
てから、最後の王朝である清朝を終焉させた辛亥革命（後1911
年）に至るまでの長きにわたった。秦帝国（前221～前206）は
短期間のうちに滅亡したものの、その後に成立した漢帝国（前
202～後220）は一時的な中断はある（前漢＝前202～後8、新＝
8～23、後漢＝25～220）が、統一帝国としては400年以上、存
続した。東アジア最古の帝国である秦漢帝国は、後世の中国王
朝ばかりでなく、古代日本や朝鮮半島の国家形成にも大きな影
響を与えたのである。
　前期では、秦の始皇帝による中国統一から、その後を継いだ
前漢時代までの歴史を主な内容として扱う。とくに、各時代に
活躍した改革者を講義の中軸に据え、その人物像や時代背景、
改革の内容・結果・影響などを考察し、秦漢帝国の形成とその
特徴について論じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古代に関する基礎的な知識を身に付け、皇帝制度の形成に
ついて説明できる。(知識・理解)

中国に関する書籍・報道・言論などを多角的に捉え、自分なり
の考えをまとめることができる。(技能)

中国の歴史や社会に関心を持ち、自分なりに理解を深めようと
する志向性を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義では、前回までの内容をふまえ、講義を進めていく。
毎回、授業の板書やプリントを見直し、しっかり復習するこ
と。理解が不十分な部分は、初回で紹介した推薦図書などで確
認をとっておくこと。（45分）
　予習については要求しないが、必要な場合は授業で指示す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の基準・方法・配分で成績を評価する。
 
  ①授業中に配布した感想カードに、感想・疑問・意見など自
分なりの考えをまとめる：30％
  ＊なお、欠席は到達目標の達成にマイナスであり、減点の対
象になり得るので、注意すること。当然、私語・遅刻など授業
態度についても、成績評価の際に適宜考慮する。
 
  ②定期試験の成績：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に使用しない。資料が必要な場合はプリントを配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　通年で受講することが望ましい。また、講師および他の
学生が円滑な授業を進めるうえで、これを阻害する一切の
行為を禁止する。違反した学生に対しては厳正に対処す
る。
　さらに、本講義は、板書を中心に進めるので、集中して
受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　イントロダクション
２　　日中交流史
３　　秦の始皇帝（１）―戦国時代から中国統一へ―
４　　秦の始皇帝（２）―始皇帝の統一政策―
５　　前漢の高祖（１）―項羽と劉邦―
６　　前漢の高祖（２）―高祖の統一政策―
７　　前漢の高祖（３）―高祖と冒頓単于―
８　　前漢の呂后―呂后は悪女か―
９　　前漢の武帝
１０　前漢の昭帝
１１　前漢の宣帝
１２　前漢の元帝
１３　前漢の成帝
１４　前漢の哀帝
１５　まとめ



2019-S000009412-04東洋史Ａ（漢民族とは何か）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

久芳　崇

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義において対象とするのは、おおよそ紀元前３世紀頃か
ら紀元後６世紀頃を中心とした、中国を中心とする東洋の歴史
である。しかしここではそれを単に「王朝交替」の枠内で孤立
的に捉えようとするものではない。中国周辺諸地域や東アジア
世界、そして時にはユーラシア世界をも包摂する広大な地理的
空間のなかで、中国の歴史を相対的・客観的に捉え、それが周
辺諸地域の多様な文化圏との密接な交流と相互作用のなかで流
動的に変容・展開してゆく諸相を多元的に概括してゆこうとす
るものである。
　本講義では、特に漢民族の形成過程について着目し検討して
ゆきたい。現在の中華人民共和国の大多数（9割以上）を占め
るとされる漢民族が、長期にわたる周辺諸地域との交流・抗争
を経て、どのように変容してきたのか。こうした点を明らかに
することにより、今日我々が思い浮かべる単一的なイメージと
しての漢民族が、極めて多様な民族との抗争と融合の結果、形
成されたものであることを明らかとしてゆきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

東洋史の基礎的な知識と空間構成を説明できる(知識・理解)

現代日本の重要課題たる人口減と移民問題を資料を通じて把握
できる(態度・志向性)

過去の気候の復元方法について説明できる(知識・理解)

寒冷化に伴う移民の流入が漢民族社会にもたらす変化の全体状
況を把握できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付資料を熟読することが重要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

漢民族がいかにして形成されたかを理解し説明できるかを評価
の基準とする。
定期試験により評価（１００％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に資料を配付。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

資料の再配付は行わないので注意が必要である。
講義中の退室は基本的に不可である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．東洋史の基礎
３．現代日本の人口・移民問題
４．漢民族とは何か（１）
５．漢民族とは何か（２）
６．秦と匈奴
７．漢と匈奴
８．遊牧民の流入
９．気候変動と東アジアの歴史
10．過去の気候の復元（１）
11．過去の気候の復元（２）
12．騎馬民族の流入
13．五胡十六国
14．北魏孝文帝（１）
15．北魏孝文帝（２）



2019-S000009412-05東洋史Ａ（漢民族とは何か）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

久芳　崇

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義において対象とするのは、おおよそ紀元前３世紀頃か
ら紀元後６世紀頃を中心とした、中国を中心とする東洋の歴史
である。しかしここではそれを単に「王朝交替」の枠内で孤立
的に捉えようとするものではない。中国周辺諸地域や東アジア
世界、そして時にはユーラシア世界をも包摂する広大な地理的
空間のなかで、中国の歴史を相対的・客観的に捉え、それが周
辺諸地域の多様な文化圏との密接な交流と相互作用のなかで流
動的に変容・展開してゆく諸相を多元的に概括してゆこうとす
るものである。
　本講義では、特に漢民族の形成過程について着目し検討して
ゆきたい。現在の中華人民共和国の大多数（9割以上）を占め
るとされる漢民族が、長期にわたる周辺諸地域との交流・抗争
を経て、どのように変容してきたのか。こうした点を明らかに
することにより、今日我々が思い浮かべる単一的なイメージと
しての漢民族が、極めて多様な民族との抗争と融合の結果、形
成されたものであることを明らかとしてゆきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

東洋史の基礎的な知識と空間構成を説明できる(知識・理解)

現代日本の重要課題たる人口減と移民問題を資料を通じて把握
できる(態度・志向性)

過去の気候の復元方法について説明できる(知識・理解)

寒冷化に伴う移民の流入が漢民族社会にもたらす変化の全体状
況を把握できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付資料を熟読することが重要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

漢民族がいかにして形成されたかを理解し説明できるかを評価
の基準とする。
定期試験により評価（１００％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に資料を配付。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

資料の再配付は行わないので注意が必要である。
講義中の退室は基本的に不可である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．東洋史の基礎
３．現代日本の人口・移民問題
４．漢民族とは何か（１）
５．漢民族とは何か（２）
６．秦と匈奴
７．漢と匈奴
８．遊牧民の流入
９．気候変動と東アジアの歴史
10．過去の気候の復元（１）
11．過去の気候の復元（２）
12．騎馬民族の流入
13．五胡十六国
14．北魏孝文帝（１）
15．北魏孝文帝（２）



2019-S000009412-01東洋史Ａ（科挙から見た中国の歴史）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

城井　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

前近代の中国の歴史に関する基本的な知識と視点を習得するこ
とを目的とし、具体的には科挙をキーワードとして中国史を概
観する。科挙とは、エリート官僚任用のための能力試験制度で
あり、近世中国の統治機構の根幹をなすシステムであった。
1200年にわたって続いた科挙は、官僚任用制度たるにとどまら
ず、学問のあり方や社会における身分序列に大きな影響を与え
てきた。この科挙の成立・展開・終焉の過程を通して前近代中
国の社会、文化の特質を考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の歴史に関する基本的な知識を得られる。(知識・理解)

近世中国の社会・文化の特質をを複眼的、論理的に分析し、表
現することができる。(技能)

ある事象を様々な他の諸事象との相互関連の中でとらえ、さら
に全体の中で考える歴史的思考力を養うことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付された資料は確実に読み、内容を把握しておく。（60分）
また講義中に当該時期の全般的状況を解説する時間的余裕はな
いので、各自概説書等（高校世界史教科書なども可）で整理を
しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」において示した三つの具体的目標について、学期
末の定期試験とともに平素の授業への参加度によって、それぞ
れの到達度を測る。
評価方法：定期試験 70％　　平常点(小テストを含む)30％
評価基準：講義内容の理解に係る基礎的知識を有している。設
定した問題について、歴史的社会的背景を踏まえて説明でき
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

平田茂樹　『科挙と官僚制』　山川出版社（世界史リブ
レット）　1997　
村上哲見　『科挙の話』　講談社学術文庫　2000　
岸本美緒　『中国の歴史』　筑摩学芸文庫　2015　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真摯な受講姿勢を望む。過度の欠席、遅刻は評価に影響す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 序論：科挙と中国文化
2 科挙以前の官僚登用(1)
3 科挙以前の官僚登用(2)
4 科挙制度の創設と展開(1)
5 科挙制度の創設と展開(2)
6 科挙制度の創設と展開(3)
7 科挙と学問(1)
8 科挙と学問(2)
9 科挙と学問(3)
10 科挙と地域社会(1)
11 科挙と地域社会(2)
12 科挙と地域社会(3)
13 清末の「近代化」と科挙廃止(1)
14 清末の「近代化」と科挙廃止(2)
15 まとめ



2019-S000009412-02東洋史Ａ（18・19世紀の世界とアジア市場）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　２０１９年１月段階における世界の人口は、およそ７５億２
０００万人で、最も人口の多い中国は１４億人超。第二位のイ
ンドの１３億３０００万人を合わせると２７億人を超え、アジ
アの２大国だけで世界人口の実に３６％を占める事になる。こ
れに東南アジアの６億人、日本の１億人などを加えると、世界
の人々の半分近くは、アジア地域に居住していることになる。
巨大な人口サイズが巨大な市場規模と同一視される根底には、
近年におけるアジア諸国の著しい経済成長がある。２１世紀の
世界は、巨大なサイズを誇るアジア市場に熱い視線を向ける
が、実は、１８・１９世紀においても今日と同様、あるいは今
以上に、アジア市場は世界から注目されたのであった。１８・
１９世紀当時、世界は一体いかなる状況にあったのか？　その
中で、アジア市場はなぜ注目されたのか？　本講義では、現代
世界、現代アジアの状況にも常に眼を配りつつ、１８・１９世
紀世界とアジア市場、中国市場について歴史的考察を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１８・１９世紀の世界史的な知識を習得する。(知識・理解)

１８・１９世紀の世界史的な知識を文章にまとめることが出来
る。(技能)

現代世界や現代アジアを理解するに際して、歴史的背景・経緯
を視野に納めて考察するようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義の予習には、高校世界史Ｂの教科書を一読することを
勧める。また、事後の学習では、講義中に配布された資料に紹
介された参考文献の一読が効果的である。１回の講義につき、
１５～２０分の復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義終了後に毎回提出して貰うコメント・ペーパーの内容を
含む平常点を３０％、定期試験の結果を７０％として総合的に
評価する。試験の評価基準は、歴史的な基礎知識の有無、歴史
的考察の有無、オリジナリティーである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義に際しては、資料プリント
を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に詳細な紹介を行なう。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義で主に取り上げるのは１８・１９世紀であるが、
常に現代世界・現代アジアを念頭に置きつつ講義を行なう
ので、新聞やテレビ等を通じて、現代世界に関する情報を
随時入手しておく必要があろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．大航海時代の世界とアジア
３．１８世紀の世界とアジア
４．１９世紀の世界とアジア
５．英国使節団の訪中と中国市場（１）
６．英国使節団の訪中と中国市場（２）
７．英国使節団の訪中と中国市場（３）
８．アヘン戦争への道（１）
９．アヘン戦争への道（２）
１０．アヘン戦争の世界史的意味
１１．アヘン戦争とアロー戦争（１）
１２．アヘン戦争とアロー戦争（２）
１３．１９世紀世界と日本の幕末開港
１４．１８・１９世紀の世界とアジア市場
１５．本講義のまとめ



2019-S000009412-03東洋史Ａ（18・19世紀の世界とアジア市場）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

２０１９年１月段階における世界の人口は、およそ７５億２０
００万人で、最も人口の多い中国は１４億人超。第二位のイン
ドの１３億３０００万人を合わせると２７億人を超え、アジア
の２大国だけで世界人口の実に３６％を占める事になる。これ
に東南アジアの６億人、日本の１億人などを加えると、世界の
人々の半分近くは、アジア地域に居住していることになる。巨
大な人口サイズが巨大な市場規模と同一視される根底には、近
年におけるアジア諸国の著しい経済成長がある。２１世紀の世
界は、巨大なサイズを誇るアジア市場に熱い視線を向けるが、
実は、１８・１９世紀においても今日と同様、あるいは今以上
に、アジア市場は世界から注目されたのであった。１８・１９
世紀当時、世界は一体いかなる状況にあったのか？　その中
で、アジア市場はなぜ注目されたのか？　本講義では、現代世
界、現代アジアの状況にも常に眼を配りつつ、１８・１９世紀
世界とアジア市場、中国市場について歴史的考察を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１８・１９世紀の世界史的な知識を習得する。(知識・理解)

１８・１９世紀の世界史的な知識を文章にまとめることが出来
る。(技能)

現代世界や現代アジアを理解するに際して、歴史的背景や経緯
を視野に納めて考察するようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本講義の予習には、高校世界史Ｂの教科書を一読することを勧
める。また、事後の学習では、講義中に配布された資料に紹介
された参考文献の一読が効果的である。１回の講義につき、１
５～２０分の復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義終了後に毎回提出して貰うコメント・ペーパーの内容を含
む平常点を３０％、定期試験の結果を７０％として総合的に評
価する。試験の評価基準は、歴史的な基礎知識の有無、歴史的
考察の有無、オリジナリティーである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。講義に際しては、資料プリントを
配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義中に詳細な紹介を行なう。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義で主に取り上げるのは１８・１９世紀であるが、常
に現代世界・現代アジアを念頭に置きつつ講義を行なうの
で、新聞やテレビ等を通じて、現代世界に関する情報を随
時入手しておく必要があろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．大航海時代の世界とアジア
３．１８世紀の世界とアジア
４．１９世紀の世界とアジア
５．英国使節団の訪中と中国市場（１）
６．英国使節団の訪中と中国市場（２）
７．英国使節団の訪中と中国市場（３）
８．アヘン戦争への道（１）
９．アヘン戦争への道（２）
１０．アヘン戦争の世界史的意味
１１．アヘン戦争とアロー戦争（１）
１２．アヘン戦争とアロー戦争（２）
１３．１９世紀世界と日本の幕末開港
１４．１８・１９世紀の世界とアジア市場
１５．本講義のまとめ



2019-S000009418-06東洋史Ｂ（東洋史概説―新・後漢・三国時代を中心として―）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

植松　慎悟

◎－－－　概要　－－－◎

　近くて遠い国、中国。わが国の歴史とも密接な関係をもつ中
国は、国際的な影響力も大きく、この中国について学ぶことは
非常に重要であろう。しかしながら、中国について学ぶとき、
多くの現代日本人に欠けている視点が歴史的な考察・分析とい
える。
　周知のように、中国の歴史がもつ大きな特徴の一つが、2000
年以上、皇帝を頂点とする国家体制を維持し続けたことであ
る。それは、紀元前221年、秦の始皇帝が初めて中国を統一し
てから、最後の王朝である清朝を終焉させた辛亥革命（後1911
年）に至るまでの長きにわたった。秦帝国（前221～前206）は
短期間のうちに滅亡したものの、その後に成立した漢帝国（前
202～後220）は一時的な中断はある（前漢＝前202～後8、新＝
8～23、後漢＝25～220）が、統一帝国としては400年以上、存
続した。東アジア最古の帝国である秦漢帝国は、後世の中国王
朝ばかりでなく、古代日本や朝鮮半島の国家形成にも大きな影
響を与えたのである。
　後期では、王莽の新王朝・後漢時代から、三国時代までの歴
史を主な内容として扱う。とくに、各時代に活躍した改革者を
講義の中軸に据え、その人物像や時代背景、改革の内容・結
果・影響などを考察し、秦漢帝国の発展と後世への影響につい
て論じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古代に関する基礎的な知識を身に付け、皇帝制度の発展に
ついて説明できる。(知識・理解)

中国に関する書籍・報道・言論などを多角的に捉え、自分なり
の考えをまとめることができる。(技能)

中国の歴史や社会に関心を持ち、自分なりに理解を深めようと
する志向性を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義では、前回までの内容をふまえ、講義を進めていく。
毎回、授業の板書やプリントを見直し、しっかり復習するこ
と。理解が不十分な部分は、初回で紹介した推薦図書などで確
認をとっておくこと。（45分）
　予習については要求しないが、必要な場合は授業で指示す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 以下の基準・方法・配分で成績を評価する。
 
  ①授業中に配布した感想カードに、感想・疑問・意見など自
分なりの考えをまとめる：30％
  ＊なお、欠席は到達目標の達成にマイナスであり、減点の対
象になり得るので、注意すること。当然、私語・遅刻など授業
態度についても、成績評価の際に適宜考慮する。
 
  ②定期試験の成績：70％

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に使用しない。資料が必要な場合はプリントを配布す
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　前期開講の東洋史Ａ（植松担当）と合わせて受講するこ
とが望ましい。また、講師および他の学生が円滑な授業を
進めるうえで、これを阻害する一切の行為を禁止する。違
反した学生に対しては厳正に対処する。
　さらに、本講義は、板書を中心に進めるので、集中して
受講すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　イントロダクション
２　　新の王莽―王莽は「簒奪者」か―
３　　後漢の光武帝（１）―統一帝国の崩壊と再建―
４　　後漢の光武帝（２）―光武帝と「漢委奴国王」―
５　　後漢の明帝
６　　後漢の章帝
７　　後漢の外戚政権
８　　後漢中期
９　　後漢後期
１０　後漢の衰退と三国時代の幕開け
１１　魏の曹操
１２　呉の孫権
１３　蜀の劉備
１４　三国時代と卑弥呼の外交
１５　まとめ



2019-S000009418-03東洋史Ｂ（漢民族と伝統文化の形成）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

久芳　崇

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義において対象とするのは、おおよそ１世紀以降、８世
紀頃を中心に、現在に至るまでの中国を中心とする東洋の歴史
である。しかしここではそれを単に「王朝交替」の枠内で孤立
的に捉えようとするものではない。中国周辺諸地域や東アジア
世界、そして時にはユーラシア世界をも包摂する広大な地理的
空間のなかで、中国の歴史を相対的・客観的に捉え、それが周
辺諸地域の多様な文化圏との密接な交流と相互作用のなかで流
動的に変容・展開してゆく諸相を多元的に概括してゆこうとす
るものである。
　本講義では、本年度前期の東洋史A（久芳担当）に続いて、
漢民族の形成過程について着目し検討してゆきたい。現在の中
華人民共和国の大多数（9割以上）を占めるとされる漢民族
が、長期にわたる周辺諸地域との交流・抗争を経て、どのよう
に変容してきたのか。こうした点を明らかにすることにより、
今日我々が思い浮かべる単一的なイメージとしての漢民族が、
極めて多様な民族との抗争と融合の結果、形成されたものであ
ることを明らかとしてゆきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

気候変動により中国社会がどのように変化したかを説明でき
る。(知識・理解)

伝統文化とはどのようにして形成されるかを説明できる。(知
識・理解)

遊牧民との融合により漢民族はどのように形成されたかを説明
できる。(知識・理解)

人口減と移民の流入という現代社会の問題を、過去の漢民族の
形成の事例との比較から把握し、これを根拠に日本の将来像を
独自に推測できるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付資料の熟読が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

漢民族がいかにして形成されたか、伝統文化とはどのようにし
て形成されるかを理解し説明できるかを評価の基準とする。
定期試験により評価（100%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に資料を配付。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本年度前期・東洋史A（久芳担当）を受講していることが
望ましい。
資料の再配付は行わないので注意が必要である。
講義中の退室は基本的に不可である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．気候変動と遊牧民の移動
３．北魏から唐へ
４．唐王朝は漢民族王朝か？
５．漢民族の食習慣の変遷
６．『斉民要術』の世界
７．漢民族の住習慣の変遷
８．敦煌壁画の世界
９．『清明上河図』の世界（１）
10．『清明上河図』の世界（２）
11．『清俗紀聞』の世界
12．漢民族の衣服の変遷
13．漢民族の男女交流の変遷
14．恋愛小説の誕生
15．現代の漢民族



2019-S000009418-05東洋史Ｂ（漢民族と伝統文化の形成）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

久芳　崇

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義において対象とするのは、おおよそ１世紀以降、８世
紀頃を中心に、現在に至るまでの中国を中心とする東洋の歴史
である。しかしここではそれを単に「王朝交替」の枠内で孤立
的に捉えようとするものではない。中国周辺諸地域や東アジア
世界、そして時にはユーラシア世界をも包摂する広大な地理的
空間のなかで、中国の歴史を相対的・客観的に捉え、それが周
辺諸地域の多様な文化圏との密接な交流と相互作用のなかで流
動的に変容・展開してゆく諸相を多元的に概括してゆこうとす
るものである。
　本講義では、本年度前期の東洋史A（久芳担当）に続いて、
漢民族の形成過程について着目し検討してゆきたい。現在の中
華人民共和国の大多数（9割以上）を占めるとされる漢民族
が、長期にわたる周辺諸地域との交流・抗争を経て、どのよう
に変容してきたのか。こうした点を明らかにすることにより、
今日我々が思い浮かべる単一的なイメージとしての漢民族が、
極めて多様な民族との抗争と融合の結果、形成されたものであ
ることを明らかとしてゆきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

気候変動により中国社会がどのように変化したかを説明でき
る。(知識・理解)

伝統文化とはどのようにして形成されるかを説明できる。(知
識・理解)

遊牧民との融合により漢民族はどのように形成されたかを説明
できる。(知識・理解)

人口減と移民の流入という現代社会の問題を、過去の漢民族の
形成の事例との比較から把握し、これを根拠に日本の将来像を
独自に推測できるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付資料の熟読が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

漢民族がいかにして形成されたか、伝統文化とはどのようにし
て形成されるかを理解し説明できるかを評価の基準とする。
定期試験により評価（100%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に資料を配付。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本年度前期・東洋史A（久芳担当）を受講していることが
望ましい。
資料の再配付は行わないので注意が必要である。
講義中の退室は基本的に不可である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．気候変動と遊牧民の移動
３．北魏から唐へ
４．唐王朝は漢民族王朝か？
５．漢民族の食習慣の変遷
６．『斉民要術』の世界
７．漢民族の住習慣の変遷
８．敦煌壁画の世界
９．『清明上河図』の世界（１）
10．『清明上河図』の世界（２）
11．『清俗紀聞』の世界
12．漢民族の衣服の変遷
13．漢民族の男女交流の変遷
14．恋愛小説の誕生
15．現代の漢民族



2019-S000009418-04東洋史Ｂ（中国近世の国際関係）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

城井　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

中国の歴史に関する基本的な知識と視点を習得することを目的
とする。現代の中国は国際社会において日々存在感を強めてい
るが、18世紀末以降、ヨーロッパでは中国（清朝）を変化の乏
しい停滞的な社会、また尊大な中華思想を振りかざす閉鎖的社
会とする見方が強まった。今日までなおそうしたイメージは先
入観となって（われわれにも）根強く存続し、現代中国の諸事
象と安易にオーバーラップして語られることも少なくない。本
講ではそうしたイメージははたして妥当か、またなぜ中国はそ
のように「見えた」のかを考察し、歴史を多面的にとらえる思
考力を培っていきたい。具体的には、中国と周辺諸国家との政
治的関係、交易によるモノ・カネの動きの推移を軸に中国近世
史の展開を概観し、中国社会の政治的・経済的特質、変化の様
相を考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の歴史に関する基本的な知識を得られる。(知識・理解)

中国社会が周辺諸勢力との密接な関わりの中で展開したことを
理解し、その関係の特徴を複眼的、論理的に分析し、表現する
ことができる。(技能)

ある事象を様々な他の諸事象との相互関連の中でとらえ、さら
に全体の中で考える歴史的思考力を養うことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付された資料は確実に読み、内容を把握しておく。（60分）
また講義中に当該時期の全般的状況を解説する時間的余裕はな
いので、各自概説書等（高校世界史教科書なども可）で整理を
しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「到達目標」において示した三つの具体的目標について、学期
末の定期試験とともに平素の授業への参加度によって、それぞ
れの到達度を測る。
評価方法：定期試験 70％　　平常点(小テストを含む)30％
評価基準：講義内容の理解に係る基礎的知識を有している。設
定した問題について、歴史的社会的背景を踏まえて説明でき
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国の歴史』　岸本美緒　ちくま学芸文庫　2015年
『倭寇　海の歴史』　田中健夫　講談社学術文庫　2012年
『中国経済史』　岡本隆司編　名古屋大学出版会　2013年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

真摯な受講姿勢を望む。過度の欠席、遅刻は評価に影響す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 序論：中国社会は停滞していたか
2 近世社会の成立：唐宋変革論
3 宋代の国際関係（1）
4 宋代の国際関係（2）
5 モンゴル帝国下の中国（1）
6 モンゴル帝国下の中国（2）
7 明朝の成立と対外政策
8 日明関係の展開（1）
9 日明関係の展開（2）
10 北虜南倭：東アジアの交易ブーム（1）
11 北虜南倭：東アジアの交易ブーム（2）
12 北虜南倭：東アジアの交易ブーム（3）
13 清朝の成立と国際秩序（1）
14 清朝の成立と国際秩序（2）
15 まとめ



2019-S000009418-01東洋史Ｂ（幕末開港と19世紀の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、経済成長の著しい中国・インドなどのアジア諸国。そ
れに比するところのヨーロッパは、経済的凋落が著しいばかり
か、イギリスのEUからの離脱決定など、EUの相対的地位の低
下は否めない。にも関わらず、今日においても、「先進」ヨー
ロッパ、「後進」とまで言えないにしても「発展途上」のアジ
アとの認識は、依然として根強く、かつ根深い。今日の状況は
勿論のこと、歴史的に遡ってみて、この構図や認識の仕方は果
たしては正しいのであろうか？　本講義では、日本の幕末開港
に焦点を当てつつ、１９世紀世界における欧米列強とアジア世
界の問題を考えたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１９世紀の日本と世界に関する基礎的な知識を習得する。(知
識・理解)

１９世紀の日本と世界に関する歴史的な知識を文章にまとめる
ことができる。(技能)

現代世界や現代アジアを理解するに際して、歴史的背景・経緯
を視野に納めて考察するようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義の予習には、高校日本史B,および世界史Ｂの教科書を
一読することを薦める。また、事後の学習では、講義中に配布
された資料に紹介された参考文献の一読が効果的である。１回
の講義につき、１５～２０分の復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義終了後に毎回提出して貰うコメント・ペーパーの内容を
含む平常点を３０％、定期試験の結果を７０％として総合的に
評価する。試験の評価基準は、歴史的な基礎知識の有無、歴史
的考察の有無、オリジナリティーである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に詳細に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義で取り上げるのは１５世紀～１９世紀であるが、
常に現代世界・現代アジアを念頭に置きつつ講義を行なう
ので、新聞やテレビ等を通じて、現代世界に関する情報を
入手しておく必要があろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．幕末開港と東アジア（１）
３．幕末開港と東アジア（２）
４．１９世紀の世界と東アジア（１）
５．１９世紀の世界と東アジア（２）
６．幕末開港とオランダ（１）
７．幕末開港とオランダ（２）
８．幕末開港とイギリス（１）
９．幕末開港とイギリス（２）
１０．幕末開港とアメリカ（１）
１１．幕末開港とアメリカ（２）
１２．日清戦争と１９世紀世界
１３．日露戦争と２０世紀世界
１４．１９世紀世界におけるアジアの位置
１５．講義のまとめ



2019-S000009418-02東洋史Ｂ（幕末開港と19世紀の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、経済成長の著しい中国・インドなどのアジア諸国。そ
れに比するところのヨーロッパは、経済的凋落が著しいばかり
か、イギリスのEUからの離脱決定など、EUの相対的地位の低
下は否めない。にも関わらず、今日においても、「先進」ヨー
ロッパ、「後進」とまで言えないにしても「発展途上」のアジ
アとの認識は、依然として根強く、かつ根深い。今日の状況は
勿論のこと、歴史的に遡ってみて、この構図や認識の仕方は果
たしては正しいのであろうか？　本講義では、日本の幕末開港
に焦点を当てつつ、１９世紀世界における欧米列強とアジア世
界の問題を考えたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１９世紀の日本と世界に関する基礎的な知識を習得する。(知
識・理解)

１９世紀の日本と世界にあｋンする基礎的な知識を文章にまと
めることが出来る。(技能)

現代世界や現代アジアを理解するに際して、歴史的背景・経緯
を視野に納めて考察するようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義の予習には、高校日本史Ｂ、および世界史Ｂの教科書
を一読することを薦める。また、事後の学習では、講義中に配
布された資料に紹介された参考文献の一読が効果的である。１
回の講義につき、１５～２０分の復習が望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義終了後に毎回提出して貰うコメント・ペーパーの内容を
含む平常点を３０％、定期試験の結果を７０％として総合的に
評価する。試験の評価基準は、歴史的な基礎知識の有無、歴史
的考察の有無、オリジナリティーである。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に詳細に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義で取り上げるのは１５世紀～１９世紀であるが、
常に現代世界・現代アジアを念頭に置きつつ講義を行なう
ので、新聞やテレビ等を通じて、現代世界に関する情報を
入手しておく必要があろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．幕末開港と東アジア（１）
３．幕末開港と東アジア（２）
４．１９世紀の世界と東アジア（１）
５．１９世紀の世界と東アジア（２）
６．幕末開港とオランダ（１）
７．幕末開港とオランダ（２）
８．幕末開港とイギリス（１）
９．幕末開港とイギリス（２）
１０．幕末開港とアメリカ（１）
１１．幕末開港とアメリカ（２）
１２．日清戦争と１９世紀世界
１３．日露戦争と２０世紀世界
１４．１９世紀世界におけるアジアの位置
１５．講義のまとめ



2019-S000009414-05西洋史Ａ（ジェンダーの西洋史（フランス、イギリス））

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

富永　桂子

◎－－－　概要　－－－◎

　西洋史Ａでは、『ジェンダーの西洋史』をテキストにしなが
ら、ジェンダーの視点からフランス、イギリスの歴史を中心に
学びます。ジェンダーと語は、生物学的・解剖学的性差（厳密
には差異がどういうものか明確化できているわけではない）の
面より、政治的、経済的、社会的、文化的につくられてきた面
が大きく、一般に後者によってつくられた性差という意味で使
用されています。このジェンダーは、人間生活のあらゆる領域
にシステム化、構造化されており、それらすべてが両性間の力
関係の不均衡を作りだしているといえます。歴史にジェンダー
の視点を取り入れるとは、こうした構造を過去の歴史から浮か
び上がらせ歴史の書きかえをめざそうとするものです。
　講義は自覚的なフェミニズム運動がはじまる８世紀のフラン
ス革命期から始めていきます。この男性の支配する革命政府は
女性の政治集会を禁止し、女性クラブを解散させるなど、しだ
いに革命より女性を排除していきます。こうした矛盾やパラ
ドックスを歴史分析に入れることにより、革命が女性そして男
性にとってどういうものであったかがより明らかになり、歴史
認識を深めていくものと考えます。また「男性支配の構造に反
対する」ことを掲げるフェミニズムが、同時に女性間での階
級、人種、セクシュアリティ、民族、宗教などの多様な関係の
中でせめぎ合う諸相をも捉えることに努めました。今後ジェン
ダー史の課題は、こうした差異化の構造そのものの解体までを
視野に入れながら、従来の歴史の書きかえを進めていくことに
あると思われます。
　授業の全体的流れとしては、まずテキスト巻末の年表を使用
してその国の歴史の概観を説明し、本文の具体的内容に進んで
いきます。さらに授業内容に見合ったVHS・DVDを使用しなが
らより理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・大まかな時代の流れを理解する(知識・理解)

・時代変化の要因を指摘できる(知識・理解)

・歴史上の出来事が現代社会にどのように影響しているかにつ
いて述べることが出来る(知識・理解)

・歴史を振り返りその時代の判断を評価してみることが出来る
(知識・理解)

・授業で観た映像について簡単な感想を表現出来る(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定した教科書の次章を事前に15分程度読んでおくこと。事後
学習は、教科書に下線を引いて説明した個所について20分ほど
考察をしてみること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験。評価基準は、設定した問題の歴史的意義や課題を説
明できているか、さらに映像について感想が的確であるか、と
いう点においています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上洋子、古賀邦子、富永桂子、星乃治彦、松田昌子
『ジェンダーの西洋史』〈３訂版〉（法律文化社2012年）
　ISBN978-4-589-03404-5

