
2023-S000009445-01アジアの文学Ａ（韓国・朝鮮の古典文学の世界）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

鄭　美京

◎－－－　概要　－－－◎

　古典は文字通り古いもので、ずいぶん昔に作られたもので
す。その古いものが今も読まれているということは、そのよう
に長い間韓国・朝鮮の人々に親しまれ、愛されてきたからで
す。最近、さまざまな韓国の大衆文化が紹介されています。韓
国の大衆文化をより正しく理解するためには、歴史・政治・経
済などの要素とともに文学的な知識も必要です。古典文学は韓
国・朝鮮社会のルーツを理解する手段にもなります。作品を通
じて韓国・朝鮮社会の諸相を体験し、日本にない感情、美的世
界に触れてみましょう。　
　この授業では、韓国・朝鮮文学の中で古典文学に関する概略
的な知識と理解を得ることを目指します。古代から朝鮮時代に
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
景について知識と理解を得られるように学習していきます。ま
た、理解力を高めるために各時期の主な韓国・朝鮮文学テキス
トと関連する視聴覚資料を取り入れています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 韓国・朝鮮における古典文学の成立、時代背景、作品など基
礎的な知識が身につき、説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

2. 韓国・朝鮮文学の重要な諸概念を理解し、それらを説明する
ことができる。(DP2-1)(知識・理解)

3. 文学を通して、異文化の理解を高めるとともに日韓関係につ
いて新たな観点をもつことができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1. 次回に扱う作品を事前知識として読んで内容を把握しておく
こと。(60分)

2. 授業後は、授業で理解できなかった点がないがよく確認し、
その回の内容を振り返って理解を深めていく。また、与えられ
た課題に取り組み、提出する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

韓国・朝鮮古典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・朝鮮古典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：50%
・作品の感想文：30％（視聴覚資料・映画鑑賞なども含む）
・授業への取り組み：20%（参加度、積極性、授業内容に対す
る感想や質問）

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

鄭美京著『日本における韓国古典小説の受容』（比較社会
文化叢書23、花書院、2012年）　ISBN 9784905324263
染谷智幸・鄭炳説編『韓国の古典小説』（ペリカン社、
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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.配布されたプリントは必ず持参すること。
2.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。
3.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. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 神話
3. 説話
4. 古代歌謡
5. 郷歌
6. 高麗俗謡
7. 時調（１）
8. 時調（２）
9. ハングルの誕生
10. 古典小説（１）
11. 古典小説（２）
12. パンソリ（１）
13. パンソリ（２）
14. 仮面劇（タルチュム）
15. 全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ltpb5myp50izydgudydxvm61owa4wq3q)



2023-S000009445-02アジアの文学Ａ（韓国文学と異文化の理解）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

朴　順伊

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、韓国・朝鮮文学の知識を学び、異文化というも
のを理解することを目的とする。
具体的には、近代文学の作品を中心に作品を読むことに焦点を
置く。例えば、近年以後、異文化に接する機会が多い現在、私
達は、東アジア文化圏の中で生活していながらもいかにそれら
の社会や文化を正しく理解していないところがある。そこで本
講義では、韓国文学に焦点を合わせその作品の背景にある社会
的構造を含めて歴史、文化などを学びながら、作品に登場する
人物を通して心理的な観点から価値観・行動様式などのバロ
メーターを総合的に幅広く紹介する。それに基づく画像資料な
どの副教材を使用する。

本授業は全学部が受講するため、先生が講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

韓国文学についての基礎知識を学ぶことができる。(DP1-1)(知
識・理解)

文学の基礎知識に基づいて近代を学ぶことによって現代を認識
することができ、新しい知識とともに物事を多角的に見ること
ができる。(DP2-1)(知識・理解)

異文化に関連した背景にある社会的な風習・道徳・慣習などの
差異を考えることができ、それを通して自文化を考えさせる動
機につながる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業に備えて分からない言葉等を含めて調べるこ
と。(40分)

復習：授業で習った内容について理解できなかったのを含めて
全体を振り返って復習すること。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

韓国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
を活かしてその時代の背景にある歴史、文化、人々の価値観の
違いを理解しているのか等を基準にし、以下の割合で判断す
る。

・定期テスト（５０％）
・小テスト（３０％）
・授業への参加度・積極性・質問や感想（２０％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

『アジア文化と文学思想－日韓比較の視点からー』朴順伊
著、　文眞堂

ISBN　978‐4‐8309‐4664‐6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・遅刻しないこと。
・ノートかルーズリーフを準備すること。
・小テスト等は授業中に知らせる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回の授業は「動画」を配信します。
2回の授業からは対面授業になります。

１　授業概要の説明とイントロダクション（スタートアッ
プ授業）
　韓国・朝鮮文学とは？（動画配信）
２　韓国文学と儒教思想（１）
３　韓国文学と儒教思想（２）
４　李光洙の「反儒教思想」と近代思想
５　三綱五常と「忠」思想
６　三綱五常と「孝」思想
７　三綱五常と「貞」思想
８　『無常』における「家」思想
９　『無常』における「妓生」概念
10　作品と関連する映画鑑賞
11　『無常』における「婚姻制度」と新女性
12　『再生』における「恋愛観」
13　『再生』における「男性観」
14　『再生』における「教育観」
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
f2bpg06katiott5y7rzks37evo7c03bf)



2023-S000009445-03アジアの文学Ａ（中国語圏映画を観る／語る）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、講義形式とグループディスカッションの組み合わせによ
り進めます。