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書はテキストの各章にあげられています。それ以外は
講義の際に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特に専門的知識はいりません。テキストの次回の授業範囲
にあたるところを読んでおいてください。理解できないと
ころや疑問点はいつでも質問してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（１）イントロダクション　講義のガイダンス、時代区
分・地理
（２）フランス　その１　巻末年表を参照にしながらフラ
ンスの歴史の概観を解説
（３）フランス　その２　フランス革命と女性の覚醒、オ
ランプ・ド・グージュと「女性の権利宣言」
（４） フランス　その３　フランス革命と女性の覚醒、
ローズ・ラコンブと「革命共和女性協会、」
（５）フランス　その４　フーリエとファランステール、
ジョルジュ・サンド
（６）フランス　その５　パリ・コミューンと女性
（７）フランス　その６　二つの世界大戦と女性
（８）フランス　その７　戦後社会の新しい波、ボーヴォ
ワールの「第二の性」、フランスのまとめ
（９）イギリス　その１　巻末年表を参照にしながらイギ
リスの歴史の概観を解説
（１０）イギリス　その２　フランス革命の波紋、メア
リ・ウルストンクラフトと「女性の権利の擁護」
（１１） イギリス　その３　ガヴァネスとガヴァネス問
題
（１２）イギリス　その４　フローレンス・ナイチンゲー
ルと看護婦養成学校
（１３） イギリス　その５　イギリスの女性参政権獲得
運動～J・S・ミルと選挙法修正案提出、（１４） イギリス
　その６　イギリスの女性参政権獲得運動～NUWSSとミ
リセント・フォーセット
（１５） イギリス　その７　イギリスの女性参政権獲得
運動～ＷＳＰＵとエメリン・パンクハースト、イギリスの
まとめ



2019-S000009414-01西洋史Ａ（ヨーロッパの大航海と世界の変容）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、大航海時代以降のヨーロッパと世界の関係史を
扱い、グローバルな地域間の接触が人間社会の歴史に何をもた
らしたのかという問題を扱っていく。
　世界の歴史を変えた大きな変革は、ヨーロッパで起こった産
業革命やフランス革命がしばしばあげられる。ところが、15世
紀末以来のヨーロッパ人によるアジア、アフリカ、アメリカ大
陸への進出、いわゆる大航海は、それらに先行して人類史を変
えた大きな変革だと言えよう。というのも、この現象は、単に
ヨーロッパ人がグローバルに商業進出を果たしただけでなく、
世界各地の社会・経済・政治に劇的な変化をもたらし、なおか
つ、新たなグローバルな経済、文化、社会のネットワークを作
り上げたからである。もっとも、このプロセスを考えるには、
ヨーロッパの世界進出の影響が各地で異なることを重視せねば
ならない。アメリカ大陸では、既存の政治体制が壊滅し、ヨー
ロッパの支配に組み込まれたが、他方で、アジアでは、ヨー
ロッパの進出によって、１９世紀になるまで、既存の政治体制
がゆらぐことはなかった。またグローバルな接触は、同時に
ヨーロッパ自身にも多大な変革をもたらしたのである。
　授業では、以上のような大航海以後のヨーロッパと世界の関
係を15世紀から18世紀まで、時代をおって講義する。講義に際
しては、アジア、アメリカ、アフリカなど地域ごとにテーマを
設ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパの世界進出がもたらしたグローバルな変化について
説明できるようになる。(知識・理解)

現代世界の形成過程を複眼的な視点から論じることができるよ
うになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に前回の授業ノートを復習しておくこと。30分程度の時
間を必要とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ヨーロッパ人の世界進出と近代世界の形成に関する基本的な理
解を説明できるかどうかを評価の基準とする。定期試験の成績
で100％評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　他の世界に対する視線
３　大航海時代(1)
４　大航海時代(2)
５　アメリカ大陸との出会い(1)
６　アメリカ大陸との出会い(2)
７　人・モノの交流の開始
８　近世ヨーロッパ人の生活
９　アジアとの出会い
10　ヨーロッパの生活革命
11　黒人奴隷制度の展開
12　近代世界システム
13　産業革命の原因
14　ヨーロッパと世界の関係の変化
15　総括



2019-S000009414-02西洋史Ａ（ヨーロッパの大航海と世界の変容）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、大航海時代以降のヨーロッパと世界の関係史を
扱い、グローバルな地域間の接触が人間社会の歴史に何をもた
らしたのかという問題を扱っていく。
　世界の歴史を変えた大きな変革は、ヨーロッパで起こった産
業革命やフランス革命がしばしばあげられる。ところが、15世
紀末以来のヨーロッパ人によるアジア、アフリカ、アメリカ大
陸への進出、いわゆる大航海は、それらに先行して人類史を変
えた大きな変革だと言えよう。というのも、この現象は、単に
ヨーロッパ人がグローバルに商業進出を果たしただけでなく、
世界各地の社会・経済・政治に劇的な変化をもたらし、なおか
つ、新たなグローバルな経済、文化、社会のネットワークを作
り上げたからである。もっとも、このプロセスを考えるには、
ヨーロッパの世界進出の影響が各地で異なることを重視せねば
ならない。アメリカ大陸では、既存の政治体制が壊滅し、ヨー
ロッパの支配に組み込まれたが、他方で、アジアでは、ヨー
ロッパの進出によって、１９世紀になるまで、既存の政治体制
がゆらぐことはなかった。またグローバルな接触は、同時に
ヨーロッパ自身にも多大な変革をもたらしたのである。
　授業では、以上のような大航海以後のヨーロッパと世界の関
係を15世紀から18世紀まで、時代をおって講義する。講義に際
しては、アジア、アメリカ、アフリカなど地域ごとにテーマを
設ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパの世界進出がもたらしたグローバルな変化について
説明できるようになる。(知識・理解)

現代世界の形成過程を複眼的な視点から論じることができるよ
うになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に前回の授業ノートを復習しておくこと。30分程度の時
間を必要とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ヨーロッパ人の世界進出と近代世界の形成に関する基本的な理
解を説明できるかどうかを評価の基準とする。定期試験の成績
で100％評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　他の世界に対する視線
３　大航海時代(1)
４　大航海時代(2)
５　アメリカ大陸との出会い(1)
６　アメリカ大陸との出会い(2)
７　人・モノの交流の開始
８　近世ヨーロッパ人の生活
９　アジアとの出会い
10　ヨーロッパの生活革命
11　黒人奴隷制度の展開
12　近代世界システム
13　産業革命の原因
14　ヨーロッパと世界の関係の変化
15　総括



2019-S000009414-03西洋史Ａ（ヨーロッパ古代・中世）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

山本　達夫

◎－－－　概要　－－－◎

私たちは他との比較をとおして自分自身を客観的に認識する。
この講義では、ヨーロッパの歴史を比較対象の事例として、現
在に生きる私たちの立ち位置を確認してみたい。
古代から中世にいたるヨーロッパ史を概観し、異なる文化・思
想の背景にどのような歴史的経緯があり、それが現代にいかな
る影響をおよぼしているのかを理解する。
ヨーロッパ史における主要なテーマの考察を通して「現在の歴
史性」を認識し、現代の諸問題の歴史的背景を考察する素地を
やしなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の背景としてのヨーロッパ史の概要を説明でき
る。(知識・理解)

偏った情報に依拠することなく、種々の情報を客観的に分析で
きる。(技能)

現代の歴史性を理解し、さまざまな文化を相対的に評価でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習にあたっては、世界史の概説書や高校世界史の教科書に目
を通しておくとよい。復習にさいしては、授業で配布するプリ
ントを活用してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験９０％（問題の歴史的意義が論理的に説明できている
かどうかを評価基準とする）と平常点１０％（講義への感想と
質問）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他の受講者に迷惑をかける行為（私語や電話）をしないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヨーロッパ文化と日本
2.ギリシア世界のポリス
3.ペルシア戦争とギリシア世界
4.ヘレニズム文明
5.共和政ローマ（イタリア半島の支配）
6.地中海の覇者ローマ
7.マリウスの軍制改革（ローマ社会の変容）
8.パックス・ロマーナとローマの変質
9.ローマの四分統治から滅亡へ
10.ゲルマン人へのキリスト教の普及
11.キリスト教とヨーロッパ
12.ヨーロッパ封建制度と農業革命
13.中世ヨーロッパにおける聖権と俗権
14.十字軍の背景と影響
15.宗教改革とヨーロッパ社会



2019-S000009414-04西洋史Ａ（ヨーロッパ古代・中世）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

山本　達夫

◎－－－　概要　－－－◎

私たちは他との比較をとおして自分自身を客観的に認識する。
この講義では、ヨーロッパの歴史を比較対象の事例として、現
在に生きる私たちの立ち位置を確認してみたい。
古代から中世にいたるヨーロッパ史を概観し、異なる文化・思
想の背景にどのような歴史的経緯があり、それが現代にいかな
る影響をおよぼしているのかを理解する。
ヨーロッパ史における主要なテーマの考察を通して「現在の歴
史性」を認識し、現代の諸問題の歴史的背景を考察する素地を
やしなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の背景としてのヨーロッパ史の概要を説明でき
る。(知識・理解)

現代の歴史性を理解し、さまざまな文化を相対的に評価でき
る。(態度・志向性)

偏った情報に依拠することなく、種々の情報を客観的に分析で
きる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習にあたっては、世界史の概説書や高校世界史の教科書に目
を通しておくとよい。復習にさいしては、授業で配布するプリ
ントを活用してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験９０％（問題の歴史的意義が論理的に説明できている
かどうかを評価基準とする）と平常点１０％（講義への感想と
質問）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他の受講者に迷惑をかける行為（私語や電話）をしないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヨーロッパ文化と日本
2.ギリシア世界のポリス
3.ペルシア戦争とギリシア世界
4.ヘレニズム文明
5.共和政ローマ（イタリア半島の支配）
6.地中海の覇者ローマ
7.マリウスの軍制改革（ローマ社会の変容）
8.パックス・ロマーナとローマの変質
9.ローマの四分統治から滅亡へ
10.ゲルマン人へのキリスト教の普及
11.キリスト教とヨーロッパ
12.ヨーロッパ封建制度と農業革命
13.中世ヨーロッパにおける聖権と俗権
14.十字軍の背景と影響
15.宗教改革とヨーロッパ社会



2019-S000009414-06西洋史Ａ（中世ヨーロッパ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　４時限　　

渡邉　裕一

◎－－－　概要　－－－◎

　中世ヨーロッパの時代的・空間的な特質とは何だろうか？　
本講義では、中世ヨーロッパの政治・経済・文化のさまざまな
面で大きな影響力をもったキリスト教の役割、近代以前におけ
る統治と支配のありかた、農業生産と交易の場であった農村と
都市、中世に生きた人びとを互いに結び付けていた社会的な
絆、かれらが直面した災害や疫病、異端やムスリム、ユダヤ人
といった「他者」などに焦点を当てることで、地域も時代も異
なる中世ヨーロッパに生きた人びとの生活世界へのアプローチ
を試みます。高校までの「暗記する世界史」とは異なり、大学
での「考える歴史学」を学んでもらうため、歴史学研究の基本
的な考え方（テーマの設定、先行文献の収集と研究動向の把
握、歴史叙述の方法とルール、史料批判etc.）についても折に
触れて取り上げたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中世ヨーロッパに関する基本知識を身につけ、現代の日本社会
との違いを理解できる。(知識・理解)

中世ヨーロッパについて、その歴史や特徴を自らの言葉で説明
することができるようになる。(技能)

地域も時代も異なる中世ヨーロッパ社会および人々の生活を知
ることで、自分たちの「常識」や「当たり前」を異なる視点か
ら見つめなおすことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業中に紹介する図書や文献、映像資料を参考にし、主体
的・積極的に学習を進め、理解を深める努力をしてください。
予備知識や予習は必要ありませんが、毎回の授業後は、各自で
内容の復習を行い（1時間程度）、不明な点は次回の授業で質
問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の「到達目標」で示した三つの具体的な目標について、
各授業後に提出するコメント・シート（30％）と定期試験
（70％）により、その到達度を総合的に評価します。コメン
ト・シートでは、授業中に掲示する問いに対して自身の見解や
疑問点を自分の言葉でしっかりと記述できているかどうかを評
価の基準します。定期試験では、授業内容をよく理解したうえ
で、重要なキーワードから独自の問いを立て、その問いに対す
る自分の見解を論理的・客観的な言葉で説得的に説明できるか
否かを評価の重要な基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。授業中に適宜レジュメを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

甚野尚志／堀越宏一編『中世ヨーロッパを生きる』（東京
大学出版会、2004年）　ISBN 4130230514
堀越宏一／甚野尚志編『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッ
パ史』（ミネルヴァ書房、2013年）　ISBN 978462306459
 服部良久／山辺規子／南川高志編『大学で学ぶ西洋史―
古代・中世』（ミネルヴァ書房、2006年）　ISBN
9784623045921
その他の文献は授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　第一回目の授業で注意点を述べます。他の履修者の迷惑
になるので、私語や電話はやめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．歴史学とは何か？
３．前提（１）－地理、自然環境、時代区分
４．前提（２）－キリスト教
５．中世ヨーロッパ史の流れ
６．農業と農民－中世の農業革命
７．都市と市民－中世都市の特質
８．人々の絆（１）－家族とこども
９．人々の絆（２）－手工業の世界
１０．人々の絆（３）－老い、死、遺言状
１１．災害と危機（１）－自然災害
１２．災害と危機（２）－黒死病
１３．災害と危機（３）－戦争
１４．中世ヨーロッパにおける「他者」
１５．まとめ
※受講人数や進度に応じて変更の可能性があります



2019-S000009420-05西洋史Ｂ（ジェンダーの西洋史（アメリカ、ドイツ、ロシア、世界））

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

富永　桂子

◎－－－　概要　－－－◎

　西洋史Ｂでは、『ジェンダーの西洋史』をテキストにしなが
ら、ジェンダーの視点からアメリカ・ドイツ・ロシアそして国連
を中心とした世界の歴史を学びます。
　ジェンダーと語は、生物学的・解剖学的性差（厳密には差異が
どういうものか明確化できているわけではない）の面より、政治
的、経済的、社会的、文化的につくられてきた面が大きく、一般
に後者によってつくられた性差という意味で使用されています。
このジェンダーは、人間生活のあらゆる領域にシステム化、構造
化されており、それらすべてが両性間の力関係の不均衡を作りだ
しているといえます。歴史にジェンダーの視点を取り入れると
は、こうした構造を過去の歴史から浮かび上がらせ歴史の書きか
えをめざそうとするものです。
講義は自覚的なフェミニズム運動がはじまる18世紀の後半から始
めていきます。封建的秩序からの人間の解放を謳いながら、男性
の支配する政府は女性を政治や社会の領域から排除していきま
す。こうした矛盾やパラドックスを歴史分析に入れることによ
り、社会の変革が女性そして男性にとってどういうものであった
かがより明らかになり、歴史認識を深めていくものと考えます。
さらに女性参政権獲得運動や社会主義国の女性組織等をみていく
とき、「男性支配の構造に反対する」ことを掲げるフェミニズム
が、同時に女性間での階級、人種、セクシュアリティ、民族、宗
教などの多様な関係の中でせめぎ合う諸相をも捉えることに努め
ました。
　さらに近年、国境を越えて人、財、資本、情報が集中し、拡散
するグローバリゼーションの進展する中、1975年からの世界女性
会議をはじめとする男女の平等に向けた国際的取り組みは、その
連帯の力によって、ジェンダーに関わる様々な課題を浮き彫りに
し、解決のための道筋を示してきました。
　授業の全体的流れとしては、まずテキスト巻末の年表を使用し
てその国の歴史の概観を説明し、本文の具体的内容に進んでいき
ます。さらに授業内容に見合ったVHS・DVDを使用しながらよ
り理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・大まかな時代の流れを理解する(知識・理解)

・時代変化の要因を指摘できる(知識・理解)

・歴史上の出来事が現代社会にどのように影響しているかについ
て述べることが出来る(知識・理解)

・歴史を振り返りその時代の判断を評価してみることが出来る
(知識・理解)

・授業で観た映像について簡単な感想を表現出来る(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定した教科書の次章を事前に15分程度読んでおくこと。事後学
習は、教科書に下線を引いて説明した個所について20ほど考察し
てみること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験。評価基準は、設定した問題の歴史的意義や課題を説明
できているか、さらに映像について感想が的確であるか、という
点においています。

◎－－－　テキスト　－－－◎

井上洋子、古賀邦子、富永桂子、星乃治彦、松田昌子
『ジェンダーの西洋史』〈3訂版〉（法律文化社2012年）
　ISBN　978-4-589-03404-5

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書はテキストの各章にあげられています。それ以外は
講義の際に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特に専門的知識はいりません。テキストの次回の授業範囲
にあたるところを読んでおいてください。理解できないと
ころや疑問点はいつでも質問してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

（１）アメリカ　その１　巻末の年表を参照にしながらア
メリカの歴史の概観を解説
（２）アメリカ　その２　アメリカの独立革命と「独立宣
言」
（３）アメリカ　その３　セネカフォールズ大会と「女性
の独立宣言」
（４）アメリカ　その４　奴隷解放と女性の解放
（５）アメリカ　その５　マーガレット・サンガーと母体
保護運動
（６）　アメリカ　その６　ウイメンズ・リベレーショ
ン、ベティ・フリーダンと全米女性組織
（７）ドイツ　その１　第一次世界大戦とドイツ～　クラ
ラ・ツェトキンと社会主義的女性解放
（８）ドイツ　その２　第二次世界大戦とドイツ～ゾ
フィー・ショルと「白バラ通信」
（９）　ドイツ　その３　ベルリンの壁崩壊とドイツの女
性たち
（１０）ロシア　その１　巻末年表を参照にしながらロシ
アの歴史の概観を解説、ロシアの女性の歴史の概観
（１１） ロシア　その２　農奴解放とフェミニズム運動
の始まり
（１２） ロシア　その３　女性参政権運動の進展
（１３）ロシア　その４　ソ連邦解体とフェミニズム運動
の再生
（１４）世界　その１　国際女性年と女性差別撤廃条約
（１５）世界　その２　第４回世界女性会議（北京会
議）、全体のまとめ



2019-S000009420-01西洋史Ｂ（近代国家システムの形成をグローバルに考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、ヨーロッパの近世・近代に始まる国家や社会制
度、そして国民意識の歴史的な展開を扱う。
　現在の私たちが慣れ親しんでいる「国家」の制度、国際関係
の基本構造、さらに「国民」や「民族」といった集合体は、決
して歴史上変わりなく存続してきたものではない。むしろ最近
500年の世界史の動きの中で形成されてきたものである。「日
本国」や「日本人」も、世界の動きと無関係に存在してきたわ
けではない。
　なかでも現代の国家や国民意識の形成に大きな役割を果たし
たのは、ヨーロッパに生まれた「主権国家」さらには「国民国
家」と呼ばれる制度である。前者は16世紀以降、ヨーロッパの
国際関係の中から生まれた国家システムであり、後者はそれを
踏まえつつ、フランス革命以降に一般化した国家システムであ
る。こうした制度やシステムが19世紀以降に、世界各地に広ま
り、現在の世界が作られたのである。
　授業では、まず西洋において、どのように、なぜ主権国家お
よび国民国家の制度が作られたのかを学ぶ。そして、西洋諸国
の海外拡張とそれに対するアジア、アフリカ各地の対応を検討
し、どのように西洋に生まれた国家システムや国民意識、民族
観念が世界に拡大したかを検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近代国民国家の成立と普遍化の過程について説明できるように
なる。(知識・理解)

現代世界の問題を近代国民国家の観点から論じることができる
ようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に前回の授業ノートを復習しておくこと。30分程度の時
間を必要とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現在の国家と国民意識の形成過程に関する基本的な理解を説明
できるかどうかを評価の基準とする。定期試験の成績で100％
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

　授業中に適宜指示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　現代の世界における国家と国民
３　主権国家の形成①
４　主権国家の形成②
５　宗教改革・主権国家・国際関係
６　絶対王政期のヨーロッパ社会
７　身分制度と国家
８　18世紀イギリスとナショナリズムの誕生
９　フランス革命と国民国家①
１０　フランス革命と国民国家②
１１　１９世紀ヨーロッパの民族運動
１２　明治維新と「日本国民」
１３　アジア・アフリカにおける植民地独立
１４　国民国家の創造と文化
１５　総括



2019-S000009420-03西洋史Ｂ（ヨーロッパ近現代と「ユダヤ人問題」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

山本　達夫

◎－－－　概要　－－－◎

ヨーロッパにおける代表的な被差別者集団として知られるユダ
ヤ人とその迫害の歴史を通して、ヨーロッパおよびドイツの近
代を考える。「人種迫害を理解するために、私たちは人種をく
わしく知る必要はなく、むしろ迫害をくわしく知る必要があ
る」（R・ベネディクト）というように、差別は差別される側
ではなく、差別する側の社会の問題である。ホロコースト（ユ
ダヤ人大量殺戮）に行き着いたドイツの反ユダヤ主義は、いか
なる歴史的経緯の中で成立したのか。近代ヨーロッパの成立過
程を概観し、国民国家の形成過程における統合と排除の論理に
おける反ユダヤ主義の問題を検討する。また、ナチのユダヤ人
政策の分析を通して「ユダヤ人問題」とは何であったのかを考
察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の背景としてのヨーロッパ史の概要を説明でき
る。(知識・理解)

偏った情報に依拠することなく、種々の情報を客観的に分析で
きる。(技能)

現代の歴史席を理解し、さまざまな文化を相対的に評価でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習にあたっては、高校世界史の教科書や世界史の概説書に目
を通しておくとよい。復習にさいしては、授業で配布したプリ
ントを活用してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験９０％（問題の歴史的意義が論理的に説明できている
かを評価基準とする）と平常点１０％（講義への感想と質問）
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他の受講者に迷惑をかける行為（私語や電話）をしないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.ヨーロッパ社会とユダヤ人
２.地理上の発見
３.近代世界システム
４.ヘゲモニー国家１
５.ヘゲモニー国家２
６.工業化とその影響１
７.工業化とその影響２
８.世界の一体化と分裂
９.近代ドイツとユダヤ人１（プロイセンの発展）
10.近代ドイツとユダヤ人２（プロイセンとフランス革
命）
11.近代ドイツとユダヤ人３（ナポレオンとプロイセン改
革）
12.近代ドイツとユダヤ人４（国民国家とユダヤ人）
13.東欧ユダヤ人ザメンホフの夢
14.ナチスとユダヤ人１（アーリア条項とドイツ社会）
15.ナチスとユダヤ人２（ナチス経済社会体制とユダヤ人
政策）



2019-S000009420-04西洋史Ｂ（ヨーロッパ近現代と「ユダヤ人問題」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

山本　達夫

◎－－－　概要　－－－◎

ヨーロッパにおける代表的な被差別者集団として知られるユダ
ヤ人とその迫害の歴史を通して、ヨーロッパおよびドイツの近
代を考える。「人種迫害を理解するために、私たちは人種をく
わしく知る必要はなく、むしろ迫害をくわしく知る必要があ
る」（R・ベネディクト）というように、差別は差別される側
ではなく、差別する側の社会の問題である。ホロコースト（ユ
ダヤ人大量殺戮）に行き着いたドイツの反ユダヤ主義は、いか
なる歴史的経緯の中で成立したのか。近代ヨーロッパの成立過
程を概観し、国民国家の形成過程における統合と排除の論理に
おける反ユダヤ主義の問題を検討する。また、ナチのユダヤ人
政策の分析を通して「ユダヤ人問題」とは何であったのかを考
察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ文化の背景としてのヨーロッパ史の概要を説明でき
る。(知識・理解)

偏った情報に依拠することなく、種々の情報を客観的に分析で
きる。(技能)

現代の歴史席を理解し、さまざまな文化を相対的に評価でき
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習にあたっては、高校世界史の教科書や世界史の概説書に目
を通しておくとよい。復習にさいしては、授業で配布したプリ
ントを活用してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験９０％（問題の歴史的意義が論理的に説明できている
かを評価基準とする）と平常点１０％（講義への感想と質問）
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

他の受講者に迷惑をかける行為（私語や電話）をしないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.ヨーロッパ社会とユダヤ人
２.地理上の発見
３.近代世界システム
４.ヘゲモニー国家１
５.ヘゲモニー国家２
６.工業化とその影響１
７.工業化とその影響２
８.世界の一体化と分裂
９.近代ドイツとユダヤ人１（プロイセンの発展）
10.近代ドイツとユダヤ人２（プロイセンとフランス革
命）
11.近代ドイツとユダヤ人３（ナポレオンとプロイセン改
革）
12.近代ドイツとユダヤ人４（国民国家とユダヤ人）
13.東欧ユダヤ人ザメンホフの夢
14.ナチスとユダヤ人１（アーリア条項とドイツ社会）
15.ナチスとユダヤ人２（ナチス経済社会体制とユダヤ人
政策）



2019-S000009420-02西洋史Ｂ（中世後期～近世ヨーロッパ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

渡邉　裕一

◎－－－　概要　－－－◎

　中世はいつ終わり、近代はいつ始まったのだろうか？　本講
義では、新大陸の発見やルネサンス、そして宗教改革など、こ
れまで「近代の始まり」と評されてきた歴史的な出来事を、中
世後期から近世にいたる一連の流れのなかで捉え直し、ヨー
ロッパ史の連続性と断絶の両側面について考えてみたいと思い
ます。いわゆる「中世後期の危機」、当時の医療技術と疫病の
流行、深まる人々の不安と救済へのあこがれ、ルターの登場と
社会への影響、政治問題化した宗教改革とその帰結としての30
年戦争、小氷期の影響と魔女裁判など多様なトピックを取り上
げ、上記の問いへのアプローチを試みます。高校までの「暗記
する世界史」ではなく、大学での「考える歴史学」を学んでも
らうため、歴史学研究の基本的な考え方（テーマの設定、先行
文献の収集と研究動向の把握、歴史叙述の方法とルール、史料
批判etc.）についても折に触れて取り上げる予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中世後期から近世に至るヨーロッパ史の基本知識を身につけ、
その歴史の流れを正確に理解することができる。(知識・理解)

中世後期～近世ヨーロッパ史について、その歴史や特徴を自ら
の言葉で論理的・客観的に説明することができるようになる。
(技能)

地域も時代も異なる中世後期～近世ヨーロッパの社会および
人々の生活を知ることで、自分たちの「常識」や「当たり前」
を異なる視点から見つめ直すことができるようになる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業中に紹介する図書や文献、映像資料を参考にし、主体
的・積極的に学習を進め、理解を深める努力をしてください。
予備知識や予習はとくに必要ありませんが、毎回の授業後は、
各自で内容の復習を行い（1時間程度）、不明な点は次回の授
業で質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の「到達目標」で示した三つの具体的な目標について、
各授業後に提出するコメント・シート（30％）と定期試験
（70％）により、その到達度を総合的に評価します。コメン
ト・シートでは、授業中に掲示する問いに対して自身の見解や
疑問点を自分の言葉でしっかりと記述できているかどうかを評
価の基準します。定期試験では、授業内容をよく理解したうえ
で、重要なキーワードから独自の問いを立て、その問いに対す
る自分の見解を論理的・客観的な言葉で説得的に説明できるか
否かを評価の重要な基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。授業中に適宜レジュメを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

甚野尚志／踊共二編『中近世ヨーロッパの宗教と政治―キ
リスト教世界の統一性と多元性』（ミネルヴァ書房、2014
年）　ISBN 9784623069453
Ｒ・Ｗ・スクリブナー／Ｃ・スコット・ディクスン（森田
安一訳）『ドイツ宗教改革』（岩波書店、2009年）　
ISBN 9784000272032
踊共二編『記憶と忘却のドイツ宗教改革』（ミネルヴァ書
房、2017年）　ISBN 978-4623081332
その他の文献は授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　第一回目の授業で注意点を述べます。他の履修者の迷惑
になるので、私語や電話はやめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．中世後期から近世へ―見取り図
３．ルネサンスの三大発明？
４．大航海時代の幕開け
５．戦争技術の変化̶騎士から傭兵へ
６．印刷術と識字率
７．ルターと宗教改革
８．パンフレットから読み解く宗教改革
９．騎士戦争と農民戦争
１０．ヨーロッパ諸国における宗教改革
１１．急進派からみる宗教改革
１２．カトリックの動向
１３．魔女裁判（１）
１４．魔女裁判（２）
１５．まとめ
※受講人数や進度に応じて変更の可能性があります



2019-S000009420-06西洋史Ｂ（中世後期～近世ヨーロッパ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/24　４時限　　

渡邉　裕一

◎－－－　概要　－－－◎

　中世はいつ終わり、近代はいつ始まったのだろうか？　本講
義では、新大陸の発見やルネサンス、そして宗教改革など、こ
れまで「近代の始まり」と評されてきた歴史的な出来事を、中
世後期から近世にいたる一連の流れのなかで捉え直し、ヨー
ロッパ史の連続性と断絶の両側面について考えてみたいと思い
ます。いわゆる「中世後期の危機」、当時の医療技術と疫病の
流行、深まる人々の不安と救済へのあこがれ、ルターの登場と
社会への影響、政治問題化した宗教改革とその帰結としての30
年戦争、小氷期の影響と魔女裁判など多様なトピックを取り上
げ、上記の問いへのアプローチを試みます。高校までの「暗記
する世界史」ではなく、大学での「考える歴史学」を学んでも
らうため、歴史学研究の基本的な考え方（テーマの設定、先行
文献の収集と研究動向の把握、歴史叙述の方法とルール、史料
批判etc.）についても折に触れて取り上げる予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中世後期から近世に至るヨーロッパ史の基本知識を身につけ、
その歴史の流れを正確に理解することができる。(知識・理解)

中世後期～近世ヨーロッパ史について、その歴史や特徴を自ら
の言葉で論理的・客観的に説明することができるようになる。
(技能)

地域も時代も異なる中世後期～近世ヨーロッパの社会および
人々の生活を知ることで、自分たちの「常識」や「当たり前」
を異なる視点から見つめ直すことができるようになる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業中に紹介する図書や文献、映像資料を参考にし、主体
的・積極的に学習を進め、理解を深める努力をしてください。
予備知識や予習はとくに必要ありませんが、毎回の授業後は、
各自で内容の復習を行い（1時間程度）、不明な点は次回の授
業で質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　上記の「到達目標」で示した三つの具体的な目標について、
各授業後に提出するコメント・シート（30％）と定期試験
（70％）により、その到達度を総合的に評価します。コメン
ト・シートでは、授業中に掲示する問いに対して自身の見解や
疑問点を自分の言葉でしっかりと記述できているかを評価の基
準します。定期試験では、授業内容をよく理解したうえで、重
要なキーワードから独自の問いを立て、その問いに対する自分
の見解を論理的・客観的な言葉で説得的に説明できるか否かを
評価の重要な基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。授業中に適宜レジュメを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

甚野尚志／踊共二編『中近世ヨーロッパの宗教と政治―キ
リスト教世界の統一性と多元性』（ミネルヴァ書房、2014
年）　ISBN 9784623069453
Ｒ・Ｗ・スクリブナー／Ｃ・スコット・ディクスン（森田
安一訳）『ドイツ宗教改革』（岩波書店、2009年）　
ISBN 9784000272032
踊共二編『記憶と忘却のドイツ宗教改革』（ミネルヴァ書
房、2017年）　ISBN 978-4623081332
その他の文献は授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　第一回目の授業で注意点を述べます。他の履修者の迷惑
になるので、私語や電話はやめてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２．中世後期から近世へ―見取り図
３．ルネサンスの三大発明？
４．大航海時代の幕開け
５．戦争技術の変化̶騎士から傭兵へ
６．印刷術と識字率
７．ルターと宗教改革
８．パンフレットから読み解く宗教改革
９．騎士戦争と農民戦争
１０．ヨーロッパ諸国における宗教改革
１１．急進派からみる宗教改革
１２．カトリックの動向
１３．魔女裁判（１）
１４．魔女裁判（２）
１５．まとめ
※受講人数や進度に応じて変更の可能性があります



2019-S000009440-03外国史通論Ａ（ヨーロッパ世界の形成）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

丹後　享

◎－－－　概要　－－－◎

[授業の概要とテーマ]本講義は、高校の「世界史」で取り扱う
内容のうち、西洋史分野、すなわち欧米史の前半である古代
史・中世史・近世史を概観する。近代史・現代史を対象とする
「外国史通論Ｂ」も併せて受講することが望ましい。「外国史
通論Ａ」では、ヨーロッパ世界がいかなる経過で形成されたの
かを、とくに封建社会の形成と解体を軸に論を展開し、アジア
など他の世界とは大きく異なるヨーロッパ世界の特徴を探る。
[授業進め方]テキストは使用しないが、毎回、授業のレジュメ
のプリントを各自に配付して、授業を進める。
[学習の仕方]授業内容はプリントにまとめられているが、より
理解しやすくするために、適宜、板書をしつつ、補足説明をす
るので、必要に応じてノートも取らなければならない。また、
授業をやや早めに終了し、質問時間を設定するので、分かりに
くいところがあれば、遠慮なく質問してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学「社会」及び高校「地歴」の教職を志望する場合、基礎的
な西洋史分野の知識を得ることができる。とくに「ヨーロッパ
とはこのような世界である」ということを、中高生に語る能力
を得ることを目標とする。(技能)

ヨーロッパ関係の歴史学・文学・哲学・語学を専攻するうえ
で、不可欠な基礎知識を得ることができる。(知識・理解)

法学・経済学・商学を専攻するうえでも、ヨーロッパ史の知識
は不可欠であり、有用な基礎知識を得ることができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　高校で「世界史」を十分履修しなかった場合でも、受講可能
であるが、「履修上の注意」に記載されている文献などを事前
に読んで、ヨーロッパ史の基礎知識を把握してほしい。予習は
必ずしも必要でないが、復習として、レジュメや参考書をもと
に、授業内容の理解に努めてほしい。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

[評価方法]定期試験90％・平素(授業への積極的な取り組み)
10％によって評価する。試験範囲は授業内容全体である。試験
は論述形式であり、意味の分かる文章で説明しなければならな
い。
[評価基準]試験では、古代から近世までのヨーロッパ史の基本
知識がどの程度まで身についているか、さらにそれを第三者に
どの程度まで説明することができるか、が評価の基準となる。
試験は１問20点の設問５問からなる。60点以上が合格点であ
り、３問以上記述しなければ、合格できない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

フランス史10講　ISBN 4-00-431016-4c0222
イギリス史10講　ISBN 978-4-00-431464-6
ドイツ史10講　ISBN 4-00-430826-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で「世界史」を履修していなくても受講可能である
が、多少個人的な学習が必要である。高校教科書の該当部
分を熟読するだけで十分であるが、手元にない場合は、堀
米庸三編『世界の歴史3:中世ヨーロッパ』・松田智雄編
『世界の歴史7:近代への序曲』・大野真弓編『世界の歴史
8:絶対君主と人民』(中公文庫)が有用である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①授業計画の提示
②世界史の見方(欧州人の世界史観)
③ヨーロッパの地理的構造
④古代社会の性格
⑤ローマ帝国の没落とゲルマン大移動
⑥フランク王国の発展と分裂
⑦封建社会の成立(1)(領主制と封建制)
⑧封建社会の成立(2)(ローマ教会の発展)
⑨中世世界の変容(1)(十字軍・都市・教皇権の後退)
⑩中世世界の変容(2)(封建社会の危機、中央集権化)
⑪主権国家体制の形成
⑫絶対王政の成立(1)(三十年戦争・フロンドの乱)
⑬絶対王政の成立(2)(イギリス革命)
⑭絶対王政の構造
⑮絶対主義時代の国際関係



2019-S000009440-01外国史通論Ａ（ヨーロッパ世界の誕生、古代・中世史を中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

松塚　俊三

◎－－－　概要　－－－◎

　世界の中心がアジアに移り、ヨーロッパの重要性は必ずしも
自明なものではなくなった。こうした変化を踏まえ、ヨーロッ
パとは何であったのか、今後どのような意味を持ちうるのか、
改めてその歴史をふり返ってみたい。第二次世界大戦の荒廃か
ら立ち上がったヨーロッパは経済統合を経て、政治統合、軍事
統合に向かに見えた。しかし、現在のヨーロッパはナショナリ
ズムやポピュリズムの台頭に見られるように、分裂と対立の様
相を強めている。こうした変化は世界共通の傾向であるが、そ
こにはヨーロッパに固有の歴史的特徴も認められる。分裂と統
合は今に始まったことではなく、ヨーロッパは古代より分裂と
統合を交互に繰り返してきた。ヨーロッパの現状と将来を見据
えるには、過去の長い歴史と文化についての理解が必要であろ
う。前期の講義では、古典古代（ギリシア・ローマ）から中世
まで扱い、後期の講義では近世、近代のヨーロッパ史を概説す
る。高等学校で学習した世界史を「考える歴史」として見直す
ことが目標である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１、基本的な事実を再確認する。(知識・理解)

２、時代の全体像、社会構造に留意し、変化の要因を探る。
(知識・理解)

３、高等学校の世界史教科書に登場する重要な概念について理
解を深める。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校で世界史を履修しなかった受講者は世界史の教科書を一読
しておくとよい。授業で配布されるプリント（前期、後期それ
ぞれ約100枚）を保管しておき、復習に役立ててほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標を評価の基準とし、定期試験60％、平常点20％
（講義への積極的参加等）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜、参考文献を指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は毎回、主題を明確にします。主題をよく理解するよ
うにしてください。配布されたプリントをファイルして保
管すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、講義の概要と履修上の注意事項
２、アクティヴ・ラーニングのために（１）
３、アクティヴ・ラーニングのために（２）
４、古典古代（１）古代ギリシア史
５、古典古代（２）ローマ共和政の歴史
６、古典古代（３）ローマ帝政の歴史
７、ヨーロッパ中世世界の誕生（農村）
８、ヨーロッパ中世世界の展開（都市）
９、キリスト教の浸透とヨーロッパ世界。
10,、キリスト教と異端、魔女狩りの社会史
11, 中世における罪と罰
12, 畏怖と賎視の世界史
13, 疫病の世界史、ペストとコレラ
14, 人間の死と歴史学
15,、近代に向けて、一民族一国家という幻想



2019-S000009441-03外国史通論Ｂ（現代欧米世界の形成と課題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

丹後　享

◎－－－　概要　－－－◎

[授業の概要とテーマ]本講義は、高校の「世界史」で取り扱う
内容のうち、西洋史分野、すなわち欧米史の後半である近代
史・現代史を概観する。古代史・中世史・近世史を対象とする
「外国史通論Ａ」も併せて受講することが望ましい。「外国史
通論Ｂ」では、ブルジョワ革命の時代から第二次世界大戦後ま
での欧米史を、政治史を中心に時系列的に説明する。
[授業の進め方]テキストは使用しないが、毎回、授業のレジュ
メのプリントを各自に配付して、授業を進める。
[学習の仕方]授業内容はプリントにまとめられているが、より
理解しやすくするために、適宜、板書をしつつ、補足説明をす
るので、必要に応じてノートも取らなければならない。また、
授業をやや早めに終了し、質問時間を設定するので、分かりに
くいところがあれば、遠慮なく質問してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中学「社会」及び高校「地歴」の教職を志望する場合、基礎的
な西洋史分野の知識を得ることができる。とくに「ヨーロッパ
とはこのような世界である」ということを、中高生に語る能力
を得ることを目標とする。(技能)

ヨーロッパ関係の歴史学・文学・哲学・語学を専攻するうえ
で、不可欠な基礎知識を得ることができる。(知識・理解)

法学・経済学・商学を専攻するうえでも、ヨーロッパ史の知識
は不可欠であり、有用な基礎知識を得ることができる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　高校で「世界史」を履修していなくても受講可能であるが、
「履修上の注意」に記載されている文献などを事前に読んで、
欧米史の基礎知識を把握してほしい。復習として、レジュメや
参考書をもとに、授業内容の理解に努めてほしい。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

[評価方法]定期試験90％・平素(授業への積極的な取り組み)
10％によって評価する。試験範囲は授業内容全体である。試験
は論述形式であり、意味の分かる文章で説明しなければならな
い。
[評価基準]試験では、近代・現代のヨーロッパ史の基本知識が
どの程度まで身についているか、さらにそれを第三者にどの程
度まで説明することができるか、が評価の基準となる。試験は
１問20点の設問５問からなる。60点以上が合格点であり、３問
以上記述しなければ、合格できない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

フランス史10講　ISBN 4-00-431016-4c0222
イギリス史10講　ISBN 978-4-00-431464-6
ドイツ史10講　ISBN 4-00-430826-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　高校で「世界史」を履修していなくても受講可能である
が、多少個人的な学習が必要である。高校教科書の該当部
分を熟読するだけで十分であるが、手元にない場合は、桑
原武夫編『世界の歴史10:フランス革命とナポレオン』・
井上幸治編『世界の歴史12:ブルジョワの世紀』・中山治
一編『世界の歴史13:帝国主義の時代』(中公文庫)が有用で
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①授業計画の提示
②啓蒙主義の時代
③ブルジョワ革命の構造(大西洋革命論)
④フランス革命の背景・勃発
⑤フランス革命の展開
⑥フランス革命の帰結
⑦ナポレオンの帝国
⑧ナポレオンの没落
⑨ウィーン体制の成立と崩壊
⑩国民国家の成立(ドイツとイタリアの統一)
⑪帝国主義と第一次世界大戦
⑫戦間期とファシズムの時代
⑬第二次世界大戦
⑭冷戦の時代
⑮ヨーロッパの統合



2019-S000009441-01外国史通論Ｂ（主権国家群の誕生と各国の特徴、近世・近代史を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

松塚　俊三

◎－－－　概要　－－－◎

　世界の中心がアジアに移り、ヨーロッパの重要性は必ずしも
自明なものではなくなった。こうした変化を踏まえ、ヨーロッ
パとは何であったのか、今後どのような意味を持ちうるのか、
改めてその歴史をふり返ってみたい。第二次世界大戦の荒廃か
ら立ち上がったヨーロッパは経済統合を経て、政治統合、軍事
統合に向かうかに見えた。しかし、今日のヨーロッパはポピュ
リズムやナショナリズムの台頭によって、分裂と対立の様相を
強めつつある。こうした現象はヨーロッパに限られたことでは
なく、世界の現実であるが、そこにはヨーロッパに固有の歴史
的背景も認められる。分裂と対立は今に始まったことではな
く、ヨーロッパは古代の時代から分裂と統合を交互に繰り返し
てきたからである。ヨーロッパの現状を理解するためには、過
去の長い歴史と文化についての理解が必要であろう。後期は近
世、近代のヨーロッパ史を概観する。近代の主権国家、国民国
家がどのように形成されたか、各地域（ドイツ、イギリス、フ
ランス）における国民国家形成の特徴は何か、を考えたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１、近代史上の基本的な事実を再確認する。(知識・理解)

２、主権国家という概念について理解を深める。(知識・理解)

３、世界システム論について理解を深める。(知識・理解)

４、近世・近代の民衆文化について理解を深める。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校で世界史を履修しなかった受講生は世界史の教科書を一読
しておくとよい。授業で配布されるプリントを保管し、復習に
役立ててほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標を評価の基準とし、定期試験60％、平常点20％
（講義への積極的参加等）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜、指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は毎回、主題を明確にします。主題をよく理解するよ
うにしてください。前期同様、レジュメをファイルし、保
管すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、近代世界システムの成立と国民国家（１）
２、近代世界システムの成立と国民国家（２）
３、ルネサンスと地理上の発見
４、宗教改革とドイツ
５、ドイツ近・現代史の基本問題
６、イングランド宗教改革とチューダー朝の成立
７、エリザベス1世と国家主権の確立
８、ピューリタン革命、財政軍事国家・イギリス　　帝国
の成立
９、 ヨーロッパ近世の民衆文化（１）
10, ヨーロッパ近世の民衆文化（２）
11, ヨーロッパ近世の民衆文化（３）
12, ヨーロッパ近世の民衆文化（４）
13, 近世のフランス社会
14, フランス革命（１）
15, フランス革命（２）



2019-S000009422-01日本文学Ａ（今昔物語集を読む：当時の恋愛観を中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

大木　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

平安時代末期に成った説話集『今昔物語集』を読む。本書は収
録説話約1千という、他の追随を許さない膨大な量を誇る仏教
説話集である。一方で、世俗の説話も多く含まれ、芥川龍之介
をはじめ、近代文学者が作品の題材としたことでも知られる。

本講義では、主に本朝世俗部に属する説話の中から恋愛に関す
るものを選んで読む。登場人物は武士・僧侶・盗賊など様々で
ある。高校時代までに学習した宮廷女流文学とは一味違う平安
朝の恋愛模様を探り、現代の恋愛観と比較検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

説話集とは何かを理解し説明することができる(知識・理解)

今昔物語集編纂当時に生きた人々の恋愛の諸相を理解し、説明
することができる(知識・理解)

当時と現代の恋愛観・結婚観を比較考察することができる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業後、テキスト・プリント・ノートを読み返し(20分)、次の
授業で扱う話を前もって読んでおく（15分）。

テキストは『今昔物語集』のごく一部である。また各話もあら
すじを載せて本文を一部割愛しているものがある。膨大な作品
なので全部読むことはできないが、ぜひ一度参考書を図書館で
手に取って、全体像を把握してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験80％(テキスト・講義内容の理解)
平常点20％(全授業中数回程度、課題を与えミニッツペーパー
に書いて提出してもらう。その内容で授業の理解度を判断し点
数化する)

◎－－－　テキスト　－－－◎

角川書店編　角川ビギナーズクラシックス『今昔物語集』
　角川ソフィア文庫  720円＋税　ISBN978-4-04-357409-4
＊金文堂福大店でも購入できる

◎－－－　参考書　－－－◎

新日本古典文学大系「今昔物語集」１～５　岩波書店　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻・私語・中途退出、板書の写メは授業の進行、他の履
修生の勉学の妨げになる。厳重に慎むこと。
出席回数より授業の理解度を重視する。疑問点は早めに質
問して解決すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　今昔物語集概説
２～13　説話17-33、24-8、27-20，27-24、28-1、29-3、
29-23、30-1を読む(数字は、巻と説話番号)
14～15　その他の説話、まとめ



2019-S000009422-06日本文学Ａ（田山花袋「蒲団」を読むー自然主義と女学生の時代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

國生　雅子

◎－－－　概要　－－－◎

　日本近代小説の方向性を決定づけ、日露戦後の自然主義を
リードした「蒲団」という作品。その名は有名で、主人公が思
いを寄せた女性の使っていた蒲団に顔を埋めて泣くというラス
トシーンと共に、粗筋を知っている学生もいるだろう。この作
品を通読し、自然主義とは何であったかを考えると同時に、芳
子という女性主人公に示された、新しい女性像を見ていきた
い。日露戦争前から充実してきた女子教育を背景に、小説家た
らんと志し、挫折する芳子を、モデルとなった岡田美千代の実
像と比較しつつ考えていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

明治期の文化、思想、文学について理解し説明できる。(知
識・理解)

文学作品への関心を深め、文学作品を通して人間のあり方につ
いて日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に講義予定の部分に目を通し、復習としてテキストの中
で授業中に取り上げられなかった部分は、自分で読んでおくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を行う。記述式の問題と、客観的な穴埋め問題を併
用。
作品を的確に読んでいるかは客観式の問題で評価し、文学への
関心が深まっているかは、記述式の問題で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田山花袋「蒲団・重右衛門の最後」（新潮文庫）
ISBN97841079011　定価400円＋税
プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私語や授業中の無断出入りを禁ずる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　明治の文学
２～３　自然主義について
４～９　「蒲団」講読
10　　　明治の女子教育
11～12　芳子と美千代
13～14　「蒲団」以後の物語
15　　　まとめ



2019-S000009422-03日本文学Ａ（鬼のいる風景）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

高橋　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

　「鬼（き）」という存在は、本来は中国から入ってきたと考
えられるが、日本の著述において、古代から登場している。そ
して、平安時代、鎌倉・室町時代、江戸時代、明治以降によっ
て、鬼像はかなり変化していることが、作品を読んでいくこと
で見えてくる。
　「鬼（き）」とはいったい何であったのか。また、いつから
「鬼（おに）」となったのか。なぜ、必要とされてきたのか。
どうして、変化していったのか。そのような視点を持ちなが
ら、それぞれの時代の作品を読んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学んだ事柄を十分に理解し、自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

１つのテーマを通して学習に意欲的に取り組む姿勢がある。
(態度・志向性)

自らが新たな問題設定をして取り組むようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次の回で扱う作品について、先にプリントを配布するので、
事前に必ず読んでおく必要がある。また、終了後は復習をして
おかないと流れが見えなくなる恐れがあるので注意すること。
毎回６０分程度の学習時間が必要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　鬼に関する基本的な知識を身につけ、自分の言葉で正確に説
明できているか、１つのテーマについてその変遷を理解し得た
か、自身で新たな問題を見つけることができたかを評価基準と
する。
　定期試験（８０％）と授業中の提出物など（２０％）によっ
て総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　理由なく欠席しないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　古代における鬼①
３　〃②
４　〃③
５　平安時代における鬼①
６　〃②
７　〃③
８　中世における鬼①
９　〃②
10　〃③
11　江戸時代における鬼①
12　〃②
13　近代における鬼①
14　〃②
15　まとめ



2019-S000009422-07日本文学Ａ（古典講読『枕草子』随想章段・類聚章段を中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

田坂　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　平安時代の代表的古典文学作品『枕草子』を精読する。『枕
草子』は古典作品の中でも、異本間の異同が大きい作品であ
る。通行の三巻本系統の本文を基準とするが、他系統の本文に
も言及する。
　『枕草子』を精読することで、平安朝の歴史や文化について
の基礎知識も併せて習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の平安時代の文学の特質を理解し、説明できる。(知識・
理解)

平安時代の文化の中で作品に沿った古典読解能力を持つことが
できる。(技能)

日本の古典文学に対する興味を持ち、学習に取り組み意欲を持
つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　『枕草子』を理解するためには、平安時代の知識が必要とな
るので、高校程度の日本史でよいから、開講前までに一通り復
習しておくことが望ましい60分。授業前の予習40分、授業後の
復習40分もきちんと行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を実施する。また、毎回、授業の最後に小テストを
行う。平素の受講態度も重視する。
　定期試験五割、小テスト四割、課題・積極的発言評価基準は
等一割で評価する。
　評価は、平安時代の文化や歴史を理解し、作品に対する読解
能力を習得できているかが基準となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

神作光一他校注『三巻本枕冊子抄』（笠間書院）
ISBN4-305-00059-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『枕草子』はテキストにより、段数区分に差異が生じてい
るので、指定テキストを購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～５　『枕草子』を知る
６～１０『枕草子』を読む（随想章段）
１１～１４『枕草子』を読む（類聚章段）
１５　まとめ



2019-S000009422-05日本文学Ａ（宮沢賢治「銀河鉄道の夜」を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

竜口　佐知子

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、文学テキストの読解の基本について学ぶこと
を目的として、宮沢賢治の代表作である「銀河鉄道の夜」を、
半年かけてじっくりと読み解いていきます。まず、文章を「読
む」とはどういうことか、その方法についての基本的な解説を
行い、そのうえで、実際に作品の読解を行います。
　授業では、本文についての解説を行うほか、本文中から問題
を提示し、自分ならどのように読み解くかを考える時間を設け
ます。その際、各自が読み取った内容を書いて提出してもら
い、授業の中で紹介する場合があります（個人名は公表しませ
ん）。自分とは異なる解釈に触れることで、自分の「読み」を
相対化し、ある文章について多様な解釈が成り立つこと（ある
いは成り立たない解釈が存在すること）を実感してもらうこと
が狙いです。
　一つ一つの語や文の意味、相互の関連性、表現方法などに注
意し、様々な解釈の可能性を探りつつ、作品本文を詳細に読み
解く方法を学ぶことで、より深く文学作品を理解し、鑑賞する
方法を身につけていきます。また、自分が読み解いた内容につ
いて、本文中より論拠を示しつつ、適切に説明できるようにな
ることも目標です。さらに、文学作品に限らず、日常的に目に
する文章についても、場や文脈、表現などの要素に留意して意
味を読み取る姿勢を身につけてほしいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

A:文学作品の読解方法について、基本的なことを理解してい
る。(知識・理解)

B:解釈の多様性について理解している。(知識・理解)

C:作品中の語や文の意味を文脈に沿って理解し、物語の流れを
把握することができる。(技能)

D:作品本文から自分なりの解釈を導き、論拠を示しつつ説明す
ることができる。(技能)

E:日常的に文章を読む際、その置かれた場や文脈・表現等の
様々な要素を意識しながら、意味を読み取る態度をもつ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業で取り扱う作品をあらかじめ通読しておくこと。その
際、気になる語や表現、文章から受ける印象、理解できない箇
所などについて意識しつつ読むようにする。（60分）
受講後に再読し、初読の際から印象が変わった点、どういった
理由でどのように変わったかなどを確認すること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験による。試験では、授業で取り扱った作品に関する
基本的な知識を問う問題（到達目標C）と、本文読解の方法が
身についているかを問う問題（到達目標A・D）を出題する。
また、授業の節目に数回、授業中に提示した問題の解答を提出
してもらうことがある。これは本文の解釈に関するディスカッ
ションへの参加とみなし（到達目標B）、また文章読解に向き
合う姿勢をみるものとする（到達目標E）。試験が90％、提出
物や受講態度等の平常点が10％で評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　取り扱う作品本文は、WEBや電子書籍、各種文庫本な
ど、様々な方法で読むことが可能なため、特に決まったテ
キストは指定しない。読む方法については、初回の授業で
紹介する。また、授業中に適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　時間をかけて本文読解に取り組むため、根気強く文章に
向き合う姿勢が必要となります。
　私語や途中入室・退出等、他の受講者の迷惑となる行為
は慎んでください。
　また、基本的なスキルとして、日本語の文章を読む能力
が必要です。留学生の方などの履修については注意してく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス―文章を「読む」とはどういうことか？／宮
沢賢治と「銀河鉄道の夜」
2.「銀河鉄道の夜」①「一、午后の授業」―物語のはじま
り
3.「銀河鉄道の夜」②「二、活版所」「三、家」―ジョバ
ンニの背景
4.「銀河鉄道の夜」③「四、ケンタウル祭の夜」―ジョバ
ンニの現状
5.「銀河鉄道の夜」④「五、天気輪の柱」「六、銀河ス
テーション」―旅への導入
6.「銀河鉄道の夜」⑤「七、北十字とプリオシン海岸」―
銀河の世界観
7.「銀河鉄道の夜」⑥「八、鳥を捕る人」―鳥捕りとの出
会い
8.「銀河鉄道の夜」⑦「九、ジョバンニの切符①」―鳥捕
りとの別れ
9.「銀河鉄道の夜」⑧「九、ジョバンニの切符②」―沈没
船の人々
10.「銀河鉄道の夜」⑨「九、ジョバンニの切符③」―苹
果と姉弟
11.「銀河鉄道の夜」⑩「九、ジョバンニの切符④」―
ジョバンニ・かほる・カムパネルラ
12.「銀河鉄道の夜」⑪「九、ジョバンニの切符⑤」―蝎
の火
13.「銀河鉄道の夜」⑫「九、ジョバンニの切符⑥」―旅
の終わり
14.「銀河鉄道の夜」⑬「九、ジョバンニの切符⑦」―結
末
15.まとめ―あなたは「銀河鉄道の夜」をどう読んだか



2019-S000009422-04日本文学Ａ（日本近代の幻想文学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　授業では、まず最初に、近代日本の幻想的といわれる文学作
品を取り上げ、幻想文学の分類に関する議論を紹介する。次
に、近代文学の中で幻想文学を評価してきた思想的枠組みにつ
いて説明する。以上が主に幻想文学全体に関する理論的な考察
である。続いて、近代の幻想文学の歴史を概観する。そして、
これまでのことをふまえた上で、個別のテーマへと話を進めて
いく。そこでは、一つの作品の分析ではなく、他の作品へも適
用し得る、一般的テーマを考察の対象とする。怪異と場所の問
題や水の象徴するもの、ユートピアや分身など、幻想文学でよ
く言及されるトピックスの、すべてではないものの、そのいく
つかについて紹介していく。基本的には授業計画通り進めて行
くが、これは現在の予定であり、若干変更することもある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本近代の幻想文学について、主要な作家や作品をあげること
ができる。(知識・理解)

日本近代の幻想文学に関する、主要なテーマを説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
授業の中で読むように指示したレジメを次の授業までには読ん
でおくこと（３０分）。
復習
授業のノートをきちんと読み直しておくこと（１５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本の近代文学の中で、幻想文学に関係するいくつかの作品名
および作家名をあげることが出来るか、幻想文学に関する基本
的な理論やテーマを理解しているかどうかを評価の基準とす
る。
評価方法は定期試験による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特にない。授業中随時プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特にない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

終始、幻想文学についての話なので、こうしたテーマにつ
いていくらかの知識、少なくとも関心を持っていることが
望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス

２　幻想文学の分類

３　ホラーやファンタジーに属する近代文学

４　トドロフの分類

５　精神分析による幻想文学の説明

６　精神分析による幻想文学の説明

７　記号論による幻想文学の説明

８　西洋の幻想文学作家

９　日本近代の幻想文学作家

10 日本近代の幻想文学作家

11　怪異の場

12　水のシンボリズムBR
13　ユートピア

14　分身

15　映画の怪異



2019-S000009422-08日本文学Ａ（明治から昭和初期の日本文学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

中野　和典

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義で取り上げる作品はいずれも有名なものばかりだが、
これらが高い評価を受けている理由について考える。まず、作
者と作品についての概要を学ぶ。次に、特定のテーマに従って
先行研究においてどのような問題が、どのように論じられてき
たのかを学ぶ。最後に、当該作品とそれを原作とする映像作品
を比較し、そこから見えてくる問題を検討する。年代順に作品
を読んでいくことによって、最終的には明治から昭和初期にか
けて日本文学がどのようにその可能性を広げていったのかとい
う問題について理解を深めてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

明治期から昭和初期の日本文学について基本的な知識を身につ
けることができる。(知識・理解)

明治期から昭和初期の日本文学が描いた問題について考え、論
述することができる。(技能)

明治期から昭和初期の日本文学について興味・関心を持つこと
ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（事前）講義で取り上げる作品は文庫等で簡単に読めるので、
できるだけ事前に読んでおくこと。（90分）
（事後）配付資料をよく見直しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験90％（講義資料などの持ち込みは不可。試験の出題
形式は、文学史に関する選択問題+指定のテーマについての論
述問題）と平常点10％（授業への参加の積極性、授業中の発言
の回数と内容）を合わせて総合的に評価する。
　講義で取り上げる作家と作品とその研究動向について、どの
程度まで正確に説明できているかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。
　ただし、講義で取り上げる作品は、文庫等で簡単に読め
るので事前に読んでおくことが望ましい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に紹介する。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特に専門的な予備知識は必要ない。日本近代文学を通し
て真摯に何かを学ぼうとする姿勢を持つ学生の受講を希望
する。
　したがって、質問は歓迎し、私語・携帯機器の使用・遅
刻・途中退出等の受講マナーに反する行為は厳禁する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　森鴎外『舞姫』１
　２　森鴎外『舞姫』２
　３　森鴎外『舞姫』３
　４　樋口一葉『たけくらべ』１
　５　樋口一葉『たけくらべ』２
　６　樋口一葉『たけくらべ』３
　７　夏目漱石『こころ』１
　８　夏目漱石『こころ』２
　９　夏目漱石『こころ』３
１０　川端康成『伊豆の踊子』１
１１　川端康成『伊豆の踊子』２
１２　川端康成『伊豆の踊子』３
１３　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』１
１４　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』２
１５　宮沢賢治『銀河鉄道の夜』３



2019-S000009428-04日本文学Ｂ（今昔物語集を読む：当時の家族観を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

大木　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

平安時代末期に成った説話集『今昔物語集』を読む。本書は収
録説話約1千、インド・中国・日本の話を載せる仏教説話集で
ある。一方で、世俗の説話も多く含まれ、芥川龍之介をはじ
め、近代文学者が作品の題材としたことでも知られる。

本講義では、編纂当時の家族観が伺われるものを選んで読む。
親子関係や夫婦関係、またいわゆる「嫁姑問題」などについて
である。家族のあり方が問われる現代であるからこそ、古典の
中の家族観を探り共通点・相違点を明らかにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

説話集とは何かを理解し、説明することができる(知識・理解)

今昔物語集編纂当時に生きた人々の家族観を理解し、説明する
ことができる(知識・理解)

当時と現代の家族関係を比較考察することができる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テ授業後、テキスト・プリント・ノートを読み返し(20分)、次
の授業で扱う話を前もって読んでおく（15分）。
キストは『今昔物語集』のごく一部である。また各話もあらす
じを載せて本文を一部割愛しているものがある。膨大な作品な
ので全部読むことはできないが、ぜひ一度図書館で参考書を手
に取って、全体像を把握してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験80％(テキスト・講義内容の理解)
平常点20％(全授業中数回程度、課題を与えミニッツペーパー
に書いて提出してもらう。その内容で授業の理解度を判断し点
数化する)

◎－－－　テキスト　－－－◎

角川書店編　ビギナーズクラシックス『今昔物語集』　角
川ソフィア文庫　720円＋税
ISBN978-4-04-357409-4
＊金文堂福大店でも購入できる

◎－－－　参考書　－－－◎

新日本古典文学大系「今昔物語集」１～５　岩波書店　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻・私語・中途退出、板書の写メは授業の進行、他の履
修生の勉学の妨げになる。厳重に慎むこと。
出席回数より授業の理解度を重視する。疑問点は早めに質
問して解決すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　今昔物語集概説
２～13　説話1-1、3-30、4-41、10-32、19-27、23―24、
25-12、30-9，を読む(数字は、巻と説話番号)
14～15　その他の説話、まとめ



2019-S000009428-05日本文学Ｂ（ミャークフツ入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

衣畑　智秀

◎－－－　概要　－－－◎

　琉球語は、日本語と親族関係が証明されている唯一の言語で
ある。そのため、しばしば日本語の方言と見なされることもあ
るが、日本語諸方言との相互理解性はほとんどない。本講義で
は、琉球語の中でも宮古島で話されるミャークフツ（宮古言
葉）について、特に平良付近の方言をもとに学習する。授業
は、ミャークフツの発音、文法を理解し、単語を習得していく
語学の授業の体裁を取る。ただし、琉球語には多く日本語との
対応見られるため、高等学校で学習してきた英語とは異なり、
日本語の直感が学習に生きる面がある。そのため、詰め込み教
育とは異なる語学学習の面白さを発見できるであろう。最終的
には、ミャークフツ・シンガー下地勇の歌を聴き歌詞を理解で
きるようにまでなってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヤマトゥフツとミャークフツの基本的な音韻対応を説明でき
る。(知識・理解)

ミャークフツの動詞を活用させることができる。(技能)

『おばあ』『ワイドー』などの歌詞がミャークフツで理解でき
る。(技能)

簡単なヤマトゥフツの文をミャークフツの文に直すことができ
る。(技能)

自身の方言について、日常的に考えるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

文法事項について、練習問題をしながら復習しておくこと。毎
回単語テストを行うので、新出単語を覚えて授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

単語や文の理解を基準とし、定期試験により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

本ではないが、以下のCDなどを聞いているのが望まし
い。下地勇『天[tin]』（テイチクエンターテインメント）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特に専門知識は前提としない。
当方は熱心に授業を行うため、真剣な態度で授業に臨んで
ほしい。
他の学生の迷惑となる行為は厳禁である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.琉球方言と本土方言
2.ヤマトゥフツとミャークフツの音韻対応１
3.ヤマトゥフツとミャークフツの音韻対応２
4.ヤマトゥフツとミャークフツの音韻対応３
5.助詞と母音の融合
6.動詞の基本形
7.動詞の連用形
8.動詞の命令形
9.動詞の意志・否定形
10.動詞活用のまとめ
11.形容詞
12.助詞
13.鑑賞１：おばあ
14.鑑賞２：ワイドー
15.鑑賞３：我達が生まり島



2019-S000009428-06日本文学Ｂ（明治十年代の学生たち）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

國生　雅子

◎－－－　概要　－－－◎

近代という新しい時代の開幕と共に、今まで蓄積された教養は
無価値とされ、西洋を学ぶことこそが、没落した士族階級と社
会的地位の上昇を目指すそれ以外の階層の若者達の目標となっ
た。その要求に応えるべく、近代的教育システムが急速に整え
られ、首都東京は多くの学生達が集まる都市となっていった。
学歴社会の開幕である。この授業では森鷗外の「雁」を中心
に、主に明治十年代の学生達にスポットをあて、彼らの「恋
愛」を中心に、文学作品を通して、明治という時代を生きた青
年たちについて考えて行きたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

明治期の文化や思想、文学について説明できる。(知識・理解)

文学作品に関する関心を深め、文学作品を通して人間のあり方
について日常的に考えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に講義予定の部分に目を通し、復習としてテキストの中
で授業中に取り上げられなかった部分は、自分で読んでおくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を行う。記述式の問題と、客観的な穴埋め問題を併
用。
作品を的確に読んでいるかは客観式の問題で評価し、文学への
関心が深まっているかは、記述式の問題で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

新潮文庫「雁」
ISBN978-4－10－102001－3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語や授業中の無断出入りを禁ずる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　明治期の文学と森鷗外
２～５　「雁」講読
６～８　坪内逍遥「当世書生気質」について
９～12　「ヰタ・セクスアリス」について
10～14　近代の恋愛と結婚について
15　まとめ



2019-S000009428-03日本文学Ｂ（天狗とは何か）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

高橋　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

　「天狗」は、日本の著述において、古代から登場してくる。
そして、平安時代、鎌倉・室町時代と時の流れの中で現在に近
いイメージが定着する。さらに江戸時代や明治時代になると、
さまざまな天狗像が登場してくることが、作品を読んでいくこ
とで見えてくる。
　「天狗」とはいったい何であったのか。なぜ、必要とされて
きたのか。どうして、変化していったのか。そのような視点を
持ちながら、それぞれの時代のいくつかの作品を読んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学んだ事柄について十分に理解し、自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

１つのテーマを通して学習に意欲的に取り組む姿勢がある。
(態度・志向性)

自らが新たな問題設定をして取り組むようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次の回で扱う作品について、先にプリントを配布するので、
事前に必ず読んでおく必要がある。また、終了後は復習をして
おかないと流れが見えなくなる恐れがあるので注意すること。
毎回６０分程度の学習時間が必要となる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　天狗に関する基本的な知識を身につけ、自分の言葉で正確に
説明できているか、テーマについてその変遷を理解し得たか、
自身で新たな問題を見つけることができたかを評価基準とす
る。
　定期試験（８０％）と授業中の提出物など（２０％）によっ
て、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　理由なく欠席しないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　はじめに
２　古代における天狗①
３　〃②
４　平安時代における天狗①
５　〃②
６　〃③
７　中世における天狗①
８　〃②
９　〃③
10　江戸時代における天狗①
11　〃②
12　〃③
13　明治時代における天狗①
14　〃②
15　まとめ



2019-S000009428-07日本文学Ｂ（古典講読『枕草子』日記章段を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

田坂　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　平安時代の代表的古典文学作品『枕草子』を精読する。『枕
草子』は古典作品の中でも、異本間の異同が大きい作品であ
る。本講読では通行の三巻本系統の本文を基準とする。　『枕
草子』を精読することで、平安朝の歴史や文化・言語について
の基礎的な知識も併せて習得する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の平安時代の文学の特質を理解し、説明できる。(知識・
理解)

平安時代の文化の中で作品に沿った古典読解能力を持つことが
できる。
(技能)

日本の古典文学に対する興味を持ち、学習に取り組み意欲を持
つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　『枕草子』を理解するためには、平安時代の知識が必要とな
るので、高校程度の日本史でよいから、開講前までに一通り復
習しておくことが望ましい60分。授業前の予習40分、授業後の
復習40分もきちんと行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を実施する。また、毎回、授業の最後に小テストを
行う。平素の受講態度も重視する。
　定期試験五割、小テスト四割、課題・積極的発言等一割で評
価する。
　評価は、平安時代の文化や歴史を理解し、作品に対する読解
能力を習得出来ているかが基準となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

神作光一他校注『三巻本枕冊子抄』（笠間書院）
ISBN4-305-00059-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『枕草子』はテキストにより、段数区分に差異が生じてい
るので、指定テキストを購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３『枕草子』を知る
４～１０『枕草子』を読む（日記章段）
１１～１３『枕草子』の時代背景
１４　清少納言と中宮定子
１５　まとめ　　



2019-S000009428-02日本文学Ｂ（夏目漱石の「夢十夜」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　日本文学Aでは、幻想文学全体について概観したが、Bで
は、幻想文学のサブジャンルの一つである夢の文学に注目し、
その中でも、日本近代文学で始めて夢を本格的に描いた作品で
ある夏目漱石の「夢十夜」を取り上げる。この講義では、「夢
十夜」を作者によって意識的に構成された作品と考えて、一つ
一つの作品について、先行研究を踏まえて、その詳細な分析を
行う。
　授業ではまず、夢と文学との関係について論じ、次に、｢夢
十夜｣の文学史的位置を説明する。それから、｢夢十夜｣の作品
論に移る。「第一夜」から順に論じるのだが、時間や重要性の
点から、十夜全部をとりあげる事はしない。そのうちいくつか
は飛ばすことになる。授業計画に書かれているのはあくまで予
定であり、何を読んで来ればいいのか、授業中にそのつど指示
していく。
　授業では、作家の伝記的事実ではなく、個々の作品自体につ
いての読解を重視する。その考察に際して、当の作品につい
て、これまでなされた先行研究の紹介を丁寧に行う。それを通
して、作品がいかに読まれてきたのか、そして作品の解釈がい
かに多様なものでありうるのか、を実際の論文に即して学んで
もらおうと思う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

夏目漱石の「夢十夜」の主な作品の解釈について説明できる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
次の授業で取り上げる作品を指示するので、事前に読んでおく
こと（３０分）。
復習
授業のノートをきちんと読み直しておくこと（１５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「夢十夜」のいくつかの作品の解釈における問題、そしてそれ
に対するこれまでの議論を理解できているか、を評価の基準と
する。
評価方法は定期試験による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

夏目漱石「夢十夜」（岩波文庫）

◎－－－　参考書　－－－◎

　特にない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　小説をじっくりと読む講義なので、小説に関心がある人
が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　ガイダンス

２　夢と文学

３　夢と文学

４　「夢十夜」の文学史的位置

５　第一夜

６　第一夜

７　第二夜

８　第二夜

９　第三夜

10　第三夜

11　第六夜

12　第七夜

13　第八夜

14　第十夜

15　第十夜



2019-S000009428-01日本文学Ｂ（昭和初期以降の日本文学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

中野　和典

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義で取り上げる作品はいずれも有名なものばかりだが、
これらが高い評価を受けている理由について考える。まず、作
者と作品についての概要を学ぶ。次に、特定のテーマに従って
先行研究においてどのような問題が、どのように論じられてき
たのかを学ぶ。最後に、当該作品とそれを原作とする映像作品
を比較し、そこから見えてくる問題を検討する。年代順に作品
を読んでいくことによって、最終的には昭和初期以降に日本文
学がどのようにその可能性を広げていったのかという問題につ
いて理解を深めてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

昭和初期以降の日本文学について基本的な知識を身につけるこ
とができる。(知識・理解)

昭和初期以降の日本文学が描いた問題について考え、論述する
ことができる。(技能)

昭和初期以降の日本文学について興味・関心を持つことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（事前）講義で取り上げる作品は文庫等で簡単に読めるので、
できるだけ事前に読んでおくこと。（90分）
（事後）配付資料をよく見直しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験90％（講義資料などの持ち込みは不可。試験の出題
形式は、文学史に関する選択問題+指定のテーマについての論
述問題）と平常点10％（授業への参加の積極性、授業中の発言
の回数と内容）を合わせて総合的に評価する。
　講義で取り上げる作家と作品とその研究動向について、どの
程度まで正確に説明できているかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。
　ただし、講義で取り上げる作品は、文庫等で簡単に読め
るので事前に読んでおくことが望ましい。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特に専門的な予備知識は必要ない。日本近代文学を通し
て真摯に何かを学ぼうとする姿勢を持つ学生の受講を希望
する。
　したがって、質問は歓迎し、私語・携帯機器の使用・遅
刻・途中退出等の受講マナーに反する行為は厳禁する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１　堀辰雄『風立ちぬ』１
　２　堀辰雄『風立ちぬ』２
　３　堀辰雄『風立ちぬ』３
　４　大岡昇平『野火』１
　５　大岡昇平『野火』２
　６　大岡昇平『野火』３
　７　三島由紀夫『金閣寺』１
　８　三島由紀夫『金閣寺』２
　９　三島由紀夫『金閣寺』３
１０　安部公房『砂の女』１
１１　安部公房『砂の女』２
１２　安部公房『砂の女』３
１３　遠藤周作『沈黙』１
１４　遠藤周作『沈黙』２
１５　遠藤周作『沈黙』３



2019-S000009424-06中国文学Ａ（近代文学の黎明）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

秋吉　收

◎－－－　概要　－－－◎

中国近現代文学における諸問題について考察する。２０世紀初
頭、中国の近代文学は、魯迅の小説「狂人日記」を一つの起点
として、言文一致や外国文学の模倣等々の試行錯誤を繰り返し
ながら発展してきた。内容的にも、西洋から輸入された新思想
の影響下、庶民の生活を描いたもの、個人の感情を直截に吐露
したものなど新しい要素が盛り込まれていく。日本との関係に
ついて見れば、古典では中国から日本への一方通行であった
が、近現代においては中国からの留学生や翻訳等を通じて、そ
の逆もまた重要な意味を有するに至ったことは特筆されよう。
以上の諸点について、作家、作品、時代背景、地域性様々な観
点から学習していく。
前期の中国文学Ａにおいては、「授業計画」に具体的に示すよ
うに、中国における近代の成立と、それが文学史へとどのよう
に反映され、どのような文学潮流、作品が生み出されていった
のかを焦点として論ずる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国（及び日本）における近代文学の成立、動向について理解
し、文学史上の潮流、具体的な作品について自分の言葉で正確
に説明できる。(知識・理解)

当時の状況を踏まえながら、文学を通して近代文人の意識を追
体験するとともに、周辺から日本を改めて考察することによっ
て、アジアが特に重要視される現代世界において、中国と日本
の関係、近代における相互交流の事実について正しい知識を身
に付け、各自の活動の中できちんと活かしていけるようにす
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の中で、適宜、参考文献・資料、課題図書などを推薦紹介
するので、可能な限り実際に読んでみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中国（及び関連する日本の）近代文学に関する知識を確実に身
に付け、きちんと理解できているかを、評価の基準とする。具
体的には、「到達目標」に示すように、中国（及び日本）にお
ける近代文学の成立、動向について理解し、文学史上の潮流、
具体的な作品について自分の言葉で正確に説明できることを求
める。
授業中の課題への取り組み、授業への積極的参加度を３割、定
期試験の成績を７割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

藤井省三著『中国語圏文学史』（2011年、東京大学出版
会）
秋吉　收著『魯迅　野草と雑草』（2016年、九大出版会）
『中国現代文学珠玉選１～３』（二玄社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で内容をきちんと理解、筆記し、試験前にも十
分な復習が必要となるので、遅刻・欠席をしないようにす
ること。出席の十分でない学生の合格はこれまでもほぼゼ
ロであるので、注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の概要、計画について
２　近代文学の発生
３　中国近代文学とは何か
４　文学史概観（１）
５　文学史概観（２）
６　女性解放の思想と近代
７　『新青年』（１背景とその意義）
８　『新青年』（２具体的な内容）
９　中国文学と与謝野晶子
10　魯迅と与謝野晶子
11　魯迅（１紹介）
12　魯迅（２小説）
13　魯迅（３詩）
14　中国近代文学と日本
15　復習とまとめ、質疑応答



2019-S000009424-02中国文学Ａ（「倩女離魂」を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、中国古典文学作品の一つである「倩女離魂」を取
り上げる。
　中国元代に盛行した元雑劇といわれる戯曲の代表的作家の一
人である鄭光祖の代表作「倩女離魂」の講読を通して、中国古
典戯曲の世界に触れ、文学的知識を得るとともに、大衆に広く
愛される「幽霊話」について考察することを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

元雑劇についてその構成・特徴を説明できる(知識・理解)

鄭光祖とその代表作「倩女離魂」の内容をつかむ(知識・理解)

「倩女離魂」とその周辺作品との影響関係を理解する(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）作品の指定された箇所をあらかじめ読んでくる。
（復習）その日の講義の内容をまとめ、それに対して検討を行
う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験８０％（到達目標に示されたポイント・作品や時代背
景の理解）
平常点２０％（原則として毎回課す予定である講義のポイント
についての小テストまたはレポートの正答率・提出率）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の前後に講義内容に基づいて芝居の様子を自分で想像
してみるようにしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　受講ガイダンス
02　宋元代の通俗文芸について
03　元雑劇と鄭光祖
04　「倩女離魂」第一折「別離」①
05　「倩女離魂」第一折「別離」②
06　「倩女離魂」第二折「駆け落ち」①
07　「倩女離魂」第二折「駆け落ち」②
08　「倩女離魂」第二折「駆け落ち」③
09　「倩女離魂」第三折「便り」①
10　「倩女離魂」第三折「便り」②
11　「倩女離魂」第三折「便り」③
12　「倩女離魂」第四折「団円」①
13　「倩女離魂」第四折「団円」②
14　「倩女離魂」第四折「団円」③
15　まとめ



2019-S000009424-01中国文学Ａ（作業で学ぶ中国文学　六朝の人物評論と文論研究法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

甲斐　勝二

◎－－－　概要　－－－◎

　授業では、中国の六朝期劉宋時代に編まれた人物評論である
『世説新語』をとり挙げる。過去の人物の行為がどのように描
かれ、どのように評価されて、それがどのような分類でまとめ
ているのか､について皆さんに考えてもらいたい。評論は詩や
小説や物語とはことなり、わくわくドキドキするほどおもしろ
いものではないが、人物の行為を通して分類評価されるその視
点は､現代を生きる我々の行為を考える参考になる。
　これに平行して中国の文論（文学理論・批評）の研究方法に
ついても考える。研究の姿勢についても学ぼうとするのは、そ
の方法や考え方はいろいろなところで役立たせることができる
からである。
　取り上げる内容は、日本の漢文理解の伝統を踏まえて、書き
下し文や翻訳文をしめすつもりだが、極力現代口語の訓読を目
指す。学生諸君には自分で漢和辞典を調べてもらったり、翻訳
を調べてもらうことになり、またいろいろ考えてもらうことに
なる。
　「作業で学ぶ」と言うように毎回課題を出し、その課題に対
する小レポートの提出を必須作業として求める。次の時間には
その提出レポートから例を挙げて各意見の検討を行う。時には
酷評する場合も起こるので、小レポートは心して書くこと。
　なお、受講者数次第ではグループ学習も取り入れる可能性も
ある。その場合は同じ問題に対する他人の意見やセンスを学び
取って、自分の視野をひろげる機会として役立てて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古典文学の一班（主に評論）を知る(知識・理解)

学術研究の方法について一例を知る(知識・理解)

対象資料を考察し自分の意見を理由をつけて表現できる(技能)

漢語に対する興味をもつ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業の最初に配付するシラバスの授業計画の説明に従っ
て，テキストの当該部分を事前に読んで理解しておくこと（６
０分程度）。配布する作業プリントを漢和辞典や翻訳文を調べ
て完成させておくこと（９０分程度）。中国語学習者には原文
の音読を勧める。
復習：授業内容について自分の理解をまとめておくこと（３０
分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小レポート（毎時間提出）と作業プリントの提出（作業プリ
ントは学期末）及び定期試験で到達目標の達成度を評価する。
　授業で講じる知識や内容の理解および態度は、毎回提出する
小レポートを全評価の３割・最後に提出する作業プリントを全
評価の２割にして評価する。
　知識の定着および自分の意見を理由を付けて表現できる力
は、定期試験により５割を上限として評価する。
　以上の三種類を加え合わせて、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『中国文学理論批評史－唐宋編』（卿雲堂・780円）

◎－－－　参考書　－－－◎

漢辞海　ISBN 978-4-385-14048-3
批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義 (中公
新書) 　ISBN ISBN978-4-12-101790-1
世説新語　
『世説新語』の日本語訳や関係書は幾種類かでており本学
の図書館にも幾種かあるので、気に入ったものを参考にし
て欲しい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　作品を自分なりに解釈するときには資料文の漢字の意味
を確認する必要があるので漢和辞典を利用すること。漢和
辞典は高校で使用したものでかまわないが、新規購入を考
える場合は三省堂の『漢辞海』か角川書店の『新字源』を
勧めたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
　授業の進め方の確認・中国の評論と文論
　　第1回小レポート提出
第2回：『世説新語』の時代  　文論研究法１
　　第2回小レポート提出
第3回：『世説新語』を読む１  文論研究法２
　　第3回小レポート提出
第4回：『世説新語』を読む２  文論研究法３
　　第4回小レポート提出
第5回：『世説新語』を読む３  文論研究法４
　　第5回小レポート提出
第6回：『世説新語』を読む４  文論研究法５
　　第6回小レポート提出
第7回：『世説新語』を読む５  文論研究法６
　　第7回小レポート提出
第8回：『世説新語』を読む６  文論研究法７
　　第8回小レポート提出
第9回：『世説新語』を読む７  文論研究法８
　　第9回小レポート提出
第10回：『世説新語』を読む８ 文論研究法９
　　　第10回小レポート提出
第11回：『世説新語』を読む９ 文論研究法10
　　第11回小レポート提出
第12回：『世説新語』を読む10 文論研究法11
　　第12回小レポート提出
第13回：『世説新語』を読む11 文論研究法12
　　第13回小レポート提出
第14回：『世説新語』を読む12 文論研究法13
　　第14回小レポート提出
第15回：まとめ    第15回小レポート提出



2019-S000009424-04中国文学Ａ（三国志の文学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

東　英寿

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、中国の三国時代に関する文学をテーマとします。
魏・呉・蜀という三つの国が鼎立した三国時代は、曹操、劉
備、関羽、張飛、諸葛孔明など個性のある様々な人物が登場
し、知略をめぐらせた作戦や壮絶な戦いが行われました。これ
らの史実を記録したのが陳寿編纂の歴史書『三国志』です。さ
らに後世、『三国志』に基づいた小説である『三国志演義』が
刊行されました。
　本授業では、主として『三国志』と『三国志演義』を取り扱
い、三国時代の情勢、三国志に登場する人物、三国時代に関連
する詩文の読解などの視点から多面的に考察します。
　さらに、三国時代を記録した正史『三国志』と、その後に編
纂された小説『三国志演義』を比較しその違いについて分析す
ることを通して、三国志の物語の伝承関係や、現在三国志の史
実といわれているものは、どちらに基づいているのか等につい
ても考察します。
　適宜、授業に関連する映画ＤＶＤや三国志のアニメＤＶＤの
鑑賞を通して、三国志について、一層の理解を深めます。
　三国時代の英傑の生き方は、現代人の生き方に通じるものが
あり、それらを理解することを通して、中国人の考え方・思想
を学ぶという観点からも授業を展開します。
　以上を通して、三国志について総合的に学ぶことを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の三国時代に関連する文学について、基本的知識を身につ
け、説明することができる。(知識・理解)

『三国志』と『三国志演義』の共通点と相違点を明らかにする
ことができる。(技能)

三国時代の英雄を通して、現代人に通じる生き方を学ぶ態度を
持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　三国志に関する文献は多くあるので、事前に積極的に読むこ
とを心がけて下さい（指定されたものを読んでおくのに30分程
度はかけましょう）。授業の内容については、授業後に見直し
て確認をするなどの復習をすることが大切となります（振り
返って知識を定着させるのに30分程度はかけましょう）。また
授業中に適宜資料や図書を紹介するので、できる限り実際に読
み進めて下さい（週に平均して１時間程度はかけましょう）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　三国時代の文学や時代情勢に関する知識を身につけ、授業の
内容をきちんと理解できているかを評価の基準とします。具体
的には、定期試験の評価（70％）と感想カードの提出（三国時
代の文学作品、三国時代の英雄についてのコメント等）の提出
（30％）によって総合的に評価します。定期試験の問題は講義
で扱った内容から出題されるため、出席率の低さは、成績に一
定の形で反映されると考えられます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しませんが、適宜プリントを配布しま
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　三国志について詳しく知らなくても、授業中に適宜、三
国志に関するＤＶＤや横山光輝のアニメ『三国志』を見る
ので、三国という時代を理解できると思います。 なお、
遅刻をしないようにして注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　三国という時代
３　三国志の種類
４　三国志の登場人物
５　三国志から三国志演義へ
６　横山光輝『三国志』
７　桃園の結義
８　督郵の視察
９　三顧の礼
10　苦肉の計
11　赤壁の戦いⅠ
12　赤壁の戦いⅡ
13　三国志と邪馬台国
14　現代人と三国志
15　まとめ



2019-S000009430-01中国文学Ｂ（老舎『茶館』を観る／読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では20世紀の中国を代表する作家の一人である老舎が
1957年に発表した戯曲『茶館』を取り上げます。

この戯曲は三幕構成で、北京の裕泰という茶館を舞台に、第一
幕は清朝末期の1898年、第二幕は中華民国期の1910年代、第三
幕は1940年代後半の中華人民共和国建国前夜と、中国が歩んで
きた激動の二十世紀前半の三つの時期に焦点を当て、茶館の主
人と店を出入りするさまざまな階層の人たちの生き方を描く中
国近代演劇の代表作の一つです。個性豊かな登場人物は50人以
上にも及びます。

授業では、原作者・老舎について学び、戯曲『茶館』の登場人
物、構成を確認して、それが描いているのはどのような時代で
あったかを確認します。

その後、戯曲および舞台劇のDVDを用いてその内容を一幕ごと
に詳しく見ていきます。

最後に、映画化された『茶館』を鑑賞し、舞台劇と映画の表現
の違いを考えます。

本講義の受講を通して、二十世紀前半の変化と激動の時代を隣
国・中国の人々はどう生き抜いたのか、それは私たちに何を語
りかけてくるのかを考えましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

作家・老舎について知る。(知識・理解)

戯曲『茶館』について知る。(知識・理解)

演劇と映画の表現の違いについて知る。(知識・理解)

『茶館』という作品を通して、20世紀前半の中国における人々
の生き方を知り、それを自らの問題として考える。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）作品の指定された箇所をあらかじめ読んでくる（60分
程度）。
（復習）その日の講義の内容をまとめ、それに対して検討を行
う（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験55％、毎回提出していただく授業確認カード45％。

定期試験は、①老舎という作家についての知識、②戯曲『茶
館』についての知識と理解、③舞台劇と映画の表現の違いにつ
いてどのような見解を示すことができるかが評価の基準となり
ます。授業確認カードは、その日の内容について問題意識を持
ち検討を行っているかどうかを評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント配付

◎－－－　参考書　－－－◎

文豪老舎の生涯　ISBN 978-4121012258

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本講義では資料配付等にmoodleを利用します。
・授業確認カードは単なる出席調査ではありません。毎回
問題意識を持って記入してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション、老舎について①
02　老舎について②
03　戯曲『茶館』の構成・登場人物について
04　戯曲『茶館』第一幕を読む
05　舞台劇『茶館』第一幕を観る
06　『茶館』第一幕について
07　戯曲『茶館』第二幕を読む
08　舞台劇『茶館』第二幕を観る
09　『茶館』第二幕について
10　戯曲『茶館』第三幕を読む
11　舞台劇『茶館』第三幕を観る
12　『茶館』第三幕について
13　映画『茶館』を観る①
14　映画『茶館』を観る②
15　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学moodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-S000009430-06中国文学Ｂ（近代文学の越境と融合）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

秋吉　收

◎－－－　概要　－－－◎

中国近現代文学における諸問題について考察する。２０世紀初
頭、中国の近代文学は、魯迅の小説「狂人日記」を一つの起点
として、言文一致や外国文学の模倣等々の試行錯誤を繰り返し
ながら発展してきた。内容的にも、西洋から輸入された新思想
の影響下、庶民の生活を描いたもの、個人の感情を直截に吐露
したものなど新しい要素が盛り込まれていく。日本との関係に
ついて見れば、古典では中国から日本への一方通行であった
が、近現代においては中国からの留学生や翻訳等を通じて、そ
の逆もまた重要な意味を有するに至ったことは特筆されよう。
以上の諸点について、作家、作品、時代背景、地域性様々な観
点から学習していく。
後期の中国文学Ｂにおいては、「授業計画」に具体的に示すよ
うに、中国における近代文学が、他の国家や民族とどのように
接触したのかを、特に日本を中心に取り上げ、私たちの周辺と
してのアジアをより深く認識、理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国（及び日本）における近代文学の成立、動向について理解
し、中国、日本を含むアジア文学の交流について自分の言葉で
正確に説明できる。(知識・理解)

当時の状況を踏まえながら、文学を通して近代文人の意識を追
体験するとともに、周辺から日本を改めて考察することによっ
て、アジアが特に重要視される現代世界において、中国と日本
の関係、近代における相互交流の事実について正しい知識を身
に付け、各自の活動の中できちんと活かしていけるようにす
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の中で、適宜、参考文献・資料、課題図書などを推薦紹介
するので、可能な限り実際に読んでみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中国（及び関連する日本の）近代文学に関する知識を確実に身
に付け、きちんと理解できているかを、評価の基準とする。具
体的には、「到達目標」に示すように、中国（及び日本）にお
ける近代文学の成立、動向について理解し、中国、日本を含む
アジア文学の交流について自分の言葉で正確に説明できること
を求める。
授業中の課題への取り組み、授業への積極的参加度を３割、定
期試験の成績を７割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

藤井省三著『中国語圏文学史』（2011年、東京大学出版
会）
秋吉　收著『魯迅　野草と雑草』（2016年、九大出版会）
『中国現代文学珠玉選１～３』（二玄社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で内容をきちんと理解、筆記し、試験前にも十
分な復習が必要となるので、遅刻・欠席をしないようにす
ること。出席の十分でない学生の合格はこれまでもほぼゼ
ロであるので、注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の概要、計画について
２　中国近代文学の特色について
３　魯迅と日本（１）
４　魯迅と日本（２）
５　魯迅「藤野先生」精読
６　太宰治「惜別」と中国
７　芥川龍之介と中国
８　魯迅と芥川龍之介
９　魯迅と日本文人
10　中国近代文人と日本（１）
11　中国近代文人と日本（２）
12　台湾文学とは何か
13　台湾文学と日本
14　近現代台湾の文学者
15　復習とまとめ、質疑応答



2019-S000009430-02中国文学Ｂ（「倩女離魂」とその周辺）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

　「倩女離魂」は元雑劇を代表する作品の一つである。本講義
では、その源流とされる唐代伝奇「離魂記」、その後継作品と
される『剪灯新話』所収「金鳳釵記」を材料にして、中国の通
俗文芸史について考察することを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

元雑劇「倩女離魂」の特徴と内容を説明できる(知識・理解)

唐代伝奇「離魂記」の成立年代・内容を説明できる(知識・理
解)

『剪灯新話』所収「金鳳釵記」の成立年代・内容を説明できる
(知識・理解)

各作品の類似点と相似点を説明できる(知識・理解)

各作品が通俗文学史のどの位置にあるかを理解し、その影響関
係について説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）作品の指定された箇所をあらかじめ読んでくる。
（復習）その日の講義の内容をまとめ、それに対して検討を行
う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験８０％（到達目標に示されたポイント・作品や時代背
景の理解）
平常点２０％（原則として毎回課す予定である講義のポイント
についての小テストまたはレポートの正答率・提出率）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期「アジアの文学A」を履修しておくことが望ましい
が、そうでなくとも履修できる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　受講ガイダンス
02　中国の通俗文芸について
03　「倩女離魂」について
04　「離魂記」概説　唐代伝奇について
05　「倩女離魂」と「離魂記」①「別れ」
06　「倩女離魂」と「離魂記」②「結婚」
07　「倩女離魂」と「離魂記」③「帰郷」
08　「倩女離魂」と「離魂記」④「団円」
09　「金鳳釵記」概説　『剪灯新話』
10　「倩女離魂」と「金鳳釵記」①
11　「倩女離魂」と「金鳳釵記」②
12　「倩女離魂」と「金鳳釵記」③
13　「倩女離魂」と「金鳳釵記」④
14　「離魂」と幽霊
15　まとめ



2019-S000009430-04中国文学Ｂ（唐・宋文学の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

東　英寿

◎－－－　概要　－－－◎

　中国の唐時代（618～907）と宋時代（960～1279）の文学に
ついて講義します。
　授業の前半では、唐時代に活躍した詩人の詩を取り上げ講義
します。孟浩然、王維、王昌齢、李白、杜甫、杜牧等の唐代の
詩人の詩を読解し、さらにそれぞれに関連したＤＶＤ（漢詩紀
行）を毎回鑑賞しながら、いわば唐詩が作られた地方に旅をす
ることを通して、その詩が作られた経緯や当時の状況を理解し
ます。
　授業の後半では、宋の時代に活躍した詩人、蘇軾、歐陽脩の
二人に焦点を当てて講義します。授業では、適宜、授業の内容
と関連したＤＶＤ（漢詩紀行）や『宋代の都市文化』、『故
宮ー夢の都　開封～北宋～』等を鑑賞して、映像を通して理解
を深めます。
　この授業は、これまで中国について知識がなかった人に対し
ても、わかりやすく理解できるよう進めて行きます。
　以上を通して、中国の唐・宋時代の文学を様々な角度から理
解することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の唐代と宋代の詩人の詩について、基本的知識を身につ
け、説明することができる。(知識・理解)

唐代の詩人のＤＶＤを鑑賞して、その詩の作成された具体的状
況等を理解できる。(技能)

宋代の歐陽脩が発想の達人と考えられる理由や要因を理解する
ことができる。(技能)

唐代、宋代の詩人の生き方を学ぶ態度を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　唐詩、宋詩に関する文献は多くあるので、事前に積極的に読
むことを心がけて下さい（指定されたものを読んでおくのに30
分程度はかけましょう）。授業の内容については、授業後に見
直し確認をするなどの復習をして下さい（振り返って知識を定
着させるのに30分程度はかけましょう）。また授業中に適宜資
料や図書を紹介するので、できる限り実際に読み進めて下さい
（週に平均して１時間程度はかけましょう）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　唐代、宋代の文学に対する知識を確実に身につけ、授業の内
容を理解できているかを評価の基準とします。具体的には、定
期試験の評価（70％）と感想カード（唐代の詩人や宋代の詩人
に関連するコメント等）の提出（30％）によって総合的に評価
します。 試験問題は講義で扱った内容から出題されるため、出
席率の低さは、成績に一定の形で反映されると考えられます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　『中国文学理論批評史・唐宋編（改訂版）』（王運熙等
原著、卿雲堂）予価９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新しい知識を積極的に吸収しようと意欲をもって授業に
出て下さい。なお、遅刻をしないように注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　唐という時代について
３　孟浩然の詩
４　王維の詩
５　王昌齢の詩
６　李白の人生と詩
７　杜甫の人生と詩
８　杜牧の詩
９　宋という時代について
10　蘇軾Ⅰ
11　蘇軾Ⅱ
12　歐陽脩Ⅰ
13　歐陽脩Ⅱ
14　歐陽脩Ⅲ
15　まとめ



2019-S000009445-06アジアの文学Ａ（中国近代文学の黎明）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

秋吉　收

◎－－－　概要　－－－◎

中国近現代文学における諸問題について考察する。２０世紀初
頭、中国の近代文学は、魯迅の小説「狂人日記」を一つの起点
として、言文一致や外国文学の模倣等々の試行錯誤を繰り返し
ながら発展してきた。内容的にも、西洋から輸入された新思想
の影響下、庶民の生活を描いたもの、個人の感情を直截に吐露
したものなど新しい要素が盛り込まれていく。日本との関係に
ついて見れば、古典では中国から日本への一方通行であった
が、近現代においては中国からの留学生や翻訳等を通じて、そ
の逆もまた重要な意味を有するに至ったことは特筆されよう。
以上の諸点について、作家、作品、時代背景、地域性様々な観
点から学習していく。
前期のアジアの文学Ａにおいては、「授業計画」に具体的に示
すように、中国における近代の成立と、それが文学史へとどの
ように反映され、どのような文学潮流、作品が生み出されて
いったのかを焦点として論ずる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国（及び日本）における近代文学の成立、動向について理解
し、文学史上の潮流、具体的な作品について自分の言葉で正確
に説明できる。(知識・理解)

当時の状況を踏まえながら、文学を通して近代文人の意識を追
体験するとともに、周辺から日本を改めて考察することによっ
て、アジアが特に重要視される現代世界において、中国と日本
の関係、近代における相互交流の事実について正しい知識を身
に付け、各自の活動の中できちんと活かしていけるようにす
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の中で、適宜、参考文献・資料、課題図書などを推薦紹介
するので、可能な限り実際に読んでみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中国（及び関連する日本の）近代文学に関する知識を確実に身
に付け、きちんと理解できているかを、評価の基準とする。具
体的には、「到達目標」に示すように、中国（及び日本）にお
ける近代文学の成立、動向について理解し、文学史上の潮流、
具体的な作品について自分の言葉で正確に説明できることを求
める。
　授業中の課題への取り組み、授業への積極的参加度を３割、
定期試験の成績を７割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

藤井省三著『中国語圏文学史』（2011年、東京大学出版
会）
秋吉　收著『魯迅　野草と雑草』（2016年、九大出版会）
『中国現代文学珠玉選１～３』（二玄社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で内容をきちんと理解、筆記し、試験前にも十
分な復習が必要となるので、遅刻・欠席をしないようにす
ること。出席の十分でない学生の合格はこれまでもほぼゼ
ロであるので、注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の概要、計画について
２　近代文学の発生
３　中国近代文学とは何か
４　文学史概観（１）
５　文学史概観（２）
６　女性解放の思想と近代
７　『新青年』（１背景とその意義）
８　『新青年』（２具体的な内容）
９　中国文学と与謝野晶子
10　魯迅と与謝野晶子
11　魯迅（１紹介）
12　魯迅（２小説）
13　魯迅（３詩）
14　中国近代文学と日本
15　復習とまとめ、質疑応答



2019-S000009445-02アジアの文学Ａ（「倩女離魂」を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、中国古典文学作品の一つである「倩女離魂」を取
り上げる。
　中国元代に盛行した元雑劇といわれる戯曲の代表的作家の一
人である鄭光祖の代表作「倩女離魂」の講読を通して、中国古
典戯曲の世界に触れ、文学的知識を得るとともに、大衆に広く
愛される「幽霊話」について考察することを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

元雑劇についてその構成・特徴を説明できる(知識・理解)

鄭光祖とその代表作「倩女離魂」の内容をつかむ(知識・理解)

「倩女離魂」とその周辺作品との影響関係を理解する(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）作品の指定された箇所をあらかじめ読んでくる。
（復習）その日の講義の内容をまとめ、それに対して検討を行
う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験８０％（到達目標に示されたポイント・作品や時代背
景の理解）
平常点２０％（原則として毎回課す予定である講義のポイント
についての小テストまたはレポートの正答率・提出率）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の前後に講義内容に基づいて芝居の様子を自分で想像
してみるようにしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　受講ガイダンス
02　宋元代の通俗文芸について
03　元雑劇と鄭光祖
04　「倩女離魂」第一折「別離」①
05　「倩女離魂」第一折「別離」②
06　「倩女離魂」第二折「駆け落ち」①
07　「倩女離魂」第二折「駆け落ち」②
08　「倩女離魂」第二折「駆け落ち」③
09　「倩女離魂」第三折「便り」①
10　「倩女離魂」第三折「便り」②
11　「倩女離魂」第三折「便り」③
12　「倩女離魂」第四折「団円」①
13　「倩女離魂」第四折「団円」②
14　「倩女離魂」第四折「団円」③
15　まとめ



2019-S000009445-01アジアの文学Ａ（作業で学ぶ中国文学　六朝の人物評論と文論研究法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

甲斐　勝二

◎－－－　概要　－－－◎

　授業では、中国の六朝期劉宋時代に編まれた人物評論である
『世説新語』をとり挙げる。過去の人物の行為がどのように描
かれ、どのように評価されて、それがどのような分類でまとめ
ているのか､について皆さんに考えてもらいたい。評論は詩や
小説や物語とはことなり、わくわくドキドキするほどおもしろ
いものではないが、人物の行為を通して分類評価されるその視
点は､現代を生きる我々の行為を考える参考になる。
　これに平行して中国の文論（文学理論・批評）の研究方法に
ついても考える。研究の姿勢についても学ぼうとするのは、そ
の方法や考え方はいろいろなところで役立たせることができる
からである。
　取り上げる内容は、日本の漢文理解の伝統を踏まえて、書き
下し文や翻訳文をしめすつもりだが、極力現代口語の訓読を目
指す。学生諸君には自分で漢和辞典を調べてもらったり、翻訳
を調べてもらうことになり、またいろいろ考えてもらうことに
なる。
　「作業で学ぶ」と言うように毎回課題を出し、その課題に対
する小レポートの提出を必須作業として求める。次の時間には
その提出レポートから例を挙げて各意見の検討を行う。時には
酷評する場合も起こるので、小レポートは心して書くこと。
　なお、受講者数次第ではグループ学習も取り入れる可能性も
ある。その場合は同じ問題に対する他人の意見やセンスを学び
取って、自分の視野をひろげる機会として役立てて欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古典文学の一班（主に評論）を知る(知識・理解)

学術研究の方法について一例を知る(知識・理解)

対象資料を考察し自分の意見を理由をつけて表現できる(技能)

漢語に対する興味をもつ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業の最初に配付するシラバスの授業計画の説明に従っ
て，テキストの当該部分を事前に読んで理解しておくこと（６
０分程度）。配布する作業プリントを漢和辞典や翻訳文を調べ
て完成させておくこと（９０分程度）。中国語学習者には原文
の音読を勧める。
復習：授業内容について自分の理解をまとめておくこと（３０
分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小レポート（毎時間提出）と作業プリントの提出（作業プリ
ントは学期末）及び定期試験で到達目標の達成度を評価する。
　授業で講じる知識や内容の理解および態度は、毎回提出する
小レポートを全評価の３割・最後に提出する作業プリントを全
評価の２割にして評価する。
　知識の定着および自分の意見を理由を付けて表現できる力
は、定期試験により５割を上限として評価する。
　以上の三種類を加え合わせて、総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『中国文学理論批評史－唐宋編』（卿雲堂・780円）

◎－－－　参考書　－－－◎

漢辞海　ISBN 978-4-385-14048-3
批評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講義 (中公
新書) 　ISBN ISBN978-4-12-101790-1
世説新語　
『世説新語』の日本語訳や関係書は幾種類かでており本学
の図書館にも幾種かあるので、気に入ったものを参考にし
て欲しい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　作品を自分なりに解釈するときには資料文の漢字の意味
を確認する必要があるので漢和辞典を利用すること。漢和
辞典は高校で使用したものでかまわないが、新規購入を考
える場合は三省堂の『漢辞海』か角川書店の『新字源』を
勧めたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：オリエンテーション
　授業の進め方の確認・中国の評論と文論
　　第1回小レポート提出
第2回：『世説新語』の時代　　文論研究法１
　　第2回小レポート提出
第3回：『世説新語』を読む１　文論研究法２
　　第3回小レポート提出
第4回：『世説新語』を読む２　文論研究法３
　　第4回小レポート提出
第5回：『世説新語』を読む３　文論研究法４
　　第5回小レポート提出
第6回：『世説新語』を読む４　文論研究法５
　　第6回小レポート提出
第7回：『世説新語』を読む５　文論研究法６
　　第7回小レポート提出
第8回：『世説新語』を読む６　文論研究法７
　　第8回小レポート提出
第9回：『世説新語』を読む７　文論研究法８
　　第9回小レポート提出
第10回：『世説新語』を読む８ 文論研究法９
　　　第10回小レポート提出
第11回：『世説新語』を読む９ 文論研究法10
　　第11回小レポート提出
第12回：『世説新語』を読む10 文論研究法11
　　第12回小レポート提出
第13回：『世説新語』を読む11 文論研究法12
　　第13回小レポート提出
第14回：『世説新語』を読む12 文論研究法13
　　第14回小レポート提出
第15回：まとめ　  第15回小レポート提出



2019-S000009445-04アジアの文学Ａ（三国志の文学）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

東　英寿

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、中国の三国時代に関する文学をテーマとします。
魏・呉・蜀という三つの国が鼎立した三国時代は、曹操、劉
備、関羽、張飛、諸葛孔明など個性のある様々な人物が登場
し、知略をめぐらせた作戦や壮絶な戦いが行われました。これ
らの史実を記録したのが陳寿編纂の歴史書『三国志』です。さ
らに後世、『三国志』に基づいた小説である『三国志演義』が
刊行されました。
　本授業では、主として『三国志』と『三国志演義』を取り扱
い、三国時代の情勢、三国志に登場する人物、三国時代に関連
する詩文の読解などの視点から多面的に考察します。
　さらに、三国時代を記録した正史『三国志』と、その後に編
纂された小説『三国志演義』を比較しその違いについて分析す
ることを通して、三国志の物語の伝承関係や、現在三国志の史
実といわれているものは、どちらに基づいているのか等につい
ても考察します。
　適宜、授業に関連する映画ＤＶＤや三国志のアニメＤＶＤの
鑑賞を通して、三国志について、一層の理解を深めます。
　三国時代の英傑の生き方は、現代人の生き方に通じるものが
あり、それらを理解することを通して、中国人の考え方・思想
を学ぶという観点からも授業を展開します。
　以上を通して、三国志について総合的に学ぶことを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の三国時代に関連する文学ついて、基本的知識を身につ
け、説明することができる。(知識・理解)

『三国志』と『三国志演義』の共通点と相違点を明らかにする
ことができる。(技能)

三国時代の英雄を通して、現代人に通じる生き方を学ぶ態度を
持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　三国志に関する文献は多くあるので、事前に積極的に読むこ
とを心がけて下さい（指定されたものを読んでおくのに30分程
度はかけましょう）。授業の内容については、授業後に見直し
て確認をするなどの復習をすることが大切となります（振り
返って知識を定着させるのに30分程度はかけましょう）。また
授業中に適宜資料や図書を紹介するので、できる限り実際に読
み進めて下さい（週に平均して１時間程度はかけましょう）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　三国時代の文学や時代情勢に関する知識を身につけ、授業の
内容をきちんと理解できているかを評価の基準とします。具体
的には、定期試験の評価（70％）と感想カード（三国時代の文
学作品、三国時代の英雄についてのコメント等）提出（30％）
によって総合的に評価します。定期試験の問題は講義で扱った
内容から出題されるため、出席率の低さは、成績に一定の形で
反映されると考えられます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しませんが、適宜プリントを配布しま
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　三国志について詳しく知らなくても、授業中に適宜、三
国志に関するＤＶＤや横山光輝のアニメ『三国志』を見る
ので、三国という時代を理解できると思います。 なお、
遅刻をしないようにして注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　三国という時代
３　三国志の種類
４　三国志の登場人物
５　三国志から三国志演義へ
６　横山光輝『三国志』
７　桃園の結義
８　督郵の視察
９　三顧の礼
10　苦肉の計
11　赤壁の戦いⅠ
12　赤壁の戦いⅡ
13　三国志と邪馬台国
14　現代人と三国志
15　まとめ



2019-S000009445-03アジアの文学Ａ（韓国・朝鮮の文学を知る）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

柳　忠熙

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは〈韓流〉という言葉をよく耳にしているかもしれ
ません。最近、日本では、K-popやドラマや映画など、さまざ
まな韓国のコンテンツが紹介され、みなさんにも親しみのある
ものになっていると思います。これまでの記憶と経験を思い出
しながら、韓国・朝鮮の文学作品と映画の内容を確認し、韓
国・朝鮮文化を考える新しい経験をしてみませんか。　
　この授業では、日本の隣の国である韓国・朝鮮の文学に関す
る概略的な知識と理解を得ることを目指します。
　古代から現代にかけての韓国・朝鮮文学の流れを学び、各時
期の韓国・朝鮮文学作品の内容と、その作品が置かれた歴史・
社会・文化的な背景についての概略的な知識と理解を得ること
ができます。
　そして、各時期の主な韓国・朝鮮文学テキストと関連映画に
触れてみる（原文や日本語翻訳や映画の鑑賞など）ことを通じ
て、朝鮮半島に生きた人々の社会や歴史の変化を理解し、現在
の韓国・朝鮮の歴史・社会・文化の特徴に対する自分なりの観
点を持つことになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

韓国・朝鮮文学についての基礎知識を身につけることができる
(知識・理解)

日韓・日朝関係についての自分なりの観点を得ることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習時にプリントを再読し、不明な点については、参考文献の
学習や次回の講義での質問など、解決に努めること（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

韓国・朝鮮文学に関する基礎知識を習得しているのか、またそ
の知識をもって正確に韓国・朝鮮文学の特徴と内容を説明する
ことができるかを評価基準とし、以下の割合で総合的に判断す
る。
・定期試験：40％
・映画鑑賞の感想文：30％（A4の1頁程度ｘ3回提出）
・作品の感想文：10％（A4の2頁程度）
・授業への取り組み：20％（授業の内容に対する感想や質問。
教員の質問に対する返答。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

李光鎬編、尹相仁・渡辺直紀訳『韓国の近現代文学』（法
政大学出版局、2001年）ISBN: 4588080083
染谷智幸・鄭炳説編『韓国の古典小説』（ぺりかん社、
2008年）ISBN: 9784831512239
申明直・張世眞・権昶奎著、浦川登久恵・野口なごみ訳
『韓国文学ノート』（白帝社、2008年）ISBN:
9784891749491
権寧珉編、田尻浩幸訳『韓国近現代文学事典』（明石書
店、2012年）ISBN:9784750331683
小倉紀蔵『朝鮮思想全史』（ちくま新書、2017年）、
ISBN:9784480071040
秋月望監修『韓国映画で学ぶ韓国の社会と歴史』 （キネ
マ旬報ムック、2015年）ISBN:4873768179

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・配布されたプリントを毎回すべて持参すること。
・授業中に鑑賞する映画（3本）についての感想文を提出
すること（3回）。
・韓国・朝鮮文学（日本語訳）の課題リストから1作品を
選んで読んで、その感想文を提出すること。
・毎回の授業の最後に感想や質問などを記入し提出するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション、韓国・朝鮮の文学とは
2. 韓国・朝鮮の古典文学（1）
3. 韓国・朝鮮の古典文学（2）
4. 古典文学関連映画の鑑賞(1)
5. 古典文学関連映画の鑑賞(2)解説
6. 開化期・植民地期の文学（1）
7. 開化期・植民地期の文学（2）
8. 近代文学関連映画の鑑賞(1)
9. 近代文学関連映画の鑑賞(2)解説
10. 韓国・朝鮮の現代文学（1）
11. 韓国・朝鮮の現代文学（2）
12. 韓国・朝鮮の現代文学（3）
13. 現代文学関連映画の鑑賞(1)
14. 現代文学関連映画の鑑賞(2)解説
15. 全体のまとめ

・時期区分とその内容
①韓国・朝鮮の古典文学（1）～（5）：古代～朝鮮時代、
例）神話・郷歌・時調・漢詩文・パンソリ・古小説など）
②開化期・植民地期の文学（1）～（3）：19世紀末～20世
紀半ば、例）新小説・翻訳翻案物・新体詩・代小説・日本
語創作など）
③韓国・朝鮮の現代文学（1）～（4）：20世紀半ば～現
在、例）ハングル世代の文学、高度成長期の文学、今日の
韓国文学など。



2019-S000009446-01アジアの文学Ｂ（老舎『茶館』を観る／読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

本講義では20世紀の中国を代表する作家の一人である老舎が
1957年に発表した戯曲『茶館』を取り上げます。

この戯曲は三幕構成で、北京の裕泰という茶館を舞台に、第一
幕は清朝末期の1898年、第二幕は中華民国期の1910年代、第三
幕は1940年代後半の中華人民共和国建国前夜と、中国が歩んで
きた激動の二十世紀前半の三つの時期に焦点を当て、茶館の主
人と店を出入りするさまざまな階層の人たちの生き方を描く中
国近代演劇の代表作の一つです。個性豊かな登場人物は50人以
上にも及びます。

授業では、原作者・老舎について学び、戯曲『茶館』の登場人
物、構成を確認して、それが描いているのはどのような時代で
あったかを確認します。

その後、戯曲および舞台劇のDVDを用いてその内容を一幕ごと
に詳しく見ていきます。

最後に、映画化された『茶館』を鑑賞し、舞台劇と映画の表現
の違いを考えます。

本講義の受講を通して、二十世紀前半の変化と激動の時代を隣
国・中国の人々はどう生き抜いたのか、それは私たちに何を語
りかけてくるのかを考えましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

作家・老舎について知る。(知識・理解)

戯曲『茶館』について知る。(知識・理解)

演劇と映画の表現の違いについて知る。(知識・理解)

『茶館』という作品を通して、20世紀前半の中国における人々
の生き方を知り、それを自らの問題として考える。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）作品の指定された箇所をあらかじめ読んでくる（60分
程度）。
（復習）その日の講義の内容をまとめ、それに対して検討を行
う（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験55％、毎回提出していただく授業確認カード45％。

定期試験は、①老舎という作家についての知識、②戯曲『茶
館』についての知識と理解、③舞台劇と映画の表現の違いにつ
いてどのような見解を示すことができるかが評価の基準となり
ます。授業確認カードは、その日の内容について問題意識を持
ち検討を行っているかどうかを評価の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント配付

◎－－－　参考書　－－－◎

文豪老舎の生涯　ISBN 978-4121012258

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本講義では資料配付等にmoodleを利用します。
・授業確認カードは単なる出席調査ではありません。毎回
問題意識を持って記入してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　オリエンテーション、老舎について①
02　老舎について②
03　戯曲『茶館』の構成・登場人物について
04　戯曲『茶館』第一幕を読む
05　舞台劇『茶館』第一幕を観る
06　『茶館』第一幕について
07　戯曲『茶館』第二幕を読む
08　舞台劇『茶館』第二幕を観る
09　『茶館』第二幕について
10　戯曲『茶館』第三幕を読む
11　舞台劇『茶館』第三幕を観る
12　『茶館』第三幕について
13　映画『茶館』を観る①
14　映画『茶館』を観る②
15　まとめ

◎－－－　URL　－－－◎

福岡大学moodleシステム
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-S000009446-06アジアの文学Ｂ（中国近代文学の越境と融合）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

秋吉　收

◎－－－　概要　－－－◎

中国近現代文学における諸問題について考察する。２０世紀初
頭、中国の近代文学は、魯迅の小説「狂人日記」を一つの起点
として、言文一致や外国文学の模倣等々の試行錯誤を繰り返し
ながら発展してきた。内容的にも、西洋から輸入された新思想
の影響下、庶民の生活を描いたもの、個人の感情を直截に吐露
したものなど新しい要素が盛り込まれていく。日本との関係に
ついて見れば、古典では中国から日本への一方通行であった
が、近現代においては中国からの留学生や翻訳等を通じて、そ
の逆もまた重要な意味を有するに至ったことは特筆されよう。
以上の諸点について、作家、作品、時代背景、地域性様々な観
点から学習していく。
後期のアジアの文学Ｂにおいては、「授業計画」に具体的に示
すように、中国における近代文学が、他の国家や民族とどのよ
うに接触したのかを、特に日本を中心に取り上げ、私たちの周
辺としてのアジアをより深く認識、理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国（及び日本）における近代文学の成立、動向について理解
し、中国、日本を含むアジア文学の交流について自分の言葉で
正確に説明できる。(知識・理解)

当時の状況を踏まえながら、文学を通して近代文人の意識を追
体験するとともに、周辺から日本を改めて考察することによっ
て、アジアが特に重要視される現代世界において、中国と日本
の関係、近代における相互交流の事実について正しい知識を身
に付け、各自の活動の中できちんと活かしていけるようにす
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の中で、適宜、参考文献・資料、課題図書などを推薦紹介
するので、可能な限り実際に読んでみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

中国（及び関連する日本の）近代文学に関する知識を確実に身
に付け、きちんと理解できているかを、評価の基準とする。具
体的には、「到達目標」に示すように、中国（及び日本）にお
ける近代文学の成立、動向について理解し、中国、日本を含む
アジア文学の交流について自分の言葉で正確に説明できること
を求める。
授業中の課題への取り組み、授業への積極的参加度を３割、定
期試験の成績を７割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

藤井省三著『中国語圏文学史』（2011年、東京大学出版
会）
秋吉　收著『魯迅　野草と雑草』（2016年、九大出版会）
『中国現代文学珠玉選１～３』（二玄社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で内容をきちんと理解、筆記し、試験前にも十
分な復習が必要となるので、遅刻・欠席をしないようにす
ること。出席の十分でない学生の合格はこれまでもほぼゼ
ロであるので、注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の概要、計画について
２　中国近代文学の特色について
３　魯迅と日本（１）
４　魯迅と日本（２）
５　魯迅「藤野先生」精読
６　太宰治「惜別」と中国
７　芥川龍之介と中国
８　魯迅と芥川龍之介
９　魯迅と日本文人
10　中国近代文人と日本（１）
11　中国近代文人と日本（２）
12　台湾文学とは何か
13　台湾文学と日本
14　近現代台湾の文学者
15　復習とまとめ、質疑応答



2019-S000009446-02アジアの文学Ｂ（「倩女離魂」とその周辺）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

岡村　真寿美

◎－－－　概要　－－－◎

　「倩女離魂」は元雑劇を代表する作品の一つである。本講義
では、その源流とされる唐代伝奇「離魂記」、その後継作品と
される『剪灯新話』所収「金鳳釵記」を材料にして、中国の通
俗文芸史について考察することを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

元雑劇「倩女離魂」の特徴と内容を説明できる(知識・理解)

唐代伝奇「離魂記」の成立年代・内容を説明できる(知識・理
解)

『剪灯新話』所収「金鳳釵記」の成立年代・内容を説明できる
(知識・理解)

各作品の類似点と相似点を説明できる(知識・理解)

各作品が通俗文学史のどの位置にあるかを理解し、その影響関
係について説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）作品の指定された箇所をあらかじめ読んでくる。
（復習）その日の講義の内容をまとめ、それに対して検討を行
う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験８０％（到達目標に示されたポイント・作品や時代背
景の理解）
平常点２０％（原則として毎回課す予定である講義のポイント
についての小テストまたはレポートの正答率・提出率）

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前期「アジアの文学A」を履修しておくことが望ましい
が、そうでなくとも履修できる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　受講ガイダンス
02　中国の通俗文芸について
03　「倩女離魂」について
04　「離魂記」概説　唐代伝奇について
05　「倩女離魂」と「離魂記」①「別れ」
06　「倩女離魂」と「離魂記」②「結婚」
07　「倩女離魂」と「離魂記」③「帰郷」
08　「倩女離魂」と「離魂記」④「団円」
09　「金鳳釵記」概説　『剪灯新話』
10　「倩女離魂」と「金鳳釵記」①
11　「倩女離魂」と「金鳳釵記」②
12　「倩女離魂」と「金鳳釵記」③
13　「倩女離魂」と「金鳳釵記」④
14　「離魂」と幽霊
15　まとめ



2019-S000009446-03アジアの文学Ｂ（韓国・朝鮮文学の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

チャン　ユンヒャン

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、韓国・朝鮮の文学に関する基本的な知識と理
解を得ることを目指します。
　古代から現代にかけての韓国・朝鮮文学の流れを学び、各時
期の韓国・朝鮮文学作品の内容と、その作品と関わる歴史・社
会・文化的な背景について知識と理解を得られるように構成し
ています。また、各時期の主な韓国・朝鮮文学テキストと関連
する視聴覚資料を副教材として取り入れています。
この講義ことを通じて、韓国・朝鮮の歴史・社会・文化の特徴
を知り、理解を高めることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

韓国・朝鮮文学についての基礎知識を得ることができる。(知
識・理解)

作品を理解するために必要な時代背景や作者の情報を用いる分
析方法を身につける。(技能)

作品の理解を広め、異文化理解を高める眼差しを持つために努
める。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布したプリントを再読し、不明な点については、参考文献の
学習や次回の講義での質問など、解決に努めること。(30分)
次回に扱う作品の解説を理解を高めるために、事前知識として
読んで内容を把握しておくこと。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の割合で総合的に判断する。
・定期試験：40％（韓国・朝鮮文学の基礎知識を習得、理解し
ているかを評価）
・映画鑑賞の感想文：20％（作品の理解を異文化理解につなげ
て考えたかを評価）
・作品の感想文：20％（分析方法を作品を理解するため、努力
しているかを評価）
・授業への取り組み：20％（基礎知識を習得、理解するため毎
回の授業に予習復習し、質問をするなどの努力を評価）

定期試験の際、配布したプリントや自分のノートだけは持ち込
み可能にする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

仲村修『韓国古典文学の愉しみ　上』（白水社、2010年）
ISBN:　9784560080573
李光鎬編、尹相仁・渡辺直紀訳『韓国の近現代文学』（法
政大学出版局、2001年）ISBN: 4588080083
染谷智幸・鄭炳説編『韓国の古典小説』（ぺりかん社、
2008年）ISBN: 9784831512239
大村益夫・長璋吉・三枝壽勝　編『朝鮮短編小説選』（岩
波書店、1988年）ISBN:4000003232
申明直・張世眞・権昶奎著、浦川登久恵・野口なごみ訳
『韓国文学ノート』（白帝社、2008年）ISBN:
9784891749491
権寧珉編、田尻浩幸訳『韓国近現代文学事典』（明石書
店、2012年）ISBN:9784750331683
小倉紀蔵『朝鮮思想全史』（ちくま新書、2017年）、
ISBN:9784480071040
秋月望監修『韓国映画で学ぶ韓国の社会と歴史』 （キネ
マ旬報ムック、2015年）ISBN:4873768179

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・配布されたプリントは必ず持参すること。
・授業中に鑑賞する視聴覚資料（50分以上の動画や映画）
についての感想文を提出すること。
・講義中に課された課題を期限内に提出すること。
・毎回の講義の最後に感想や質問などを記入し提出するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション、韓国・朝鮮文学の概説
2. 古典文学（1）
3. 古典文学(2)
4. 古典文学(3)
5. 開化期・植民地期の文学（1）
6. 開化期・植民地期の文学（2）
7. 開化期・植民地期の文学（3）
8. 朝鮮戦争の文学
9. 現代文学ー民主化運動の文学（1）
10. 現代文学ー民主化運動の文学（2）
11. 現代文学ー産業化の文学（1）
12. 現代文学ー産業化の文学（2）
13. 現代文学の多様化(1)
14. 現代文学の多様化(2)
15. 全体のまとめ



2019-S000009446-04アジアの文学Ｂ（唐・宋文学の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

東　英寿

◎－－－　概要　－－－◎

　中国の唐時代（618～907）と宋時代（960～1279）の文学に
ついて講義します。
　本授業の前半では、唐時代に活躍した詩人の詩を取り上げ講
義します。孟浩然、王維、王昌齢、李白、杜甫、杜牧等の唐代
の詩人の詩を読解し、さらにそれぞれに関連したＤＶＤ（漢詩
紀行）を毎回鑑賞しながら、いわば唐詩が作られた場所に旅を
することを通して、その詩が作られた経緯や当時の状況を理解
します。
　本授業の後半では、宋の時代に活躍した詩人、蘇軾、歐陽脩
の二人に焦点を当てて講義します。授業では、適宜、授業の内
容と関連したＤＶＤ（漢詩紀行）や『宋代の都市文化』、『故
宮ー夢の都　開封～北宋～』等を鑑賞して、映像を通して理解
を深めます。
　この授業は、これまで中国の文学について知識がなかった人
に対しても、わかりやすく理解できるよう進めて行きます。
　以上を通して、中国の唐・宋時代の文学を様々な角度から理
解することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の唐代と宋代の詩人の詩について、基本的知識を身につ
け、説明することができる。(知識・理解)

唐代の詩人のＤＶＤを鑑賞して、その詩の作成された具体的状
況等を理解できる。(技能)

宋代の歐陽脩が発想の達人と考えられる理由や要因を理解する
ことができる。(技能)

唐代、宋代の詩人の生き方を学ぶ態度を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　唐詩、宋詩に関する文献は多くあるので、事前に積極的に読
むことを心がけて下さい（指定されたものを読んでおくのに30
分程度はかけましょう）。授業の内容については、授業後に見
直し確認をするなどの復習をして下さい（振り返って知識を定
着させるのに30分程度はかけましょう）。また授業中に適宜資
料や図書を紹介するので、できる限り実際に読み進めて下さい
（週に平均して１時間程度はかけましょう）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　唐代、宋代の文学に対する知識を確実に身につけ、授業の内
容を理解できているかを評価の基準とします。具体的には、定
期試験の評価（70％）と感想カード（唐代の詩人や宋代の詩人
に関連するコメント等）の提出（30％）によって総合的に評価
します。 試験問題は講義で扱った内容から出題されるため、出
席率の低さは、成績に一定の形で反映されると考えられます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　『中国文学理論批評史・唐宋編（改訂版）』（王運熙等
原著、卿雲堂）予価９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新しい知識を積極的に吸収しようと意欲をもって授業に
出て下さい。なお、遅刻をしないように注意して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　唐という時代について
３　孟浩然の詩
４　王維の詩
５　王昌齢の詩
６　李白の人生と詩
７　杜甫の人生と詩
８　杜牧の詩
９　宋という時代について
10　蘇軾Ⅰ
11　蘇軾Ⅱ
12　歐陽脩Ⅰ
13　歐陽脩Ⅱ
14　歐陽脩Ⅲ
15　まとめ



2019-S000009426-05西洋文学Ａ（トマス・ハーディの短編小説を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

野田　康文

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、西洋文学を読んでみたい、文学作品をじっくりと読む
ことの面白さを知りたい、という人のためのものです。半期に分け
て、19世紀に活躍した2人の作家の作品――前期はハーディの短編小
説、後期はメリメの『カルメン』――を扱います。特に通年で履修す
る必要はありません。
　　前期はイギリスの作家・トマス・ハーディの短編小説を「グリー
ブ家のバーバラ」という作品を中心に読みます。「グリーブ家のバー
バラ」は、19世紀のイギリスの貴婦人の恋愛と結婚をテーマとする作
品で、日本では1927年に谷崎潤一郎が日本語に翻訳し、谷崎の小説
『春琴抄』に大きな影響を与えたことでもよく知られています。大事
な場面を中心に、設問つきの配布テキストで読んでいきます。また、
授業の進行状況に応じて、ハーディの他の小説もいくつか読んでいき
ます。
　ハーディとメリメは、どちらも19世紀の西洋文学を代表する作家で
す。作家の死後長い年月を経過した今日でも読み継がれている彼等の
文学作品を読み解いていくことは、現代に生きる皆さんにとっても、
自分と異なる時代や文化に生きる人たちを理解する柔軟さを身につけ
るのに役立つでしょう。1つの作品を半年かけてじっくりと深く読ん
でいくので、文学を読むことの好きな人、興味のある人に向いている
科目です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀の西洋文学の一端にふれることを通して、異文化に対する知識
と教養を深める。(知識・理解)

文学作品を読み解く感受性や想像力を身につける。
(態度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明する力をつける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の授業で配布する設問付きのテキストを、予習・復習にも活用
してください。予習としては、次回の講義にスムーズに入っていける
よう、授業の前日に必ず前回のテキストを読み返しておくこと（15～
30分程度）。
　また復習としては、毎回の授業後、その日の講義での解説を参考
に、その回の設問の解答をあらためて自分の言葉で作成すること（30
分程度）。試験の直前にまとめて行うのは、時間的にも記憶の上から
も無理があるので、毎回の授業後に必ず作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では毎回、読解すべき本文を設問付きで配布します。受講者は
まず、設問の答えを書きこみながら、本文を自分の力で読んでいきま
す。その後、解説を聴きながら、自分の読みと比べてください。出欠
は基本的にはとりませんが、解説の前、あるいは後に設問の解答を提
出してもらうことが数回ありますので、それを平常点として扱いま
す。提出した用紙の解答は、受講態度の目安として、評価の参考にし
ます。
　評価は基本的には、上記の提出用紙と定期試験によって行います。
試験では、この授業の到達目標である「異文化に対する知識と教養を
深める」こと、「文学作品を読み解く感受性や想像力を身につける」
ことができているか、それを「自分の言葉で説明する力をつける」こ
とができているかを評価基準として採点しますので、必然的に授業を
聴いている人が有利になります。試験時の持ち込みは一切不可。
　原則として定期試験を9割、残り1割は平常点によって評価します。

定期試験により到達目標の「知識・理解)」、「態度・志向性」、
「技能」を総合的に評価し、平常点では受講態度と特に「技能」を評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回、授業の時に、設問付きの本文テキストを配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

設問の解答用紙を提出する時は、用紙配布の時点に遅刻し
たり、退席したりしていた者は、欠席扱いとし、受講態度
の評価の参考とします。
他人に迷惑をかける行為、特に授業中に私語をすることを
かたく禁じ、受講態度の評価として重視します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：　トマス・ハーディの短編小説を読む1
ガイダンス、作者紹介、
テキスト１の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第2回：　トマス・ハーディの短編小説を読む2
テキスト2の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第3回：　トマス・ハーディの短編小説を読む3
テキスト3の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第4回：　トマス・ハーディの短編小説を読む4
テキスト4の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第5回：　トマス・ハーディの短編小説を読む5
テキスト5の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第6回：　トマス・ハーディの短編小説を読む6
テキスト6の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第7回：　トマス・ハーディの短編小説を読む7
テキスト7の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第8回：　トマス・ハーディの短編小説を読む8
テキスト8の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第9回：　トマス・ハーディの短編小説を読む9
テキスト9の黙読及び作品解説、設問解法の手引き1
第10回：　トマス・ハーディの短編小説を読む10
テキスト9の黙読及び作品解説、設問解法の手引き2
第11回：　トマス・ハーディの短編小説を読む11
テキスト10の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第12回：　トマス・ハーディの短編小説を読む12
テキスト11の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第13回：　トマス・ハーディの短編小説を読む13
テキスト12の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第14回：　トマス・ハーディの短編小説を読む14
テキスト13の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第15回：　トマス・ハーディの短編小説を読む15
テキスト14の黙読及び作品解説、設問解法の手引き、全体
まとめ



2019-S000009426-07西洋文学Ａ（エミール・ゾラ『制作』とフランス近代美術の展開）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

林　信蔵

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、19世紀フランスを代表する小説家で、明治の
日本の文学にも多くの影響を与えたエミール・ゾラ
（1840-1902）の代表的シリーズ小説『ルーゴン＝マッカール
叢書』中の『制作』（1886）を読みながら、ゾラの文学作品の
面白さを味わうとともに、その中で題材とされる19世紀フラン
スの文化・芸術の特徴を学ぶことを目的とします。
　ゾラの『制作』では、画家のエドゥアール・マネ
（1832-1883）やポール・セザンヌ（1839-1906）をモデルとし
たと考えられる人物が主人公として登場します。また、彼らと
交流関係があったゾラ自身をモデルとしたと考えられる人物も
登場します。これらの人物が織りなす人間関係や、背景となる
都市文化の発展のありようも考察することで、ゾラの芸術観と
同時に、フランスの文化の特徴も理解することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゾラの文学の文学観・芸術観が理解でき、説明できる。(知
識・理解)

19世紀後半のフランスの文化・芸術の特徴が理解でき、説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で配布されるテ
キストを授業が始まる前までに目を通しておく必要がありま
す。また、授業内で提示される参考文献等を読んでいることが
望ましいです。復習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で
課されるコメント課題に対応するため内容の復習が必要です。
さらに定期試験にも備えて復習をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回、授業の終わりに特定のテーマに関して、200文字程度
のコメントを書いてもらいます。成績は、そのコメントの点を
40%で評価します。コメントの評価基準は、授業内容の正確な
理解とそれに基づいた独自の意見が示されているかを重視しま
す。これに加え、定期試験の結果が60%の割合で反映されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントで配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『いま、なぜゾラか』　ISBN 4-89434-306-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　他の学生の学びを邪魔しないように、私語に関しては厳
格に対応します。授業は日本語の資料を主に扱い、外国語
を理解することは求めませんが、西洋の文化、芸術に関心
があると授業に興味が持ちやすいと思われます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）ガイダンス
２）ゾラの美術批評
３）『制作』第1章
４）『制作』第2章
５）『制作』第3章
６）『制作』第4章
７）『制作』第5章
８）『制作』第6章
９）『制作』第7章
10）『制作』第8章
11）『制作』第9章
12）『制作』第10章
13）『制作』第11章
14）『制作』第12章
15）まとめ・授業アンケート



2019-S000009426-09西洋文学Ａ（エミール・ゾラ『制作』とフランス近代美術の展開）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

林　信蔵

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、19世紀フランスを代表する小説家で、明治の
日本の文学にも多くの影響を与えたエミール・ゾラ
（1840-1902）の代表的シリーズ小説『ルーゴン＝マッカール
叢書』中の『制作』（1886）を読みながら、ゾラの文学作品の
面白さを味わうとともに、その中で題材とされる19世紀フラン
スの文化・芸術の特徴を学ぶことを目的とします。
　ゾラの『制作』では、画家のエドゥアール・マネ
（1832-1883）やポール・セザンヌ（1839-1906）をモデルとし
たと考えられる人物が主人公として登場します。また、彼らと
交流関係があったゾラ自身をモデルとしたと考えられる人物も
登場します。これらの人物が織りなす人間関係や、背景となる
都市文化の発展のありようも考察することで、ゾラの芸術観と
同時に、フランスの文化の特徴も理解することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゾラの文学の文学観・芸術観が理解でき、説明できる。(知
識・理解)

19世紀後半のフランスの文化・芸術の特徴が理解でき、説明で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で配布されるテ
キストを授業が始まる前までに目を通しておく必要がありま
す。また、授業内で提示される参考文献等を読んでいることが
望ましいです。復習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で
課されるコメント課題に対応するため内容の復習が必要です。
さらに定期試験にも備えて復習をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回、授業の終わりに特定のテーマに関して、200文字程度
のコメントを書いてもらいます。成績は、そのコメントの内容
を40%で評価します。コメントの評価基準は、授業内で詳しく
説明します。これに加え、定期試験の結果が60%の割合で反映
されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中にプリントで配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『いま、なぜゾラか』　ISBN 4-89434-306-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　他の学生の学びを邪魔しないように、私語に関しては厳
格に対応します。授業は日本語の資料を主に扱い、外国語
を理解することは求めませんが、西洋の文化、芸術に関心
があると授業に興味が持ちやすいと思われます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）ガイダンス
２）ゾラの美術批評
３）『制作』第1章
４）『制作』第2章
５）『制作』第3章
６）『制作』第4章
７）『制作』第5章
８）『制作』第6章
９）『制作』第7章
10）『制作』第8章
11）『制作』第9章
12）『制作』第10章
13）『制作』第11章
14）『制作』第12章
15）まとめ・授業アンケート



2019-S000009426-01西洋文学Ａ（物語論と文学の技法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　いつの時代のどの文化にも物語は存在します。神話や叙事詩
の時代から、人間は物語とともに生きてきました。人間にとっ
て、物語はどのような意味を持っているのでしょうか。文学研
究には物語論という研究分野があります。この分野は1980年以
降いったん下火になったものの、昨今では認知科学の発展の影
響もあり、再び注目を集めつつあります。
　この授業では、物語論と文学理論の基礎を学んだあと、イギ
リス文学作品を中心に、プロット、語り手、視点などのテーマ
ごとに、具体的に作品分析していきます。文学理論の概念を理
解するには、できるだけ多くの作品を実際に分析することが必
要になるため、文学作品だけでなく、映画などにも言及しなが
ら講義を行っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①授業内で取り上げる文学理論の基礎的な概念と文学作品の特
徴を理解し、説明することができる。(知識・理解)

②文学理論の基礎を踏まえて、具体的な作品を批評することが
できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で配布する資料を読み直してください（30分程度）。
授業内で取り上げる小説や映画を、事前あるいは事後に、読ん
だり、見たりしてください（120分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって到達目標の達成度を測定し、成績評価を行
う。
定期試験は、A)知識を問う問題とB)論述式問題で構成される。
主として、A)によって到達目標①を評価し、B)によって到達目
標②を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

試験問題は授業内容からまんべんなく出題するため、出席
率が低いと正答は難しくなります。
私語や居眠りなど、他の学生の受講の妨げとなる行為は慎
むこと。また、授業中の不要不急の出入りは控えること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．人生と物語
３．文学と共感
４．文学の特徴
５．プロット
６．「現実」のとらえ方
７．語りの視点
８．文学と視覚論～理論編
９．文学と視覚論～作品分析
１０．ディストピア小説～理論編
１１．ディストピア小説～作品分析
１２．現実とフィクション～理論編
１３．現実とフィクション～作品分析１
１４．現実とフィクション～作品分析２
１５．まとめ



2019-S000009426-02西洋文学Ａ（ヨーロッパのミュージカル）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

文学作品に接するとき、作品によって提示された問題点を受け
止め、どのように対処して行くのか、自分なりに考えることが
大切である。今年度はミュージカル映画を題材に、ミュージカ
ルで提示された問題を考えて行く。
授業：鑑賞のポイントなどの資料を配布する（あるいはスク
リーンに提示する）ので、それを参考にしながら、作品を鑑賞
する。後で感想をまとめるためにメモを取るのも良い方法。ア
ンドルー・ロイド・ウエバーの作品を中心にヨーロッパの
ミュージカルを対象とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文学作品に接するとき、作品によって提示された問題点を受
け止め、どのように対処して行くのか、自分なりに考えること
ができるようになる。(技能)

　ミュージカルで歌われる曲はただ単に歌うのではなく、ス
トーリーの進行や登場人物の心理と密接な関係があるので、歌
詞の意味を考えながら、鑑賞できるようになる。(知識・理解)

ミュージカル映画の鑑賞を通して、批評能力、論理的思考力、
洞察力、考えの異なる他者を思いやる力を養成できるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で扱われる作品のテーマなどのポイントを教科書を
読みながら、印をつけたり、ノートに抜き書きしておく。（30
分～１時間程度）
復習：もう一度作品のテーマについて考え、自分なりの意見を
メモしたり、感想をまとめておく。ストーリーの展開に従って
曲の内容を整理しておく。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

それぞれのミュージカル作品によって提示されたテーマや問題
点をどの程度論理的に理解しているか、代表曲の歌詞をどの程
度理解しているか、作者や作品のバックグラウンドをどの程度
理解しているかを定期試験の成績評価基準とする。定期試験
100%.

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山内伸『進化するミュージカル』論創社　
ISBN 9784846006310

◎－－－　参考書　－－－◎

猫たちの舞踏会：エリオットとミュージカル「キャッツ」

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の居眠り、私語と携帯電話使用は厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1) ミュージカルの歴史：ミュージカルとは？
(2) キャッツ １
(3) キャッツ ２
(4) ジーザス・クライスト・スーパースター 1
(5) ジーザス・クライスト・スーパースター 2
(6) エヴィータ１
(7) エヴィータ２
(8) オペラ座の怪人１
(9) オペラ座の怪人２
(10) エリザベート１
(11) エリザベート２
(12) エリザベート3
(13)レ・ミゼラブル１
(14)レ・ミゼラブル２
(15)レ・ミゼラブル３



2019-S000009426-03西洋文学Ａ（現実と夢）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

山中　博心

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では特にドイツ古典主義とロマン主義に代表される18
世紀及び19世紀の詩人を取り扱う。予定調和的なものを前提と
する時代であり、具体的には主としてゲーテ、ヘルダーリン、
ハイネの詩を取り扱う。単に詩を概説するだけでなく、音、リ
ズムや抑揚などにも注意を払い、日常使う言葉とは違った魂の
込められた言葉が人間にとって如何に不可欠であるかを感じ
取っていく。講義形式で毎回2つぐらいの詩を読み進めるが、
授業の終わりに与えられたテーマについて200字ぐらいの小文
を書いてもらう。事前・事後学習として該当する詩及び解説に
眼を通しておくことが望ましい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

言葉の多義的な意味についての認識が深まる。(知識・理解)

詩的表現を通して自分の世界像を膨らますことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自分なりにイメージを膨らませておくことが授業での関心を高
めることになるので事前に詩に目を通しておくこと。また自分
が抱いていたイメージの修正を事後学習ですること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の（知識・理解）および（態度・志向性）について
毎回提出してもらう小文を小課題点とし、定期試験の結果と合
わせて評価する。小文、定期試験とも自分の意見を詩人の言葉
を手がかりにしてどれほど客観性を持たせているかで判断す
る。平常点30点、定期試験70点である。

◎－－－　テキスト　－－－◎

庄野幸吉・檜山哲彦編　『ドイツ名詩選』（岩波文庫）
900円　ISBN4-00-324601-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分で感じ、考えることを旨とする。借りてきた説明書を
写すようなことはこの講義の目的にそぐわない。自分の個
的な感性を如何にして他者と共有出来るかを心がけるこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　1　はじめに
　2　クロップシュトック
　3　ゲーテ
　4　ゲーテ
　5　ゲーテ
　6　ゲーテ
　7　シラー
　8　ヘルダーリン
　9　ヘルダーリン
  10　ハイネ
  11　ハイネ
  12　ハイネ
  13　メーリケ
  14　マイヤー　
  15　まとめ



2019-S000009426-04西洋文学Ａ（作家と社会）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　４時限　　

輪田　裕

◎－－－　概要　－－－◎

「文学」とは、わたしたちが何気なく思い描く「人間」のイ
メージを、文章によって具体的に、かつ分かりやすく表現する
ものです。確かにすべての「人間」は一人ひとりの性格も生き
てきた環境も違っています。しかし、時代によって共通の体験
を共有する「世代」も存在しています。また住んでいる環境の
違いも「人間」のイメージに大きな影響を与えます。こうした
ことでフランスの文学とはいえ、作家によってさまざまな違い
が生まれてきます。こうした違いを学びながら、作家が時代と
社会にどのように向き合い生きたのかを考えていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス文学に関する基本的知識を身につけ、説明することが
できる（知識・理解）
(知識・理解)

人間性と社会との関係を考慮した相対的思考を行うことができ
る（技能）(技能)

問題意識をもって文学と社会の在り方を考える態度を身につけ
る（態度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義では、特定の作家の特定の時代を取り上げますので、あら
かじめテキストの該当ページを読んでおいて講義の内容が理解
しやすいようにしておいてください。また、講義でとりあげた
作家の作品は文庫で読める作品ばかりですので、講義後は実際
に読んでみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験ではフランス文学の基礎知識と、作家
と時代・社会の相対的関係を問います。また、前期の講義中に
複数回提出するミニッツペーパーでは講義のテーマに沿った記
述が論理的に表現しているかどうかを評価します。定期試験を
8割、ミニッツペーパーを2割として成績評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

渡辺一夫・鈴木力衛著『増補　フランス文学案内』、岩波
文庫別冊①

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

フランスの歴史的知識については、高校で世界史を学んで
いなくてもわかる程度ですが、新しい知識に対して積極的
な関心を持つことが苦手な学生さんは履修を避けてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入
２．歴史的事件の証言としての小説：二月革命
３．『感情教育』とフロベール
４．政治体制と自由：王政復古
５．『赤と黒』とスタンダール
６．19世紀パリ風俗描写
７．『ゴリオ爺さん』とバルザック
８．大都市の美：『パリの憂愁』とボードレール
９．絶対王政とフランス革命
10.『人間不平等起源論』とルソー
11.飛行機の時代と行動
12.『夜間飛行』とサンテグジュペリ
13.宗教戦争と懐疑
14.『エセー』とモンテーニュ
15.まとめ



2019-S000009432-05西洋文学Ｂ（メリメ『カルメン』を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

野田　康文

◎－－－　概要　－－－◎

この科目は、西洋文学を読んでみたい、文学作品をじっくりと読む
ことの面白さを知りたい、という人のためのものです。半期に分け
て、19世紀に活躍した2人の作家の作品――前期はハーディの短編
小説、後期はメリメの『カルメン』――を扱います。特に通年で履
修する必要はありません。
　　後期はフランスの作家・メリメの『カルメン』という中編小説
を読みます。ビゼーの作曲で有名な同名のオペラの原作で、メリメ
の代表作です。「宿命の女（ファム・ファタル）」の典型ともいわ
れるヒロインのカルメンをめぐる恋愛小説です。全部を読むことは
できないので、前期と同様に、大事な場面を中心に、設問つきの配
布テキストで読んでいきます。
　ハーディとメリメは、どちらも19世紀の西洋文学を代表する作家
です。死後長い年月を経過した今日でも読み継がれている彼等の文
学作品を読み解いていくことは、現代に生きる皆さんにとっても、
自分と異なる時代や文化に生きる人たちを理解する柔軟さを身につ
けるのに役立つでしょう。1つの作品を半年かけてじっくりと深く
読んでいくので、文学を読むことの好きな人、興味のある人に向い
ている科目です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀の西洋文学の一端にふれることを通して、異文化に対する知
識と教養を深める。(知識・理解)

文学作品を読み解く感受性や想像力を身につける。(態度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明する力をつける。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業で配布する設問付きのテキストを、予習・復習にも活用
してください。予習としては、次回の講義にスムーズに入っていけ
るよう、授業の前日に必ず前回のテキストを読み返しておくこと
（15～30分程度）。
　また復習としては、毎回の授業後、その日の講義での解説を参考
に、その回の設問の解答をあらためて自分の言葉で作成すること
（30分程度）。試験の直前にまとめて行うのは、時間的にも記憶の
上からも無理があるので、毎回の授業後に必ず作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では毎回、読解すべき本文を設問付きで配布します。受講者
はまず、設問の答えを書きこみながら、本文を自分の力で読んでい
きます。その後、解説を聴きながら、自分の読みと比べてくださ
い。出欠は基本的にはとりませんが、解説の前、あるいは後に設問
の解答を提出してもらうことが数回ありますので、それを平常点と
して扱います。提出した用紙の解答は、受講態度の目安として、評
価の参考にします。
　評価は基本的には、上記の提出用紙と定期試験によって行いま
す。試験では、この授業の到達目標である「異文化に対する知識と
教養を深める」こと、「文学作品を読み解く感受性や想像力を身に
つける」ことができているか、それを「自分の言葉で説明する力を
つける」ことができているかを評価基準として採点しますので、必
然的に授業を聴いている人が有利になります。試験時の持ち込みは
一切不可。
　原則として定期試験を9割、残り1割は平常点によって評価しま
す。

定期試験により到達目標の「知識・理解)」、「態度・志向性」、
「技能」を総合的に評価し、平常点では受講態度と特に「技能」を
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回、授業の時に、設問付きの本文テキストを配布。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：　『カルメン』を読む1
ガイダンス、作者紹介、
テキスト１の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第2回：　『カルメン』を読む2
テキスト2の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第3回：　『カルメン』を読む3
テキスト3の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第4回：　『カルメン』を読む4
テキスト4の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第5回：　『カルメン』を読む5
テキスト5の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第6回：　『カルメン』を読む6
テキスト6の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第7回：　『カルメン』を読む7
テキスト7の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第8回：　『カルメン』を読む8
テキスト8の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第9回：　『カルメン』を読む9
テキスト9の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第10回：　『カルメン』を読む10
テキスト10の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第11回：　『カルメン』を読む11
テキスト11の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第12回：　『カルメン』を読む12
テキスト12の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第13回：　『カルメン』を読む13
テキスト13の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第14回：　『カルメン』を読む14
テキスト14の黙読及び作品解説、設問解法の手引き1
第15回：　『カルメン』を読む15
テキスト14の黙読及び作品解説、設問解法の手引き2、全
体まとめ



2019-S000009432-07西洋文学Ｂ（原作と比べて味わうフランス・オペラ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

林　信蔵

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、主に19世紀後半のフランス・オペラ作品をそ
の原作の文学作品とくらべながら鑑賞することで、19世紀フラ
ンスの文学や音楽の歴史を学び、さらにそうした作品を生み出
した文化的背景を考察して行きます。
　まず、西洋オペラの歴史を簡単に解説した上で、オペラと
ミュージカルの違いを説明します。その上で、19世紀の後半の
フランス・オペラに大きな影響を与えたドイツの作曲家ヴァー
グナーの《トリスタンとイゾルデ》を鑑賞します。そして、
ヴァーグナーの影響を受けたフランス・オペラとしてマスネの
《タイス》とドビュッシーの《ペレアスとメリザンド》を原作
と比較しながら鑑賞して行きます。オペラの見せ場を鑑賞し、
その場面が原作ではどのように扱われているのかを解説してい
きます。
　音楽的特徴の説明も一部しますが、楽譜が読めるなど専門的
な知識を必要とするものではありません。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀後半のフランス文学およびオペラの特徴を理解し、説明
できる。(知識・理解)

オペラ作品を生み出す背景となる文化の特徴を理解し、説明で
きる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で配布されるテ
キストを授業が始まる前までに目を通しておく必要がありま
す。復習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で課されるコ
メント課題に対応するため内容の復習が必要です。さらに定期
試験にも備えて復習をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回、授業の終わりに特定のテーマに関して、200文字程度
のコメントを書いてもらいます。成績は、そのコメントの内容
を40%で評価します。コメントの評価基準は、授業内で詳しく
説明します。これに加え、定期試験の結果が60%の割合で反映
されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業内で配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業内で提示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　他の学生の学びを邪魔しないように、私語に関しては厳
格に対応します。授業は日本語の資料を主に扱い、外国語
を理解することは求めませんが、西洋の文化、芸術に関心
があると授業に興味が持ちやすいと思われます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　オペラの歴史
３　番号オペラ
４　ミュージカルとの違い
５《トリスタンとイゾルデ》①
６《トリスタンとイゾルデ》②
７《トリスタンとイゾルデ》③
８《タイス》①
９《タイス》②
10《タイス》③
11《ペレアスとメリザンド》①
12《ペレアスとメリザンド》②
13《ペレアスとメリザンド》③
14関連作品
15まとめ・授業アンケート



2019-S000009432-09西洋文学Ｂ（原作と比べて味わうフランス・オペラ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

林　信蔵

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、主に19世紀後半のフランス・オペラ作品をそ
の原作の文学作品とくらべながら鑑賞することで、19世紀フラ
ンスの文学や音楽の歴史を学び、さらにそうした作品を生み出
した文化的背景を考察して行きます。
　まず、西洋オペラの歴史を簡単に解説した上で、オペラと
ミュージカルの違いを説明します。その上で、19世紀の後半の
フランス・オペラに大きな影響を与えたドイツの作曲家ヴァー
グナーの《トリスタンとイゾルデ》を鑑賞します。そして、
ヴァーグナーの影響を受けたフランス・オペラとしてマスネの
《タイス》とドビュッシーの《ペレアスとメリザンド》を原作
と比較しながら鑑賞して行きます。オペラの見せ場を鑑賞し、
その場面が原作ではどのように扱われているのかを解説してい
きます。
　音楽的特徴の説明も一部しますが、楽譜が読めるなど専門的
な知識を必要とするものではありません。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀後半のフランス文学およびオペラの特徴を理解し、説明
できる。(知識・理解)

オペラ作品を生み出す背景となる文化の特徴を理解し、説明で
きる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で配布されるテ
キストを授業が始まる前までに目を通しておく必要がありま
す。復習に関しては、30分ほどの時間で、授業内で課されるコ
メント課題に対応するため内容の復習が必要です。さらに定期
試験にも備えて復習をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回、授業の終わりに特定のテーマに関して、200文字程度
のコメントを書いてもらいます。成績は、そのコメントの内容
を40%で評価します。コメントの評価基準は、授業内容の正確
な理解とそれに基づいた独自の意見が示されているかを重視し
ます。これに加え、定期試験の結果が60%の割合で反映されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業内で配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業内で提示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　他の学生の学びを邪魔しないように、私語に関しては厳
格に対応します。授業は日本語の資料を主に扱い、外国語
を理解することは求めませんが、西洋の文化、芸術に関心
があると授業に興味が持ちやすいと思われます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　オペラの歴史
３　番号オペラ
４　ミュージカルとの違い
５《トリスタンとイゾルデ》①
６《トリスタンとイゾルデ》②
７《トリスタンとイゾルデ》③
８《タイス》①
９《タイス》②
10《タイス》③
11《ペレアスとメリザンド》①
12《ペレアスとメリザンド》②
13《ペレアスとメリザンド》③
14関連作品
15まとめ・授業アンケート



2019-S000009432-01西洋文学Ｂ（文学から文化を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　文学作品は必ず何らかの題材を描きます。あるものを描くと
き、作者は完全に客観的になることはできず、主観や偏りから
免れることはできません。あるいは、作者は意図的に偏った描
き方をするかもしれません。そして、そのような偏りは、作者
個人の思想によるところも大きいですが、その作者の思想は、
歴史や社会背景など、広い意味での文化から影響を受けていま
す。
　この授業では、イギリス文学作品を中心に取り上げ、そこに
潜む文化的な要素を探求していきます。前半では、主に「イギ
リスらしさ」が、どのように描かれているのかという観点から
議論します。後半は、作品中に無意識的に入り込んだ時代の風
潮を読み取っていきます。多くの実例がある方が理解しやすい
ため、文学作品だけでなく、映画などにも言及しながら講義を
行っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①授業で取り上げる文化に関する文学理論の基礎的な概念と文
学作品の特徴を理解し、説明することができる。(知識・理解)

②文化に関する文学理論の基礎を踏まえて、具体的な作品を批
評することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で配布する資料を読み直してください（30分程度）。
授業内で取り上げる小説や映画を、事前あるいは事後に、読ん
だり、見たりしてください（120分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって到達目標の達成度を測定し、成績評価を行
う。
定期試験は、A)知識を問う問題とB)論述式問題で構成される。
主として、A)によって到達目標①を評価し、B)によって到達目
標②を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

試験問題は授業内容からまんべんなく出題するため、出席
率が低いと正答は難しくなります。
私語や居眠りなど、他の学生の受講の妨げとなる行為は慎
むこと。また、授業中の不要不急の出入りは控えること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．ロンドン五輪開会式から学ぶ英国らしさ１
３．ロンドン五輪開会式から学ぶ英国らしさ２
４．英国紳士の描き方
５．英国と自然
６．ハリー・ポッターから見るイギリスの学校
７．「こども」の概念の変遷
８．「地下」への探求
９．ドラキュラと逆植民地主義
１０．ホームズとインド
１１．ピーター・パンとボーイスカウト
１２．クリスマスの物語
１３．イギリスにおける同性愛
１４．同性愛の描き方
１５．まとめ



2019-S000009432-02西洋文学Ｂ（ブロードウェイ・ミュージカル）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　文学作品に接するとき、作品によって提示された問題点を受
け止め、どのように対処して行くのか、自分なりに考えること
が大切である。今年度はミュージカル映画を題材に、ミュージ
カルで提示された問題を考えて行く。
　授業：鑑賞のポイントなどの資料を配布する（あるいはスク
リーンに提示する）ので、それを参考にしながら、作品を鑑賞
する。後で感想をまとめるためにメモを取るのも良い方法。
　1990年代以降のブロードウェイ復興後のアメリカのミュージ
カル作品を対象とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学作品に接するとき、作品によって提示された問題点を受け
止め、どのように対処して行くのか、自分なりに考えることが
できるようになる。 (技能)

ミュージカルで歌われる曲はただ単に歌うのではなく、ストー
リーの進行や登場人物の心理と密接な関係があるので、歌詞の
意味を考えながら、鑑賞できるようになる。 (知識・理解)

ミュージカル映画の鑑賞を通して、批評能力、論理的思考力、
洞察力、考えの異なる他者を思いやる力を養成できるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で扱われる作品のテーマなどのポイントを教科書を
読みながら、印をつけたり、ノートに抜き書きしておく。（30
分～１時間程度）
復習：もう一度作品のテーマについて考え、自分なりの意見を
メモしたり、感想をまとめておく。ストーリーの展開に従って
曲の内容を整理しておく。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

それぞれのミュージカル作品によって提示されたテーマや問題
点をどの程度論理的に理解しているか、代表曲の歌詞をどの程
度理解しているか、作者や作品のバックグラウンドをどの程度
理解しているかを定期試験の成績評価基準とする。定期試験
100%.

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山内伸『進化するミュージカル』論創社　
ISBN 978-4-8460-0631-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語と携帯電話は厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

(1) マンマ・ミーア！１
(2) マンマ・ミーア！２
(3) ライオンキング（概略のみ）
(4) レント１
(5) レント２
(6) シカゴ１
(7) シカゴ２
(8) プロデューサーズ1
(9) プロデューサーズ２
(10)  ヘアスプレー１
(11)  ヘアスプレー2
(12) 美女と野獣１
(13) 美女と野獣 ２
(14) ウィキッド（概略のみ ）アナと雪の女王１
(15)  アナと雪の女王２



2019-S000009432-03西洋文学Ｂ（混沌と希望）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

山中　博心

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では19世紀末から20世紀への世紀転換期に詩人たちが
抱えた言語危機の問題と、それまでの予定調和的な世界（神の
世界）の喪失から如何にして自己を取り戻していくのか、また
ナチスによるユダヤ人虐殺という未曾有の出来事の後にも詩を
書くことが可能なのか、その場合それまでとは違った言語の生
産性とは何かを考える。講義形式であるが毎回テーマに沿った
200字程度の小文を書いてもらう。事前・事後学習として該当
する詩及び解説に眼を通しておくことが望ましい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語の多義的な意味についての認識が深まる。(知識・理解)

詩的表現を通して自分の世界像を膨らますことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自分なりにイメージを膨らませておくことが授業での関心を高
めることになるので事前に詩に目を通しておくこと。また自分
が抱いていたイメージの修正を事後学習ですること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

達成目標の（知識・理解）および（態度・志向性）について
毎回提出してもらう小文を小課題点とし、定期試験の結果と合
わせて評価する。小文、定期試験とも自分の意見を詩人の言葉
を手がかりにどれだけ客観性を持たせているかで判断する。平
常点30点、定期試験70点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

庄野幸吉・檜山哲彦編『ドイツ名詩選』（岩波文庫）900
円　ISBN4-00324601-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分で感じ、考えることを旨とする。借りてきた説明書を
写すようなことはこの講義の目的にそぐわない。自分の個
的な感性を如何にして他者と共有できるかを心がけるこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　1　はじめに
　2　ニーチェ
　3　ヴェデキント
　4　ゲオルゲ
　5　ホフマンスタール
　6　ホフマンスタール
　7　リルケ　
　8　リルケ
　9　リルケ
　10　ヘッセ
　11　ツェラン
　12　ツェラン
　13　ツェラン
　14　ツェラン
　15　終わりに



2019-S000009432-04西洋文学Ｂ（フランス文学と人間学）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　４時限　　

輪田　裕

◎－－－　概要　－－－◎

「文学」とは、わたしたちが何気なく思い描く「人間」のイ
メージを、文章によって具体的に、かつ分かりやすく表現する
ものです。とくにフランス文学の特徴のひとつはテキストで使
用する『フランス文学案内』が指摘しているように「人間学」
にあります。人間学とは「人間とは何か」を問うものですが、
その問いを抽象的な哲学で扱うのではなく、具体的な人間（た
ち）を、具体的・日常的状況とともに描きながら問いかけるも
のです。フランスの作家たちが問いかけ、それに答えようとし
たさまざまな姿を見てゆきながら、人間とは何かを考えるきっ
かけにしたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

フランス文学に関する基本的知識を身につけ、説明することが
できる（知識・理解）(知識・理解)

人間とは何かを問いかけ、人間の多様性を考慮した相対的思考
を行うことができる（技能）(技能)

人間の多様な姿を見ることによって、人間とは何かを考える態
度を身につける（態度・志向性(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義では、特定の作家の特定の時代を取り上げますので、あら
かじめテキストの該当ページを読んでおいて講義の内容が理解
しやすいようにしておいてください。また、講義でとりあげた
作家の作品は文庫で読める作品ばかりですので、講義後は実際
に読んでみてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験ではフランス文学の基礎知識と、人間
学としてのフランス文学を問います。また、後期の講義中に複
数回提出するミニッツペーパーでは講義のテーマに沿った記述
が論理的に表現しているかどうかを評価します。定期試験を8
割、ミニッツペーパーを2割として成績評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

渡辺一夫・鈴木力衛著『増補　フランス文学案内』、岩波
文庫別冊①

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

人間理解に関して現代日本とは文化的に異なるフランス精
神を扱いますので、自分の常識や考え方と異なる人間像が
扱われることがあります。そのような自分と異なるに見方
に積極的な関心を持つことが苦手な学生さんは履修を避け
てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入
２．モラリスト：人間性探求
３．人間の危機と恋愛：『クレーヴの奥方』
４．恋愛における理性と情念：『フェードル』
５．恋愛の心理解剖：『アドルフ』
６．理性と意志：『情念論』と『ル・シッド』
７．社交界と人間：『人間嫌い（ル・ミザントロープ）』
８．社会と人間：ゴリオの父性愛
９．社会と人間：ラスティニヤック
10. 社会への抗議：『赤と黒』
11. 自己探求：『エセー』
12. ロマン主義的人間像：『ボヴァリー夫人』
13. 実存としての人間：『異邦人』
14. 神なき人間：『パンセ』
15. まとめ



2019-S000009442-01人文地理学（系統地理学の主題について考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

磯田　則彦

◎－－－　概要　－－－◎

　地理学は、通常系統地理学と地誌学に分類される。両者の比
重は時代とともに変化してきたが、前者の重要性は1950年代以
降の世界の地理学の動向を見れば一目瞭然である。系統地理学
は、実に多くの専門領域から構成されるが、通常その内容によ
り人文地理学と自然地理学に分類される。本講義では、地理学
における系統地理学の位置づけと特徴について理解したうえ
で、人文地理学の基本的な領域の理解を目標とする。人文地理
学にはどのような主題があり、その主題にはどのような地域性
が認められるのか、という観点から学習を進めていきたい。具
体的には、世界の農業・工業・都市の地域性や特徴について、
アメリカやＥＵ諸国、および中国などを事例地域として考察す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人文地理学が扱う主題について理解し説明できる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回の講義内容の理解を進めるために、講義時間以上の予
習・復習を行ってください（講義１時間あたり２時間程度）。
具体的には、授業中に配布する資料の文章を次回の講義までに
熟読してくる。および、板書ノートや前記資料中の専門用語の
意味や重要統計などを復習してくる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果（100％）により評価する。具体的には、世
界の農業・工業・都市に関する専門用語や地名・都市名、およ
び重要統計などが理解できているかを重視する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　なし。配布資料により講義を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

　地図帳および世界国勢図会等

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　クラスサイズが比較的大きいので、授業中に充分に理解
できなかった点、確認しておきたい点、疑問点などはオ
フィス・アワーなどを利用して補うことをすすめます。も
ちろん、人文地理学を受講する上での学習上のアドバイス
などもできますので、遠慮なく相談してください。みなさ
んが主体的に勉強できる環境を一緒につくりましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①　地理学と系統地理学
②　人文地理学の主題とは
③　穀物栽培農業
④　有畜農業
⑤　中国の農業
⑥　アメリカの農業
⑦　工業の種類
⑧　工業の立地
⑨　アメリカの工業地域
⑩　ＥＵの工業地域
⑪　世界の都市分類
⑫　世界の特徴的な都市
⑬　世界の大都市
⑭　世界の都市問題
⑮　まとめ



2019-S000009433-01芸術Ａ（文化遺産・世界遺産・近代化遺産①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　治水利水建造物等
３　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(1)
４　九州の産業遺産　農業施設・用水路等　(2)
５　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(1)
６　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(2)
７　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(3)
８　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(4)
９　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(5)
10　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(6)
11　九州の産業遺産　交通運輸建造物　(7)
12　九州の産業遺産　鉄道車両
13　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
14　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
15　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)



2019-S000009433-03芸術Ａ（西洋美術の味わい方入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、まず、現代における美術の意義について具体的
な作例をとりあげながら理解を進めます。その上で、イタリ
ア・ルネサンスを主とする西洋近世絵画の代表的な作品取り上
げつつ、絵画の歴史を概観します。毎回、代表的な作家とその
作品を紹介し、その特徴と時代背景などについて概説し、これ
によって絵画の見方（絵画作品を歴史的な枠組みに位置づけ、
その特徴を理解すること）を体得することを目指します。また
ヨーロッパの主な術館についても紹介します。。
　なお、毎回の授業スライド抄録や関連した情報を「ムード
ル」サイトで提供しています（「福岡大学、ムードル」で検索
してください）。
　さらに、授業では毎回、復習問題を配付しますから、授業後
にやってみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋絵画史の主要な作品とその特質について知り、絵画の見方
を体得する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回、感想カードを実施します。成績
評価は定期試験と感想カードを総合して行います。定期試験６
割、感想カード４割が大まかな目安。　授業で毎回呈示するポ
イントの理解度、作文能力の優劣が定期試験評価の基準です。
感想カードは授業内容の理解度と作文能力によって評価されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
あります）
ウェブ上のバーチャル美術館http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：福岡の美術館と現代美術
２　現代美術の特質とその見方
３　西洋古絵画を「読む」
４　世界の美術館（その１）ルーヴル美術館
５　ルネサンス絵画の始まり：ジォットー
６　ゴシック絵画の魅力：14世紀シエナ絵画
７　国際ゴシック絵画と写本装飾：ランブール兄弟
８　世界の美術館（その２）ウフィツィ美術館
９　イタリアルネサンス：マザッチォ
１０　北方ルネサンス：ヤン・ファン・エイク
１１　北方ルネサンスとイタリアルネサンス
１２　世界の美術館（その３）美術史美術館
１３　ルネサンス絵画と古代神話：ボッティチェリ
１４　聖母の画家ラファエロ
１５　授業内容の総括



2019-S000009433-04芸術Ａ（西洋美術の味わい方入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、まず、現代における美術の意義について具体的
な作例をとりあげながら理解を進めます。その上で、イタリ
ア・ルネサンスを主とする西洋近世絵画の代表的な作品取り上
げつつ、絵画の歴史を概観します。毎回、代表的な作家とその
作品を紹介し、その特徴と時代背景などについて概説し、これ
によって絵画の見方（絵画作品を歴史的な枠組みに位置づけ、
その特徴を理解すること）を体得することを目指します。また
ヨーロッパの主な術館についても紹介します。。
　なお、毎回の授業スライド抄録や関連した情報を「ムード
ル」サイトで提供しています（「福岡大学、ムードル」で検索
してください）。
　さらに、授業では毎回、復習問題を配付しますから、授業後
にやってみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋絵画史の主要な作品とその特質について知り、絵画の見方
を体得する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回、感想カードを実施します。成績
評価は定期試験と感想カードを総合して行います。定期試験６
割、感想カード４割が大まかな目安。　授業で毎回呈示するポ
イントの理解度、作文能力の優劣が定期試験評価の基準です。
感想カードは授業内容の理解度と作文能力によって評価されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
あります）
ウェブ上のバーチャル美術館http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：福岡の美術館と現代美術
２　現代美術の特質とその見方
３　西洋古絵画を「読む」
４　世界の美術館（その１）ルーヴル美術館
５　ルネサンス絵画の始まり：ジォットー
６　ゴシック絵画の魅力：14世紀シエナ絵画
７　国際ゴシック絵画と写本装飾：ランブール兄弟
８　世界の美術館（その２）ウフィツィ美術館
９　イタリアルネサンス：マザッチォ
１０　北方ルネサンス：ヤン・ファン・エイク
１１　北方ルネサンスとイタリアルネサンス
１２　世界の美術館（その３）美術史美術館
１３　ルネサンス絵画と古代神話：ボッティチェリ
１４　聖母の画家ラファエロ
１５　授業内容の総括



2019-S000009433-06芸術Ａ（西洋美術の味わい方入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、まず、現代における美術の意義について具体的
な作例をとりあげながら理解を進めます。その上で、イタリ
ア・ルネサンスを主とする西洋近世絵画の代表的な作品取り上
げつつ、絵画の歴史を概観します。毎回、代表的な作家とその
作品を紹介し、その特徴と時代背景などについて概説し、これ
によって絵画の見方（絵画作品を歴史的な枠組みに位置づけ、
その特徴を理解すること）を体得することを目指します。また
ヨーロッパの主な術館についても紹介します。。
　なお、毎回の授業スライド抄録や関連した情報を「ムード
ル」サイトで提供しています（「福岡大学、ムードル」で検索
してください）。
　さらに、授業では毎回、復習問題を配付しますから、授業後
にやってみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋絵画史の主要な作品とその特質について知り、絵画の見方
を体得する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回、感想カードを実施します。成績
評価は定期試験と感想カードを総合して行います。定期試験６
割、感想カード４割が大まかな目安。　授業で毎回呈示するポ
イントの理解度、作文能力の優劣が定期試験評価の基準です。
感想カードは授業内容の理解度と作文能力によって評価されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
あります）
ウェブ上のバーチャル美術館http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：福岡の美術館と現代美術
２　現代美術の特質とその見方
３　西洋古絵画を「読む」
４　世界の美術館（その１）ルーヴル美術館
５　ルネサンス絵画の始まり：ジォットー
６　ゴシック絵画の魅力：14世紀シエナ絵画
７　国際ゴシック絵画と写本装飾：ランブール兄弟
８　世界の美術館（その２）ウフィツィ美術館
９　イタリアルネサンス：マザッチォ
１０　北方ルネサンス：ヤン・ファン・エイク
１１　北方ルネサンスとイタリアルネサンス
１２　世界の美術館（その３）美術史美術館
１３　ルネサンス絵画と古代神話：ボッティチェリ
１４　聖母の画家ラファエロ
１５　授業内容の総括



2019-S000009433-09芸術Ａ（西洋美術の味わい方入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、まず、現代における美術の意義について具体的
な作例をとりあげながら理解を進めます。その上で、イタリ
ア・ルネサンスを主とする西洋近世絵画の代表的な作品取り上
げつつ、絵画の歴史を概観します。毎回、代表的な作家とその
作品を紹介し、その特徴と時代背景などについて概説し、これ
によって絵画の見方（絵画作品を歴史的な枠組みに位置づけ、
その特徴を理解すること）を体得することを目指します。また
ヨーロッパの主な術館についても紹介します。。
　なお、毎回の授業スライド抄録や関連した情報を「ムード
ル」サイトで提供しています（「福岡大学、ムードル」で検索
してください）。
　さらに、授業では毎回、復習問題を配付しますから、授業後
にやってみましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋絵画史の主要な作品とその特質について知り、絵画の見方
を体得する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回、感想カードを実施します。成績
評価は定期試験と感想カードを総合して行います。定期試験６
割、感想カード４割が大まかな目安。　授業で毎回呈示するポ
イントの理解度、作文能力の優劣が定期試験評価の基準です。
感想カードは授業内容の理解度と作文能力によって評価されま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
あります）
ウェブ上のバーチャル美術館http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：福岡の美術館と現代美術
２　現代美術の特質とその見方
３　西洋古絵画を「読む」
４　世界の美術館（その１）ルーヴル美術館
５　ルネサンス絵画の始まり：ジォットー
６　ゴシック絵画の魅力：14世紀シエナ絵画
７　国際ゴシック絵画と写本装飾：ランブール兄弟
８　世界の美術館（その２）ウフィツィ美術館
９　イタリアルネサンス：マザッチォ
１０　北方ルネサンス：ヤン・ファン・エイク
１１　北方ルネサンスとイタリアルネサンス
１２　世界の美術館（その３）美術史美術館
１３　ルネサンス絵画と古代神話：ボッティチェリ
１４　聖母の画家ラファエロ
１５　授業内容の総括



2019-S000009433-08芸術Ａ（西洋美術の歴史―ヨーロッパの都市をめぐる）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、古代ギリシャから20世紀までの西洋美術の歴
史を学びます。毎回ヨーロッパやアメリカの都市を一つ取り上
げ、関連する絵画・彫刻・建築などをパワーポイント等で紹介
していきます。
　
　美術の歴史は国家や政治、経済などと密接に関わりながら展
開されてきました。それぞれの時代に繁栄した都市を軸に美術
を見ていくことで、古代ギリシャから20世紀までの約2500年に
わたる西洋文明の歴史をたどります。

　西洋美術史を学ぶことにより、高校までに学んできた知識と
しての世界史を、より現実感のあるものとして理解できるよう
になるでしょう。

　また現代では、たとえばテレビのCMやCDのジャケットなど
で、西洋美術のイメージがしばしば引用されています。美術の
歴史を知ることで、私たちが生きる現代をも新たな目で見られ
るようになるはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基本的な知識を身に付けること(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業内容を正確に理解できたかどうかを確認するために、プ
リントやノートを読み返すこと。（30分）
・興味を持った芸術家や作品について図書館などで調べるこ
と。（60分）
・授業内容を理解する上では、高校までに学習した世界史の知
識が土台となるため、必要に応じて各自復習すること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

西洋の芸術に関する基本的な知識を習得できたかを評価基準と
します。
定期試験70％、毎回の講義時の感想カード30％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。
プリント（穴埋め式）を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649
『新西洋美術史』　ISBN 978-4890135837

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の私語は厳禁です。
・知らない作品や初めて見る作品に対しても、好奇心を
持って鑑賞する姿勢が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
アテネ：古代ギリシャの美術
第2回
ローマ①：古代ローマの美術
第3回
イスタンブール：ビザンティンの美術
第4回
フィレンツェ：イタリア・ルネサンスの美術
第5回
ローマ②：ルネサンスとバロックの美術
第6回
ウィーン：北方ルネサンスの美術
第7回
マドリード：スペイン黄金時代の美術
第8回
パリ①：フランス古典主義とロココの美術
第9回
アムステルダム：17世紀オランダの美術
第10回
ロンドン：18世紀のイギリス美術
第11回
パリ②：新古典主義とロマン主義
第12回
パリ③：印象派と20世紀前半の西洋美術
第13回
ミュンヘン：ドイツの近現代美術
第14回
ニューヨーク：第二次世界大戦後の美術
第15回
まとめ



2019-S000009433-07芸術Ａ（西洋美術の歴史―ヨーロッパの都市をめぐる）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、古代ギリシャから20世紀までの西洋美術の歴
史を学びます。毎回ヨーロッパやアメリカの都市を一つ取り上
げ、関連する絵画・彫刻・建築などをパワーポイント等で紹介
していきます。
　
　美術の歴史は国家や政治、経済などと密接に関わりながら展
開されてきました。それぞれの時代に繁栄した都市を軸に美術
を見ていくことで、古代ギリシャから20世紀までの約2500年に
わたる西洋文明の歴史をたどります。

　西洋美術史を学ぶことにより、高校までに学んできた知識と
しての世界史を、より現実感のあるものとして理解できるよう
になるでしょう。

　また現代では、たとえばテレビのCMやCDのジャケットなど
で、西洋美術のイメージがしばしば引用されています。美術の
歴史を知ることで、私たちが生きる現代をも新たな目で見られ
るようになるはずです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基本的な知識を身に付けること(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業内容を正確に理解できたかどうかを確認するために、プ
リントやノートを読み返すこと。（30分）
・興味を持った芸術家や作品について図書館などで調べるこ
と。（60分）
・授業内容を理解する上では、高校までに学習した世界史の知
識が土台となるため、必要に応じて各自復習すること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

西洋の芸術に関する基本的な知識を習得できたかを評価基準と
します。
定期試験70％、毎回の講義時の感想カード30％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。
プリント（穴埋め式）を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649
『新西洋美術史』　ISBN 978-4890135837

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の私語は厳禁です。
・知らない作品や初めて見る作品に対しても、好奇心を
持って鑑賞する姿勢が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
アテネ：古代ギリシャの美術
第2回
ローマ①：古代ローマの美術
第3回
イスタンブール：ビザンティンの美術
第4回
フィレンツェ：イタリア・ルネサンスの美術
第5回
ローマ②：ルネサンスとバロックの美術
第6回
ウィーン：北方ルネサンスの美術
第7回
マドリード：スペイン黄金時代の美術
第8回
パリ①：フランス古典主義とロココの美術
第9回
アムステルダム：17世紀オランダの美術
第10回
ロンドン：18世紀のイギリス美術
第11回
パリ②：新古典主義とロマン主義
第12回
パリ③：印象派と20世紀前半の西洋美術
第13回
ミュンヘン：ドイツの近現代美術
第14回
ニューヨーク：第二次世界大戦後の美術
第15回
まとめ



2019-S000009433-05芸術Ａ（日本の美術館のこれまで ー1870年代から2000年にかけて）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

川浪　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

　日本において、明治期に原点をもつ「美術館」という文化施
設は、戦後以降全国各地で一斉に整備され、現在その数は公
立、私立、類似施設まで含めると1000館近くにのぼるといわれ
ます。世界に日本の文化度を示すバロメーターともいわれる美
術館は、私たちの暮らしにすっかり定着した感がありますが、
その成り立ちや歴史については、あまり知られていないのが現
状です。
　本講義では、日本において美術館はどのような理由で生ま
れ、どのように理解、受容され、どのように整備、発展してき
たのか、日本の美術館が歩んできた1870年代から2000年にかけ
ての道のりを歴史的に考察することで、美術館の役割とこれか
らの可能性について検証していきます。
　担当教員は、九州と四国の美術館学芸員として35年を超える
勤務経験と、戦後から現代の美術やミュージアム・マネジメン
ト、地域アートと美術館などの専門性を活かした活動実績を
持っています。福岡・九州を始めとする全国の美術館の具体的
な事例をもとに、こうした実務経験を活かして、わかりやすく
紹介していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の美術館の歴史に関する基本的な知識を身につけ、概略を
説明することができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関連する美術館や展覧会なども随時紹介します。受
講期間中に、身近な美術館から積極的に訪問し、できれば複数
回の美術館利用体験をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の理解度と自分の考えをまとめる作文能力について、
下記の方法で総合的に評価します。

1，定期試験（小論文形式）　70％
2，講義時に月1回程度提出してもらう感想カード　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。必要に応じて、年表資料などを配付しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

全国美術館会議　美術館リンク集
http://www.zenbi.jp/link.php

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

美術館とその歴史については、知識の受容だけではなく自
分の目で見て、感じ、考えることが重要です。全国の美術
館のライブな情報提供に努めますので、授業内外での積極
的な参加をお願いします。なお、講義内容を予告なしに変
更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1，イントロダクション
2，美術館の原点・1870年代～1940年代
　ー言葉としての美術館、それは博覧会から始まった
3，美術館の原点ー建物としての美術館
4，美術館の原点ーコレクションとしての美術館
5，第1世代の美術館・1950年代～1970年代
       　ー施設としての美術館、経済発展の象徴として
6，第1世代の美術館(1)　近代美術のモデル
7，第1世代の美術館(2)　公募展、新聞社主催展
8,　第2世代の美術館・1970年代後半～1980年代
　        ー機関としての美術館、1県1館時代へ
9,　第2世代の美術館(1)　専門性を求めて
10,　第2世代の美術館(2)　企画展と作品収集
11,　第3世代の美術館・1980年代後半～2000年
　       ー機能としての美術館、豊かさの多様化
12,　第3世代の美術館(1)　市町村立館、専門館の時代
13,　第3世代の美術館(2)　利用者の発見、教育普及
14,　第3世代の美術館(3)　ボランティア、NPO
15,　まとめ



2019-S000009434-01芸術Ｂ（文化遺産・世界遺産・近代化遺産②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　芸術といえば、美術、音楽、文学、演劇、映画など、さまざ
まな表現と内容があります。この授業では、芸術一般ではな
く、文化遺産を対象にします。文化遺産は、広義では人類の文
化的活動によって生み出された建造物、遺跡、美術品、音楽、
演劇などの有形（不動産・可動文化財）・無形の文化的所産の
ことをいうが、ここでは、近年社会的に注目を集めている、お
もに世界遺産、近代化遺産について、九州を中心に具体的事例
をとりあげてみてゆきます。
　美術館学芸員としての勤務経験がある教員が、テキストの講
読を中心としながら、文化遺産、近代化遺産の保存や活用に関
する身近な具体的事例説明もおりまぜ、時には画像映写なども
行いながら授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解する。(知
識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を学び、教
養として理解する。(知識・理解)

・文化遺産、世界遺産、近代化遺産を各自の以後の人生の中で
時々に身近な問題として考える態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと（90分程
度目標）。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと（90分程
度目標）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概要と事例を、どの程度
まで理解できているかどうかを評価の基準とします。時々に提
出してもらう短い感想文などの平常点30％、期末試験70％を目
安として総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田光紀『九州遺産』（弦書房、2005年6月）

◎－－－　参考書　－－－◎

 適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　文化遺産を含めた芸術に関心をもつことが前提です。そ
のためには身近にある文化遺産や近代化遺産に行ってみる
ことを勧めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(1)
３　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(2)
４　九州の産業遺産　鉱山・炭坑施設　(3)
５　九州の産業遺産　工場・関連施設
６　九州の産業遺産　造船施設
７　九州の産業遺産　軍事・基地施設
８　九州の産業遺産　軍事・要塞・砲台
９　九州の産業遺産　軍事・原爆被爆構造物
10　九州の産業遺産　公共・公会堂
11　九州の産業遺産　公共・学校
12　九州の産業遺産　公共・宗教施設
13　九州の産業遺産　商業・ホテル
14　九州の産業遺産　商業・銀行
15　九州の産業遺産　商業・店舗群



2019-S000009434-03芸術Ｂ（西洋近代絵画の魅力）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、現代美術の最も重要な源泉であった１９世紀
フランス絵画の特質を歴史的に理解することを目指します。具
体的には、まず、われわれの身の回りにある美術の現状を確認
し、その成り立ちの歴史的経緯を１８世紀から１９世紀にかけ
ての美術趣味の変化から説明します。
　その上で、新古典主義からロマン主義、レアリスム、印象主
義と連なるフランス１９世紀絵画の流れを、１９世紀アカデミ
スム絵画との関連も視野に入れながら概説します。その間、当
該時期の作品を収集する世界の主要な美術館とそのコレクショ
ンについても紹介します。
　なお、毎回の授業のスライド抄録など学習を助ける情報を
ムードルで提供します（「福岡大学　ムードル」で検索してく
ださい）から、積極的に活用しましょう。
　また、毎回、事後学習を助けるための復習問題を配付します
から、授業後にやってみるようにしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀フランス絵画の特質を歴史的に理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回感想カードを提出してもらいま
す。成績評価は定期試験、感想カードを総合して行いますが、
定期試験６割、感想カード４割が目安です。
　定期試験では、授業で毎回呈示するポイントの理解度、作文
能力の優劣が定期試験評価の基準となります。また、感想カー
ドは、授業内容についての関心の高さと作文力によって評価さ
れます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
そろっています）
ウエブ上の美術館
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代美術の状況とその起源
２　ロマン主義の美術観
３　ロココの魅力：ワトー
４　世界の美術館（１）ロンドン、ナショナルギャラリー
５　ロココへの反発：１８世紀半ばの趣味の変化
６　新古典主義絵画：ダヴィッド
７　フランス革命期の美術
８　世界の美術館（２）ドレスデン国立絵画館
９　イギリスにおける新しい絵画動向
１０　19世紀フランスのアカデミズム絵画
１１　ロマン派：ドラクロワ
１２　世界の美術館（その３）アルテ・ピナコテーク美術
館
１３　レアリスム（１）：クールベ
１４　レアリスム（２）：マネと印象派
１５　19世紀フランス絵画の殿堂オルセー美術館



2019-S000009434-04芸術Ｂ（西洋近代絵画の魅力）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、現代美術の最も重要な源泉であった１９世紀
フランス絵画の特質を歴史的に理解することを目指します。具
体的には、まず、われわれの身の回りにある美術の現状を確認
し、その成り立ちの歴史的経緯を１８世紀から１９世紀にかけ
ての美術趣味の変化から説明します。
　その上で、新古典主義からロマン主義、レアリスム、印象主
義と連なるフランス１９世紀絵画の流れを、１９世紀アカデミ
スム絵画との関連も視野に入れながら概説します。その間、当
該時期の作品を収集する世界の主要な美術館とそのコレクショ
ンについても紹介します。
　なお、毎回の授業のスライド抄録など学習を助ける情報を
ムードルで提供します（「福岡大学　ムードル」で検索してく
ださい）から、積極的に活用しましょう。
　また、毎回、事後学習を助けるための復習問題を配付します
から、授業後にやってみるようにしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀フランス絵画の特質を歴史的に理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回感想カードを提出してもらいま
す。成績評価は定期試験、感想カードを総合して行いますが、
定期試験６割、感想カード４割が目安です。
　定期試験では、授業で毎回呈示するポイントの理解度、作文
能力の優劣が定期試験評価の基準となります。また、感想カー
ドは、授業内容についての関心の高さと作文力によって評価さ
れます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
そろっています）
ウエブ上の美術館
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代美術の状況とその起源
２　ロマン主義の美術観
３　ロココの魅力：ワトー
４　世界の美術館（１）ロンドン、ナショナルギャラリー
５　ロココへの反発：１８世紀半ばの趣味の変化
６　新古典主義絵画：ダヴィッド
７　フランス革命期の美術
８　世界の美術館（２）ドレスデン国立絵画館
９　イギリスにおける新しい絵画動向
１０　19世紀フランスのアカデミズム絵画
１１　ロマン派：ドラクロワ
１２　世界の美術館（その３）アルテ・ピナコテーク美術
館
１３　レアリスム（１）：クールベ
１４　レアリスム（２）：マネと印象派
１５　19世紀フランス絵画の殿堂オルセー美術館



2019-S000009434-06芸術Ｂ（西洋近代絵画の魅力）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、現代美術の最も重要な源泉であった１９世紀
フランス絵画の特質を歴史的に理解することを目指します。具
体的には、まず、われわれの身の回りにある美術の現状を確認
し、その成り立ちの歴史的経緯を１８世紀から１９世紀にかけ
ての美術趣味の変化から説明します。
　その上で、新古典主義からロマン主義、レアリスム、印象主
義と連なるフランス１９世紀絵画の流れを、１９世紀アカデミ
スム絵画との関連も視野に入れながら概説します。その間、当
該時期の作品を収集する世界の主要な美術館とそのコレクショ
ンについても紹介します。
　なお、毎回の授業のスライド抄録など学習を助ける情報を
ムードルで提供します（「福岡大学　ムードル」で検索してく
ださい）から、積極的に活用しましょう。
　また、毎回、事後学習を助けるための復習問題を配付します
から、授業後にやってみるようにしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀フランス絵画の特質を歴史的に理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回感想カードを提出してもらいま
す。成績評価は定期試験、感想カードを総合して行いますが、
定期試験６割、感想カード４割が目安です。
　定期試験では、授業で毎回呈示するポイントの理解度、作文
能力の優劣が定期試験評価の基準となります。また、感想カー
ドは、授業内容についての関心の高さと作文力によって評価さ
れます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
そろっています）
ウエブ上の美術館
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代美術の状況とその起源
２　ロマン主義の美術観
３　ロココの魅力：ワトー
４　世界の美術館（１）ロンドン、ナショナルギャラリー
５　ロココへの反発：１８世紀半ばの趣味の変化
６　新古典主義絵画：ダヴィッド
７　フランス革命期の美術
８　世界の美術館（２）ドレスデン国立絵画館
９　イギリスにおける新しい絵画動向
１０　19世紀フランスのアカデミズム絵画
１１　ロマン派：ドラクロワ
１２　世界の美術館（その３）アルテ・ピナコテーク美術
館
１３　レアリスム（１）：クールベ
１４　レアリスム（２）：マネと印象派
１５　19世紀フランス絵画の殿堂オルセー美術館



2019-S000009434-09芸術Ｂ（西洋近代絵画の魅力）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、現代美術の最も重要な源泉であった１９世紀
フランス絵画の特質を歴史的に理解することを目指します。具
体的には、まず、われわれの身の回りにある美術の現状を確認
し、その成り立ちの歴史的経緯を１８世紀から１９世紀にかけ
ての美術趣味の変化から説明します。
　その上で、新古典主義からロマン主義、レアリスム、印象主
義と連なるフランス１９世紀絵画の流れを、１９世紀アカデミ
スム絵画との関連も視野に入れながら概説します。その間、当
該時期の作品を収集する世界の主要な美術館とそのコレクショ
ンについても紹介します。
　なお、毎回の授業のスライド抄録など学習を助ける情報を
ムードルで提供します（「福岡大学　ムードル」で検索してく
ださい）から、積極的に活用しましょう。
　また、毎回、事後学習を助けるための復習問題を配付します
から、授業後にやってみるようにしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

19世紀フランス絵画の特質を歴史的に理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業内容について「小学館世界美術全集」などで調
べておきましょう。(30分）授業内容について「ムードル」掲
載の情報をチェックし予め概略を理解しておきましょう。（60
分）
事後学習：毎回呈示するポイントについて「小学館世界美術全
集」などでより詳しく学習しましょう。(60分）
ムードルで提供する情報を見ながら、授業の最後に配布する復
習問題を家でやってみましょう。（60分）次回の冒頭に答え合
わせをします。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期筆記試験を課す。毎回感想カードを提出してもらいま
す。成績評価は定期試験、感想カードを総合して行いますが、
定期試験６割、感想カード４割が目安です。
　定期試験では、授業で毎回呈示するポイントの理解度、作文
能力の優劣が定期試験評価の基準となります。また、感想カー
ドは、授業内容についての関心の高さと作文力によって評価さ
れます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　参考書　－－－◎

小学館世界美術全集（西洋美術編）の関連分冊（図書館に
そろっています）
ウエブ上の美術館
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.artcyclopedia.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　まじめな受講態度を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　現代美術の状況とその起源
２　ロマン主義の美術観
３　ロココの魅力：ワトー
４　世界の美術館（１）ロンドン、ナショナルギャラリー
５　ロココへの反発：１８世紀半ばの趣味の変化
６　新古典主義絵画：ダヴィッド
７　フランス革命期の美術
８　世界の美術館（２）ドレスデン国立絵画館
９　イギリスにおける新しい絵画動向
１０　19世紀フランスのアカデミズム絵画
１１　ロマン派：ドラクロワ
１２　世界の美術館（その３）アルテ・ピナコテーク美術
館
１３　レアリスム（１）：クールベ
１４　レアリスム（２）：マネと印象派
１５　19世紀フランス絵画の殿堂オルセー美術館



2019-S000009434-08芸術Ｂ（西洋における日本のイメージ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　西洋において日本はどのように受け入れられ、理解されてき
たのでしょうか。この講義では、欧米における日本と日本美術
の受容について歴史的に考察していきます。

　13世紀に中国を訪れたイタリア人の旅行家マルコ・ポーロは
日本を「チパング（ジパング）島」として紹介します。16世紀
なかばにフランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師などが来
日すると、ヨーロッパでも日本のことが少しずつ知られるよう
になります。17世紀には有田焼（古伊万里）がヨーロッパに輸
出されるようになり、宮廷などで愛好されました。19世紀初め
に来日したドイツ人のシーボルトは日本に関する著作を発表
し、ヨーロッパにおける日本研究の礎を築きます。そして日本
が開国すると、人やモノの交流が増え、19世紀後半にはパリを
中心にジャポニスムが流行することになりました。20世紀にな
ると欧米の美術界で活躍する日本人も登場します。

　日本の文化を西洋からの視点から考えるのは、少し難しく感
じられるかもしれません。しかし、いわゆるグローバル化が進
む中、私たちはこれまで以上に異文化の人々と関わりながら生
きていくことになるでしょう。この授業を通じて自分たちの文
化や芸術を相対的に考える視点を身に付けてもらえればと考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋や日本の芸術に関する基本的な知識を身に付けること(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業内容を正確に理解できたかどうかを確認するために、プ
リントやノートを読み返すこと。（30分）
・興味を持った芸術家や作品について図書館などで調べるこ
と。（60分）
・授業内容を理解する上では、高校までに学習した世界史・日
本史の知識が土台となるため、必要に応じて各自復習するこ
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

西洋や日本の芸術に関する基本的な知識を習得できたかを評価
基準とします。
定期試験70％、毎回の講義時の感想カード30％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。
プリント（穴埋め式）を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の私語は厳禁です。
・知らない作品や初めて見る作品に対しても、好奇心を
持って鑑賞する姿勢が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション
第2回　
西洋美術における四大陸の表現
第3回
日本はどのように描かれてきたのか―西洋の地図に描かれ
た日本
第4回
キリスト教の伝来と南蛮美術
第5回
古伊万里のヨーロッパへの伝播
第6回
ケンペルとシーボルトの日本研究
第7回
ヨーロッパ人が捉えた幕末・明治の日本
第8回
ジャポニスムと印象派
第9回
ジャポニスムとアール・ヌーヴォー
第10回
ドイツ語圏のジャポニスム
第11回
アメリカにおけるジャポニスム
第12回
藤田嗣治とエコール・ド・パリ
第13回
20世紀前半のアメリカで活躍した日本人画家たち
第14回
欧米で活躍する日本人の現代美術家たち　
第15回　まとめ



2019-S000009434-07芸術Ｂ（西洋における日本のイメージ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　西洋において日本はどのように受け入れられ、理解されてき
たのでしょうか。この講義では、欧米における日本と日本美術
の受容について歴史的に考察していきます。

　13世紀に中国を訪れたイタリア人の旅行家マルコ・ポーロは
日本を「チパング（ジパング）島」として紹介します。16世紀
なかばにフランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師などが来
日すると、ヨーロッパでも日本のことが少しずつ知られるよう
になります。17世紀には有田焼（古伊万里）がヨーロッパに輸
出されるようになり、宮廷などで愛好されました。19世紀初め
に来日したドイツ人のシーボルトは日本に関する著作を発表
し、ヨーロッパにおける日本研究の礎を築きます。そして日本
が開国すると、人やモノの交流が増え、19世紀後半にはパリを
中心にジャポニスムが流行することになりました。20世紀にな
ると欧米の美術界で活躍する日本人も登場します。

　日本の文化を西洋からの視点から考えるのは、少し難しく感
じられるかもしれません。しかし、いわゆるグローバル化が進
む中、私たちはこれまで以上に異文化の人々と関わりながら生
きていくことになるでしょう。この授業を通じて自分たちの文
化や芸術を相対的に考える視点を身に付けてもらえればと考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋や日本の芸術に関する基本的な知識を身に付けること(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業内容を正確に理解できたかどうかを確認するために、プ
リントやノートを読み返すこと。（30分）
・興味を持った芸術家や作品について図書館などで調べるこ
と。（60分）
・授業内容を理解する上では、高校までに学習した世界史・日
本史の知識が土台となるため、必要に応じて各自復習するこ
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

西洋や日本の芸術に関する基本的な知識を習得できたかを評価
基準とします。
定期試験70％、毎回の講義時の感想カード30％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。
プリント（穴埋め式）を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の私語は厳禁です。
・知らない作品や初めて見る作品に対しても、好奇心を
持って鑑賞する姿勢が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション
第2回　
西洋美術における四大陸の表現
第3回
日本はどのように描かれてきたのか―西洋の地図に描かれ
た日本
第4回
キリスト教の伝来と南蛮美術
第5回
古伊万里のヨーロッパへの伝播
第6回
ケンペルとシーボルトの日本研究
第7回
ヨーロッパ人が捉えた幕末・明治の日本
第8回
ジャポニスムと印象派
第9回
ジャポニスムとアール・ヌーヴォー
第10回
ドイツ語圏のジャポニスム
第11回
アメリカにおけるジャポニスム
第12回
藤田嗣治とエコール・ド・パリ
第13回
20世紀前半のアメリカで活躍した日本人画家たち
第14回
欧米で活躍する日本人の現代美術家たち　
第15回　まとめ



2019-S000009434-05芸術Ｂ（日本の美術館のこれから ー2000年以降）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

川浪　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の美術館の数は公立、私立、類似施設まで含めると1000
館近くにのぼるといわれ、私たちの暮らしにすっかり定着した
感があります。
　しかし、十万人以上の来場者を集める華やかな展覧会が話題
になる一方で、地域によっては財政難から美術館やコレクショ
ンの存続が危ぶまれる事態も生まれています。美術館は設立理
念だけでなく、社会や政治、経済の動向に大きく影響を受ける
存在でもあるのです。
　本講義では、そうした現状を踏まえつつ、日本の美術館の歩
みを時代を追って考察し、美術館の役割とこれからの可能性に
ついて検証していきます。特に2000年以降最近の美術館動向に
フォーカスすることで、美術館と社会のあり方、未来像につい
て多角的に探っていきます。
　担当教員は、九州と四国の美術館学芸員として35年を超える
勤務経験と、戦後から現代の美術やミュージアム・マネジメン
ト、地域アートと美術館などの専門性を活かした活動実績を
持っています。福岡・九州を始めとする全国の美術館とのネッ
トワークを活かした最新の資料や具体的な事例をもとに、わか
りやすく紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の美術館に関する代表的な活動事例を学び、概要を説明す
ることができる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容に関連する美術館や展覧会なども随時紹介します。受
講期間中に、身近な美術館から積極的に訪問し、できれば複数
回の美術館利用体験をしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業内容の理解度と自分の考えをまとめる作文能力について、
下記の方法で総合的に評価します。

1，定期試験（小論文形式）　70％
2，講義時に月1回程度提出してもらう感想カード　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。必要に応じて、年表資料などを配付しま
す。

◎－－－　参考書　－－－◎

全国美術館会議　美術館リンク集
http://www.zenbi.jp/link.php

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

美術館とその歴史については、知識の受容だけではなく自
分の目で見て、感じ、考えることが重要です。全国の美術
館のライブな情報提供に努めますので、授業内外での積極
的な参加をお願いします。なお、講義内容を予告なしに変
更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1，イントロダクション
2，第4世代の美術館・2000年以降
　　　ーシステムとしての美術館
3,　第4世代の美術館(1)　観光と環境
　　金沢21世紀美術館、
　　ベネッセアートサイト直島
4,　第4世代の美術館(2)　地方美術館の理想型
　　青森県立美術館
5,　第4世代の美術館(3)　過疎地域の可能性
　　つなぎ美術館、坂本善三美術館（熊本）
6,　第4世代の美術館(4)
　　美術の外にあるもの、
　　福祉とアウトサイダーアート　
　　鞆の津ミュージアム（岡山）
7,　第4世代の美術館(5)　
　　アートコミュニケーション事業　東京都美術館
8,　これからの美術館・2011年3月11日以降
9,　これからの美術館(1)　危機と社会的必要性
10,　これからの美術館(2)　地域と文化
11,　これからの美術館(3)　鑑賞とキュレーション
12,　これからの美術館(4)　ラーニング　
13,　これからの美術館(5)　共感と連帯
14,　これからの美術館(6)　評価とアーカイブ
15,　まとめ



2019-S000009443-01日本教育史（日本の教育の歴史を知ろう）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、幕末以降、戦前までの教育と、戦後から今日に至
るまでの日本の教育について述べていく。
　まず、富国強兵政策を国是とした近代日本は、国民皆学を目
指し、中央集権的教育制度を実現した。そして天皇を頂点とす
る天皇制国家を確立するために、忠君愛国を支配イデオロギー
とする国家主義的教育を行った。そのことは第二次大戦におい
て、日本ファシズムの成立要因として重要な役割を果たした。
　戦後、日本国憲法と1947教育基本法体制により、平和で民主
的な人格形成が教育の目的となったが、東西冷戦下の高度経済
成長政策の下、教育の主要課題は企業戦士の育成となった。そ
して冷戦終了後は、グローバリズムにおいて集団的国家独占資
本主義への貢献が教育の役割となり、教育基本法が改変され、
いま、改憲が目指されている。
　本講義では、戦前と戦後の教育の相違と連続性を基盤にしな
がら、今日の日本の教育がいかなる方向性に向かいつつあるの
かを論じてみたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の近現代教育の成り立ちについて理解する(知識・理解)

戦前の教育と戦後の教育についてその連続性と相違について理
解する(技能)

平和と民主主義の在り方について考える(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業計画に即して指定したテキストの授業相応内容を事前に
読んでおくこと（30分）
・授業計画に即して高校の日本史の教科書（参考書等）の授業
相応内容を事前に読んでおくこと（30分）
・講義終了後に授業内容をノートに整理しておくこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本の近代教育の成り立ちに、その制度や思想などについて知
り得たかどうかを評価の基準とする。
評価の方法は、定期試験の結果（80%)、出席等受講状況
（20%)で総合的に評価する。なお、近年の成績評価の厳格化の
動向もあり、単位認定の合格者は履修生の半数ぐらいを考えて
いる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川・佐喜本・勝山著『歴史に学ぶ日本の教育』青簡舎　
ISBN978-4-903996-58-5 定価2000円＋税
ISBN978-4-903996-58-5 定価2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

・江藤恭二他編『子どもの教育の歴史』（名古屋大学出版
会）
　　※西洋と日本の子どもの教育と生活の歴史を社会史的
観点から概説してある。勝山も分担執筆した。
・寄田／山中編『日本教育史』（ミネルヴァ書房）
　　※日本教育史の通史としては手頃
・平田宗史著『教科書でつづる近代日本教育制度史』（北
大路書房）
　　※日本の近代教育を教科書を中心に概説してあり、ユ
ニークで読みやすい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語、居眠り、携帯等の遊戯は減点の対象とな
り、不合格の理由となりうる。
担当者は、視覚に障害をもっており学生たちの理解をお願
いする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　幕末期の教育
２　学制期の教育
３　教育勅語期の教育
４　日清日露期の教育
５　大正自由教育
６　戦前・戦中の教育
７　戦後民主主義と教育
８　「逆コース」と教育
９　高度経済成長と教育
10　80年代教育改革と臨教審
11　90年代教育改革
12　21世紀の教育改革
13　新自由主義と教育
14　新国家主義と教育
15　まとめ



2019-S000009443-02日本教育史（「学校」の歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

佐喜本　愛

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、学校や家庭、社会でにおいて頻発している「教育」問
題は、一部の専門家にしかわからない記号や法則を要する他の
問題とは異なり、様々なレベルで議論・話題となっています。
それは、我々が、家庭教育はもちろん、小学校、中学校という
「義務教育」を受け、ある一定の「教育」を体験的に知ってい
るからではないでしょうか。その「義務教育」を提供する場が
「学校」であり、「学校」は私たちの生活と切り離すことがで
きないものとなっています。
　
　本講義ではこの「学校」を歴史的にしていきます。具体的に
は日本において近代学校が登場する明治という時代の教育課題
を把握することから始め、その前提となる江戸期の教育諸相を
抑えながら、明治・大正・昭和・平成と時代に即して展開する
「学校」の役割・性質について考察していく予定です。こうし
た作業を通して、受講生は「私の小学校のときは…、僕のとき
は…」という経験・体験のみで語りがちな教育事象をより根本
的に問い直す視座を学び、＜考える＞時間にしてほしいと考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本における学校教育史に関する基本的な学説について説明で
きる(知識・理解)

自分が受けてきた学校教育を相対的に捉えることができるよう
になる(態度・志向性)

現在の学校教育の課題を歴史的視点から把握し、根源的に思考
できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業（第1回オリエンテーションをのぞく）で示した課
題（次回の予告）について教科書の該当箇所をよみ、「何を知
りたいか」「何を考えたいか」といった視点で興味関心をまと
めること（毎回1時間程度）講義後は、教科書とノートをもと
に内容を整理するとともに、「何が深められたか」を各自で確
認し、次の課題へとつなげていくこと（毎回1時間程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学期末に行う定期試験70％、提出レポート30％で評価しま
す。
講義後には数回ミニレポートを提出してもらい、受講者の「態
度・志向性」の達成度を主に確認します。講義中に時間を設け
るのでしっかり集中して書いてください。あまりに短いもの、
雑なものは評価できません。定期試験では主に到達目標の「知
識・理解」を評価します。基本的知識を問う問題（選択肢なし
の用語書き込み）および記述式とします。特に記述式の問題
は、設定された問いに対して、講義中に説明した歴史的、思想
的文脈を理解した上で考察・論述ができているかどうかを基準
に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義では以下のテキストを使用する。講義までに各自必ず
購入しておくこと。
小川哲哉、佐喜本愛、勝山吉章著『歴史に学ぶ日本の教
育』青簡舎、2017年（ISBN　 9784903996981）

◎－－－　参考書　－－－◎

沖田行司編著『人物で見る日本の教育』ミネルヴァ書房　
ISBN 4623061051
本講義は日本の教育の歴史全般（古代・中世）は扱わず、
近代教育に焦点をあてる内容となっている。上記の参考文
献はそれを補うため、及びより理解を深めるための日本教
育史の通史として捉えていただきたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は広く「教育」分野に興味・関心を持っている学生
を歓迎し、主体的な姿勢で臨む受講を前提にする。よっ
て、理由なき遅刻、教室の出入り、私語、スマホを触る、
「内職」（他の授業で課せられている課題や検定試験の勉
強）、イヤホンで音楽を聴きながら受講するといった行為
はその意志がないものとして厳しく対応する。例年、多く
の学生が受講してくれており、熱心な学生も多い一方で、
福岡大学の学生として恥ずかしい態度で受講する学生が残
念ながら見受けられる。他者の学習権を侵害する者には厳
正に対処する。今年は状況に応じて、座席指定等を導入す
る。届出のある欠席は無断欠席とは峻別し考慮するが、
「欠席」（講義に出ていない）であることには変わりはな
いこと自覚すること。試験、レポートは講義で扱った内容
全体から出題するので、出席率の低さは成績に一定の形で
反映される。全出席していても点数がとれなければ「受講
していたとはいえない」態度であったと判断するので、留
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション　
　　　　なぜ教育の歴史を学ぶのか
２　　近世における教育の諸相
３　　明治維新と近代学校の成立
４　　教員養成制度の確立
５　　森有礼の教育政策
６　　天皇制教育体制の構築　
７　　天皇制教育体制の発展　
８　　資本主義社会の発展と学校教育
９　　子どもと就学　　
１０　子どもと学習　　　
１１　学制改革論議と臨時教育会議　　　
１２　戦時体制における学校教育　　
１３　占領下の教育政策　　
１４　教科書制度にみる日本の教育　　
１５　講義のまとめ



2019-S000009443-03日本教育史（「学校」の歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

佐喜本　愛

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、学校や家庭、社会でにおいて頻発している「教育」問
題は、一部の専門家にしかわからない記号や法則を要する他の
問題とは異なり、様々なレベルで議論・話題となっています。
それは、我々が、家庭教育はもちろん、小学校、中学校という
「義務教育」を受け、ある一定の「教育」を体験的に知ってい
るからではないでしょうか。その「義務教育」を提供する場が
「学校」であり、「学校」は私たちの生活と切り離すことがで
きないものとなっています。
　
　本講義ではこの「学校」を歴史的にしていきます。具体的に
は日本において近代学校が登場する明治という時代の教育課題
を把握することから始め、その前提となる江戸期の教育諸相を
抑えながら、明治・大正・昭和・平成と時代に即して展開する
「学校」の役割・性質について考察していく予定です。こうし
た作業を通して、受講生は「私の小学校のときは…、僕のとき
は…」という経験・体験のみで語りがちな教育事象をより根本
的に問い直す視座を学び、＜考える＞時間にしてほしいと考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本における学校教育史に関する基本的な学説について説明で
きる(知識・理解)

自分が受けてきた学校教育を相対的に捉えることができるよう
になる(態度・志向性)

現在の学校教育の課題を歴史的視点から把握し、根源的に思考
できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業（第1回オリエンテーションをのぞく）で示した課
題（次回の予告）について教科書の該当箇所をよみ、「何を知
りたいか」「何を考えたいか」といった視点で興味関心をまと
めること（毎回1時間程度）講義後は、教科書とノートをもと
に内容を整理するとともに、「何が深められたか」を各自で確
認し、次の課題へとつなげていくこと（毎回1時間程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学期末に行う定期試験70％、提出レポート30％で評価しま
す。
講義後には数回ミニレポートを提出してもらい、受講者の「態
度・志向性」の達成度を主に確認します。講義中に時間を設け
るのでしっかり集中して書いてください。あまりに短いもの、
雑なものは評価できません。定期試験では主に到達目標の「知
識・理解」を評価します。基本的知識を問う問題（選択肢なし
の用語書き込み）および記述式とします。特に記述式の問題
は、設定された問いに対して、講義中に説明した歴史的、思想
的文脈を理解した上で考察・論述ができているかどうかを基準
に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義では以下のテキストを使用する。講義までに各自必ず
購入しておくこと。
小川哲哉、佐喜本愛、勝山吉章著『歴史に学ぶ日本の教
育』青簡舎、2017年（ISBN　 9784903996981）

◎－－－　参考書　－－－◎

沖田行司編著『人物で見る日本の教育』ミネルヴァ書房　
ISBN 4623061051
本講義は日本の教育の歴史全般（古代・中世）は扱わず、
近代教育に焦点をあてる内容となっている。上記の参考文
献はそれを補うため、及びより理解を深めるための日本教
育史の通史として捉えていただきたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は広く「教育」分野に興味・関心を持っている学生
を歓迎し、主体的な姿勢で臨む受講を前提にする。よっ
て、理由なき遅刻、教室の出入り、私語、スマホを触る、
「内職」（他の授業で課せられている課題や検定試験の勉
強）、イヤホンで音楽を聴きながら受講するといった行為
はその意志がないものとして厳しく対応する。例年、多く
の学生が受講してくれており、熱心な学生も多い一方で、
福岡大学の学生として恥ずかしい態度で受講する学生が残
念ながら見受けられる。他者の学習権を侵害する者には厳
正に対処する。今年は状況に応じて、座席指定等を導入す
る。届出のある欠席は無断欠席とは峻別し考慮するが、
「欠席」（講義に出ていない）であることには変わりはな
いこと自覚すること。試験、レポートは講義で扱った内容
全体から出題するので、出席率の低さは成績に一定の形で
反映される。全出席していても点数がとれなければ「受講
していたとはいえない」態度であったと判断するので、留
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション　
　　　　なぜ教育の歴史を学ぶのか
２　　近世における教育の諸相
３　　明治維新と近代学校の成立
４　　教員養成制度の確立
５　　森有礼の教育政策
６　　天皇制教育体制の構築　
７　　天皇制教育体制の発展　
８　　資本主義社会の発展と学校教育
９　　子どもと就学　　
１０　子どもと学習　　　
１１　学制改革論議と臨時教育会議　　　
１２　戦時体制における学校教育　　
１３　占領下の教育政策　　
１４　教科書制度にみる日本の教育　　
１５　講義のまとめ



2019-S000009443-04日本教育史（「学校」の歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

佐喜本　愛

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、学校や家庭、社会でにおいて頻発している「教育」問
題は、一部の専門家にしかわからない記号や法則を要する他の
問題とは異なり、様々なレベルで議論・話題となっています。
それは、我々が、家庭教育はもちろん、小学校、中学校という
「義務教育」を受け、ある一定の「教育」を体験的に知ってい
るからではないでしょうか。その「義務教育」を提供する場が
「学校」であり、「学校」は私たちの生活と切り離すことがで
きないものとなっています。
　
　本講義ではこの「学校」を歴史的にしていきます。具体的に
は日本において近代学校が登場する明治という時代の教育課題
を把握することから始め、その前提となる江戸期の教育諸相を
抑えながら、明治・大正・昭和・平成と時代に即して展開する
「学校」の役割・性質について考察していく予定です。こうし
た作業を通して、受講生は「私の小学校のときは…、僕のとき
は…」という経験・体験のみで語りがちな教育事象をより根本
的に問い直す視座を学び、＜考える＞時間にしてほしいと考え
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本における学校教育史に関する基本的な学説について説明で
きる(知識・理解)

自分が受けてきた学校教育を相対的に捉えることができるよう
になる(態度・志向性)

現在の学校教育の課題を歴史的視点から把握し、根源的に思考
できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業（第1回オリエンテーションをのぞく）で示した課
題（次回の予告）について教科書の該当箇所をよみ、「何を知
りたいか」「何を考えたいか」といった視点で興味関心をまと
めること（毎回1時間程度）講義後は、教科書とノートをもと
に内容を整理するとともに、「何が深められたか」を各自で確
認し、次の課題へとつなげていくこと（毎回1時間程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学期末に行う定期試験70％、提出レポート30％で評価しま
す。
講義後には数回ミニレポートを提出してもらい、受講者の「態
度・志向性」の達成度を主に確認します。講義中に時間を設け
るのでしっかり集中して書いてください。あまりに短いもの、
雑なものは評価できません。定期試験では主に到達目標の「知
識・理解」を評価します。基本的知識を問う問題（選択肢なし
の用語書き込み）および記述式とします。特に記述式の問題
は、設定された問いに対して、講義中に説明した歴史的、思想
的文脈を理解した上で考察・論述ができているかどうかを基準
に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義では以下のテキストを使用する。講義までに各自必ず
購入しておくこと。
小川哲哉、佐喜本愛、勝山吉章著『歴史に学ぶ日本の教
育』青簡舎、2017年（ISBN　 9784903996981）

◎－－－　参考書　－－－◎

沖田行司編著『人物で見る日本の教育』ミネルヴァ書房　
ISBN 4623061051
本講義は日本の教育の歴史全般（古代・中世）は扱わず、
近代教育に焦点をあてる内容となっている。上記の参考文
献はそれを補うため、及びより理解を深めるための日本教
育史の通史として捉えていただきたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は広く「教育」分野に興味・関心を持っている学生
を歓迎し、主体的な姿勢で臨む受講を前提にする。よっ
て、理由なき遅刻、教室の出入り、私語、スマホを触る、
「内職」（他の授業で課せられている課題や検定試験の勉
強）、イヤホンで音楽を聴きながら受講するといった行為
はその意志がないものとして厳しく対応する。例年、多く
の学生が受講してくれており、熱心な学生も多い一方で、
福岡大学の学生として恥ずかしい態度で受講する学生が残
念ながら見受けられる。他者の学習権を侵害する者には厳
正に対処する。今年は状況に応じて、座席指定等を導入す
る。届出のある欠席は無断欠席とは峻別し考慮するが、
「欠席」（講義に出ていない）であることには変わりはな
いこと自覚すること。試験、レポートは講義で扱った内容
全体から出題するので、出席率の低さは成績に一定の形で
反映される。全出席していても点数がとれなければ「受講
していたとはいえない」態度であったと判断するので、留
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　オリエンテーション　
　　　　なぜ教育の歴史を学ぶのか
２　　近世における教育の諸相
３　　明治維新と近代学校の成立
４　　教員養成制度の確立
５　　森有礼の教育政策
６　　天皇制教育体制の構築　
７　　天皇制教育体制の発展　
８　　資本主義社会の発展と学校教育
９　　子どもと就学　　
１０　子どもと学習　　　
１１　学制改革論議と臨時教育会議　　　
１２　戦時体制における学校教育　　
１３　占領下の教育政策　　
１４　教科書制度にみる日本の教育　　
１５　講義のまとめ



2019-S000009443-05日本教育史（日本の教育のあゆみ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

松本　和寿

◎－－－　概要　－－－◎

日本の教育について「学校」教育の歴史を中心に説明する。授
業は通史的に展開するが、中心となるのは近代以降の教育の歴
史である。その際、単に学校制度や教育内容、指導法の変遷に
とどまらず、時代ごとの政治的・経済的背景等に着目し、広く
日本史の中の教育史という視点から多面的・多角的な考察を促
していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の教育史の歴史について、各時代の社会・経済・政治的背
景と関連付けその特徴を理解する。(知識・理解)

日本の教育に関する種々の資料（図表）や史料（文書、画像）
等から特徴を読み取り多面的に解釈する。(技能)

日本の教育の歴史について積極的に学修し、望ましい教育の在
り方について考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各時代の歴史をテキストを用いて概観しておくこと。
（30分）
復習：前講義の内容とのつながりを確認し理解すること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業で取り上げた日本の教育に関する歴史的事象の特質を理解
し、社会的、経済的、政治的背景などを踏まえ説明（論述）す
ることができるかを評価基準とする。第８回の授業終了後に課
す、それまでの学修内容に関するレポート（２０％）と定期試
験（８０％）で評価する。

　　　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

詳説日本史図録編集委員会『詳説日本史図録』山川出版社
　ISBN978-4-634-02527-1 860円

◎－－－　参考書　－－－◎

小川哲也　他『日本の教育の歴史を知る』青簡社
ISBN978-4-903996-58-5 2000円
山本正身『日本教育史』慶応義塾大学出版会
ISBN978-4-7664-2131-6 3000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

正当な理由なく欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　　オリエンテーション
第２回　　古代・中世の教育（大学寮、綜藝種智院）
第３回　　近世の教育（寺子屋、藩校、私塾）
第４回　　近代の教育（「学制」と小学校）
第５回　　近代の教育（御真影と教育勅語）
第６回　　近代の教育（義務教育の条件）
第７回　　近代の教育（大正自由教育と子ども観）
第８回　　近代の教育（障がい児教育の歴史）
第９回　　戦時下の教育（太平洋戦争と国民学校の教育）
第10回　  占領下の教育（GHQ・アメリカ教育使節団）
第11回　 戦後教育改革（六三制の開始）
第12回　 戦後教育改革（占領政策の転換）
第13回　 高度経済成長期の教育（経済成長と教育）
第14回　 1980年代以降の教育（学校教育の諸問題）
第15回　 まとめ（日本の教育の歴史を振り返る）



2019-S000009443-07日本教育史（日本の教育のあゆみ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

松本　和寿

◎－－－　概要　－－－◎

日本の教育について「学校」教育の歴史を中心に説明する。授
業は通史的に展開するが、中心となるのは近代以降の教育の歴
史である。その際、単に学校制度や教育内容、指導法の変遷に
とどまらず、時代ごとの政治的・経済的背景等に着目し、広く
日本史の中の教育史という視点から多面的・多角的な考察を促
していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の教育史の歴史について、各時代の社会・経済・政治的背
景と関連付けその特徴を理解する。(知識・理解)

日本の教育に関する種々の資料（図表）や史料（文書、画像）
等から特徴を読み取り多面的に解釈する。(技能)

日本の教育の歴史について積極的に学修し、望ましい教育の在
り方について考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各時代の歴史をテキストを用いて概観しておくこと。
（30分）
復習：前講義の内容とのつながりを確認し理解すること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業で取り上げた日本の教育に関する歴史的事象の特質を理解
し、社会的、経済的、政治的背景などを踏まえ説明（論述）す
ることができるかを評価基準とする。第８回の授業終了後に課
す、それまでの学修内容に関するレポート（２０％）と定期試
験（８０％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

詳説日本史図録編集委員会『詳説日本史図録』山川出版社
　ISBN978-4-634-02527-1 860円　　

◎－－－　参考書　－－－◎

小川哲也　他『日本の教育の歴史を知る』青簡社
ISBN978-4-903996-58-5 2000円
山本正身『日本教育史』慶応義塾大学出版会
ISBN978-4-7664-2131-6 3000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

正当な理由なく欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　　オリエンテーション
第２回　　古代・中世の教育（大学寮、綜藝種智院）
第３回　　近世の教育（寺子屋、藩校、私塾）
第４回　　近代の教育（「学制」と小学校）
第５回　　近代の教育（御真影と教育勅語）
第６回　　近代の教育（義務教育の条件）
第７回　　近代の教育（大正自由教育と子ども観）
第８回　　近代の教育（障がい児教育の歴史）
第９回　　戦時下の教育（太平洋戦争と国民学校の教育）
第10回　 占領下の教育（GHQ・アメリカ教育使節団）
第11回　 戦後教育改革（六三制の開始）
第12回　 戦後教育改革（占領政策の転換）
第13回　 高度経済成長期の教育（経済成長と教育）
第14回　 1980年代以降の教育（学校教育の諸問題）
第15回　 まとめ（日本の教育の歴史を振り返る）



2019-S000009444-02西洋教育史（今日に生きている教育の源流）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、わが国の教育にはさまざまな問題がみられる。すべて
のものに誕生から現在に至るまでの歴史があるように、教育も
また、誕生から長い歴史を経て現在に至っている。今日、教育
が抱える諸問題はこうした歴史の中で起きているものである。
そこで本講義では、教育の歴史を辿ることによって、教育の諸
問題の背景や構造について考えていくことを目的とする。
　講義内容は、古代から現代までの流れを追い、その中からそ
れぞれの時代において今日に影響を与えている教育思想や、今
日の教育の源流となっている教育思想、今日の教育課題を考え
る視点となる教育思想を取り上げていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋における教育の歴史の流れを説明することができる(知
識・理解)

代表的な教育の思想について説明することができる(知識・理
解)

今日の教育の諸問題について歴史的背景を視点として考えるこ
とができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に、次回講義のテキスト範囲を連絡するので、必
ず読んでおくこと。
 (60分)
・講義後は、講義で取り上げた事柄について各自ノート等に自
分の意見をまとめることで、復習とすること（試験に向けても
重要となる）。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

1　西洋教育の歴史の流れについて説明することができるか。
2　講義で取り上げた代表的な教育の思想について説明するこ
とができるか。
3　今日の教育の諸問題について、歴史的背景から再確認し、
自分の考えを述べることができるか。

　以上の点を評価基準として、定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山吉章他著『西洋教育史』あいり出版、2011年
ISBN978-4-901903-47-9　（2000円＋税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。携帯電話・スマホ等の
使用、私語については厳しく対応します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 自分にとっての教育（教育観を考える）
第2回　 人間における教育の必要性　―カントなど―
第3回　 スパルタ教育とは―ギリシャの教育―　
第4回　 近代的教科書の誕生　―コメニウス―
第5回　 「子ども」の発見―ルソー―
第6回　 環境と教育　
第7回　 近代教育における学校教育―ペスタロッチー―
第8回　 生活と教育　
第9回　 幼児教育の源流―フレーベル―
第10回　遊びと教育　　―フレーベル―
第11回　近代学校制度　―ヘルバルト―
第12回　「子ども中心主義」教育　
第13回　経験と教育　　―デューイ―
第14回　学校と教育　　―イリイチ―
第15回　歴史に学ぶこれからの教育　　　



2019-S000009444-04西洋教育史（今日に生きている教育の源流）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、わが国の教育にはさまざまな問題がみられる。すべて
のものに誕生から現在に至るまでの歴史があるように、教育も
また、誕生から長い歴史を経て現在に至っている。今日、教育
が抱える諸問題はこうした歴史の中で起きているものである。
そこで本講義では、教育の歴史を辿ることによって、教育の諸
問題の背景や構造について考えていくことを目的とする。
　講義内容は、古代から現代までの流れを追い、その中からそ
れぞれの時代において今日に影響を与えている教育思想や、今
日の教育の源流となっている教育思想、今日の教育課題を考え
る視点となる教育思想を取り上げていく。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋における教育の歴史の流れを説明することができる(知
識・理解)

代表的な教育の思想について説明することができる(知識・理
解)

今日の教育の諸問題について歴史的背景を視点として考えるこ
とができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に、次回講義のテキスト範囲を連絡するので、必
ず読んでおくこと。（60分）
・講義後は、講義で取り上げた事柄について各自ノート等に自
分の意見をまとめることで、復習とすること（試験に向けても
重要となる）。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

1　西洋教育の歴史の流れについて説明することができるか。
2　講義で取り上げた代表的な教育の思想について説明するこ
とができるか。
3　今日の教育の諸問題について、歴史的背景から再確認し、
自分の意見を述べることができるか。

　以上の点を評価基準として、定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山吉章他著『西洋教育史』あいり出版、2011年
ISBN978-4-901903-47-9　（2000円＋税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。携帯電話・スマホ等の
使用、私語については厳しく対応します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 自分にとっての教育（教育観を考える）　
第2回　 人間における教育の必要性　―カントなど―
第3回　 スパルタ教育とは―ギリシャの教―
第4回　 近代的教科書の誕生　―コメニウス―
第5回　 「子ども」の発見―ルソー―
第6回　 環境と教育　
第7回　 近代教育における学校教育―ペスタロッチー―
第8回　 生活と教育　
第9回　 幼児教育の源流―フレーベル―
第10回　遊びと教育　　―フレーベル―
第11回　近代学校制度　―ヘルバルト―
第12回　「子ども中心主義」教育　
第13回　経験と教育　　―デューイ―
第14回　学校と教育　　―イリイチ―
第15回　歴史に学ぶこれからの教育　　　



2019-S000009444-07西洋教育史（今日に生きている教育の源流）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

江玉　睦美

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、わが国の教育にはさまざまな問題がみられる。すべて
のものに誕生から現在に至るまでの歴史があるように、教育も
また、誕生から長い歴史を経て現在に至っている。今日、教育
が抱える諸問題はこうした歴史の中で起きているものである。
そこで本講義では、教育の歴史を辿ることによって、教育の諸
問題の背景や構造について考えていくことを目的とする。
　講義内容は、古代から現代までの流れを追い、その中からそ
れぞれの時代において今日に影響を与えている教育思想や、今
日の教育の源流となっている教育思想、今日の教育課題を考え
る視点となる教育思想を取り上げていく。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋における教育の歴史の流れを説明することができる(知
識・理解)

代表的な教育の思想について説明することができる(知識・理
解)

今日の教育の諸問題について歴史的背景を視点として考えるこ
とができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義終了時に、次回講義のテキスト範囲を連絡するので、必
ず読んでおくこと。（60分）
・講義後は、講義で取り上げた事柄について各自ノート等に自
分の意見をまとめることで、復習とすること（試験に向けても
重要となる）。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験　100％

1　西洋教育の歴史の流れについて説明することができるか。
2　講義で取り上げた代表的な教育の思想について説明するこ
とができるか。
3　今日の教育の諸問題について、歴史的背景から再確認し、
自分の意見を述べることができるか。　

　以上の点を評価基準として、定期試験によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山吉章他著『西洋教育史』あいり出版、2011年
ISBN978-4-901903-47-9　（2000円＋税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。携帯電話・スマホ等の
使用、私語については厳しく対応します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 自分にとっての教育（教育観を考える）　
第2回　 人間における教育の必要性　―カントなど―
第3回　 スパルタ教育とは―ギリシャの教―　　　
第4回　 近代的教科書の誕生　―コメニウス―
第5回　 「子ども」の発見―ルソー―
第6回　 環境と教育　
第7回　 近代教育における学校教育―ペスタロッチー―
第8回　 生活と教育　
第9回　 幼児教育の源流―フレーベル―　　
第10回　遊びと教育　　―フレーベル―
第11回　近代学校制度　―ヘルバルト―
第12回　「子ども中心主義」教育　
第13回　経験と教育　　―デューイ―
第14回　学校と教育　　―イリイチ―
第15回　歴史に学ぶこれからの教育　　　



2019-S000009444-05西洋教育史（西洋の教育の歴史を知ろう）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちは一定の年齢に達したなら小学校へ行き、中学・高校
へと進めることを当然のこととしてとらえている。学校には教
室があり、教師がいて教科書がある。高校の卒業=大学入学資
格であり、誰もが教育を受ける権利と義務を有する。
　だが、今日私たちが「当然」と思っている教育という営み
も、数百年前までは夢想さえされなかったことが多い。富める
親の子どもと、貧しい親の子どもが机を並べるために、人類は
数世紀にわたる歳月を費やした。
　また、歴史の新しい担い手が常にそうであるように、教育史
上においても新しい教育の探求者は常に迫害と抑圧のなかにお
かれた。
　本講義では、このように私たちにとっては「当然」ととらえ
ている教育を、その起源にまで遡って論じるものである。その
なかでとくに、大学の誕生や教養教育（リベラル・アーツ）が
どのような経緯で生まれてきたのかを知ることによって、大学
で学ぶ意味を考えていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の教育の成り立ちについて理解する(知識・理解)

大学で学ぶことの意味について考える(態度・志向性)

グローバル化時代において異文化交流をはかることができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業計画に即して指定したテキストの授業相応内容を事前に
読んでおくこと（30分）
・授業計画に即して高校の世界史の教科書（参考書等）の授業
相応内容を事前に読んでおくこと（30分）
・講義終了後に授業内容をノートに整理しておくこと（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・西洋の教育の成り立ちについて、その制度や思想などについ
て理解したかどうかを評価の基準とする。
・定期試験の結果（80%)、授業時間における発表等（20%）を
評価の方法とする。なお、近年の成績評価の厳格化の動向もあ
り、単位認定の合格者は履修生の半数ぐらいを考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山他『西洋の教育の歴史を知る』あいり出版
ISBN978-4-901903-47-9 定価2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

乙訓稔編『教育の論究（改訂版）』東信堂
江藤恭二他編『子どもの教育の歴史』（名古屋大学出版
会）
・江藤恭二他編『西洋近代教育史』（学文社）
・乙訓稔『西洋近代幼児教育思想史』（東信堂）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語、居眠り、携帯等の遊戯は減点の対象とな
り、不合格の理由ともなりうる。
テキストを中心に授業を行う。従って、テキストを持参し
ない学生の受講は認められない。
本講義は、教育原論（教育の原理・過程論）の講義とリン
クしているので、両者の講義の受講を勧める。
担当者は、視覚に障害をもっているため学生諸君の理解を
お願いしたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．古代ギリシャの教育
２．ソクラテス・プラトン・アリストテレス
３．古代ローマの教育
４．中世僧院の教育
５．大学と都市国家の誕生
６．ルネッサンスと教育
７．宗教改革と教育
８．科学革命と教育
９．ルソーの教育思想
10．コンドルセの教育思想
11．ペスタロッチの教育思想
12．ヘルバルトの教育思想
13．フレーベルの教育思想
14．20世紀の新教育運動
15．まとめ



2019-S000009444-01西洋教育史（現代に生きる教育思想の系譜をたどる）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

松原　岳行

◎－－－　概要　－－－◎

　古代から中世までの教育思想を概説した後、教育史上に名を
残したさまざまな人物に目を向け、西洋において目覚ましく発
展した近代教育思想の特質や意義を明らかにしていく。具体的
には、コメニウス、ロック、ルソー、コンドルセ、ペスタロッ
チ、フレーベル、ヘルバルト、デューイらを取りあげる予定で
ある。授業は主に講義形式で進めるが、少しでも受講生の関心
や理解度に応じた双方向型の授業にするため、授業時間内にミ
ニレポートや感想文の提出を求めることがある。場合によって
は講義テーマを変更するなど授業計画に若干の修正を加えるこ
ともあるので、その点も了承してもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

古代から近代にいたる西洋の教育家や教育思想の特質について
説明することができる。(知識・理解)

授業の要点を踏まえて西洋教育史に関するミニレポートを作成
することができる。(技能)

現代教育の礎を築いたとされる西洋の近代教育思想を学ぶこと
によって、現代日本の教育問題について関心を持つことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んで予習を行うとともに、講義後
には授業ノートの内容をよく復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　西洋教育史に興味を示し、近代教育思想の特質や意義につい
て正しく説明できることを、主な評価基準とする。その際、受
講態度３０％・期末試験７０％を目安として総合的に評価する
方法をとる。欠席・遅刻によるミニレポートの未提出は減点対
象とするので注意すること。ただし、やむを得ない理由により
遅刻・欠席した場合は、公的な証明書等の提出をもって減点処
分を免除する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山吉章編著『西洋の教育の歴史を知る』あいり出版
ISBN978-4-901903-47-9 本体2,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

小笠原道雄他編『教育学概論』福村出版　本体2,800円＋
税　ISBN 978-4-571-10140-3
※その他、講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私語、携帯電話等の使用、無用な教室の出入りなど、受
講態度として相応しくない行動は慎むこと。とくに他の学
生の学習権を侵害するような行為や不正行為に対しては厳
しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 受講ガイダンス
2. 古代の教育
3. 中世の教育
4. 中世から近代へ
5. コメニウス―教育方法学の萌芽
6. ルソー―「子ども」の発見者
7. コンドルセ―公教育の理念
8. ペスタロッチ―人類の教育者
9. フレーベル―幼稚園の創設者
10.ヘルバルト―教育学の体系化
11.デュルケム―社会化としての教育
12.デューイ―児童中心主義
13.シュタイナー―自由な学校
14.イリイチ―脱学校論
15.総括―現代に生きる教育思想



2019-S000009444-03西洋教育史（現代に生きる教育思想の系譜をたどる）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

松原　岳行

◎－－－　概要　－－－◎

　古代から中世までの教育思想を概説した後、教育史上に名を
残したさまざまな人物に目を向け、西洋において目覚ましく発
展した近代教育思想の特質や意義を明らかにしていく。具体的
には、コメニウス、ロック、ルソー、コンドルセ、ペスタロッ
チ、フレーベル、ヘルバルト、デューイらを取りあげる予定で
ある。授業は主に講義形式で進めるが、少しでも受講生の関心
や理解度に応じた双方向型の授業にするため、授業時間内にミ
ニレポートや感想文の提出を求めることがある。場合によって
は講義テーマを変更するなど授業計画に若干の修正を加えるこ
ともあるので、その点も了承してもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

古代から近代にいたる西洋の教育家や教育思想の特質について
説明することができる。(知識・理解)

授業の要点を踏まえて西洋教育史に関するミニレポートを作成
することができる。(技能)

現代教育の礎を築いたとされる西洋の近代教育思想を学ぶこと
によって、現代日本の教育問題について関心を持つことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　指定した教科書を事前に読んで予習を行うとともに、講義後
には授業ノートの内容をよく復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　西洋教育史に興味を示し、近代教育思想の特質や意義につい
て正しく説明できることを、主な評価基準とする。その際、受
講態度３０％・期末試験７０％を目安として総合的に評価する
方法をとる。欠席・遅刻によるミニレポートの未提出は減点対
象とするので注意すること。ただし、やむを得ない理由により
遅刻・欠席した場合は、公的な証明書等の提出をもって減点処
分を免除する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山吉章編著『西洋の教育の歴史を知る』あいり出版
ISBN978-4-901903-47-9　本体2,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

小笠原道雄他編『教育学概論』福村出版　本体2,800円＋
税　ISBN 978-4-571-10140-3
※その他、講義中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私語、携帯電話等の使用、無用な教室の出入りなど、受
講態度として相応しくない行動は慎むこと。とくに他の学
生の学習権を侵害するような行為や不正行為に対しては厳
しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 受講ガイダンス
2. 古代の教育
3. 中世の教育
4. 中世から近代へ
5. コメニウス―教育方法学の萌芽
6. ルソー―「子ども」の発見者
7. コンドルセ―公教育の理念
8. ペスタロッチ―人類の教育者
9. フレーベル―幼稚園の創設者
10.ヘルバルト―教育学の体系化
11.デュルケム―社会化としての教育
12.デューイ―児童中心主義
13.シュタイナー―自由な学校
14.イリイチ―脱学校論
15.総括―現代に生きる教育思想