日本に隣接している中国語圏（中国・香港・台湾）は、距離的に近
いものの生活習慣や思考方法などにおいて日本とは大きな違いがあ
ります。さらに同じ中国語圏でも地域によって歴史や社会体制が異
なり、人々の価値観もその影響を少なからず受けています。
19世紀末に生まれ20世紀に発展した映画は、まさにこれらの共通点
や相違点を如実に表すことに優れたメディアであるといえます。

本講義では、中国語圏の各地域および日本で制作された映画を鑑賞
することで、それぞれの地域における映画の特徴を知り、作品に描
かれる社会像や人々の価値観・考え方に対して理解を深めます。さ
らに、LTD話し合い学習法を用いて、自らが理解しえたことや疑問
を他者に語り、かつ他者の意見を傾聴することで、複眼的な理解を
進めることを目指します。

LTD（Learning Through Discussion）学習法というのは、本来テキス
ト読解のために開発されたものですが、本講義ではそれを映像鑑賞
に応用して実施します。受講者は映画作品を鑑賞し、その後あらか
じめ決められたフォームに従って予習ノートを作成します。その予
習ノートに基づいて4～5人のグループで語り合い、作品に対する理
解をさらに深めていきます。

鑑賞する映画は、第二次世界大戦終結から約20年が経過した
「1960-70年代」を描いた中国、香港、台湾そして日本の作品計4本
です。各作品に描かれる戦後の歩み、戦争が社会や人々に与えた影
響、将来の展望などを知り、そこからさらに各地域の違いや共通点
を探ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国語圏各地域の戦後の状況について映像を通して理解する。
(DP1-1)(知識・理解)

LTDの実践を通じてディスカッションの作法を学ぶ。(DP2-1)(技能)

LTDの実践を通じてさまざまな他者の考え方・価値観を柔軟に受け
止める。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

LTDのために予習ノートを作成する(60分)

鑑賞作品について感想文を執筆する(45分)

毎回の講義について振り返りを行う(15分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、①各鑑賞作品についての予習ノートの完成度、グルー
プディスカッションを踏まえた感想文の内容、②鑑賞作品から得ら
れた中国語圏各地域の戦後の状況についてのレポートの出来栄えに
基づいて行います。

授業の準備、討論に対する積極性、ミニレポートなど平常点30％
予習ノート提出（4回）20％
感想文（4回）20％
期末レポート30％。

本科目は定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義ではLTD話し合い学習法というグループ学習を行い
ます。そのため予習ノートの作成は必須です。また欠席す
ると、グループ学習の進行に支障をきたしますので、欠か
さず出席してください。
課題の提出はmoodleを使って行います。
moodleの使い方はオリエンテーションの際に説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　イントロダクション（スタートアップ授業）
02　中国語圏の20世紀
03　LTD話し合い学習法について
04　［作品①］事前解説、中国映画作品鑑賞（前半）
05　［作品①］作品鑑賞（後半）
06　［作品①］LTD
07　［作品②］事前解説、香港映画作品鑑賞（前半）
08　［作品②］作品鑑賞（後半）
09　［作品②］LTD
10　［作品③］事前解説、台湾映画作品鑑賞（前半）
11　［作品③］作品鑑賞（後半）
12　［作品③］LTD
13　［作品④］事前解説、日本映画作品鑑賞（前半）
14　［作品④］作品鑑賞（後半）
15　［作品④］LTD、全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wrwubgany8y70gs8f5tud7msbv8ecl8o)



2023-S000009445-04アジアの文学Ａ（中国古典小説史：古代～中世）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

岩崎　華奈子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、中国の古代から中世（先秦～唐）までに編ま
れた古典小説を読み、中国における小説の起こりと変遷につい
て、その社会背景も踏まえて解説する。
　中国の小説史を学ぶ上でまず注意すべきことは、「小説」の
定義である。「小説」という語は紀元前の中国で生まれたが、
その意味は現在の我々がイメージするものとは全く異なってい
た。古代中国の「小説」とはどのようなもので、いかなる変遷
を遂げてきたのだろうか。本授業ではまず中国小説史における
「小説」の定義を紹介し、それに当てはまる作品を、古代から
中世を対象として、古い時代から順に解説してゆく。また、文
学と切り離すことの出来ない社会や文化もあわせて紹介する。
加えて、中国の古典小説が日本をはじめとするアジア諸国に与
えた影響についても言及したい。
　授業は講義形式で行う。時代ごとに小説史を解説したのち、
代表的作品（の一部）を読解・鑑賞する。毎回ミニッツペー
パーを記入する時間を設け、授業の要点のまとめや、作品の感
想などを記述してもらい、次の授業開始時にフィードバック
（質問の回答、感想の紹介など）を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義の要点や自分の考えを簡潔に報告できる(DP1-1)(技能)

文学作品および文学と社会の関係性に関心を持つ(DP2-1)(態
度・志向性)

中国の古典小説を読み、異文化への理解を深める(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配付資料を事前に読み、疑問点を明確にしておくこと。
(90分)

復習：資料やノートを見直し、要点や作品のストーリー・解釈
のポイントなどを整理すること。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：到達目標を達成できているか。
評価方法：ミニッツペーパー50％、定期試験50％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。授業中に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

平凡社『中国文学大系』
明治書院『新釈漢文大系』
前野直彬編『中国文学史』（東京大学出版会、1975年）
魯迅著・丸尾常喜訳注『中国小説の歴史的変遷　魯迅によ
る中国小説史入門』（凱風社、1987年）
竹田晃『中国の説話と古小説』（放送大学教育振興会、
1992年）
安藤信廣『中国文学の歴史　古代から唐宋まで』（東方書
店、2021年）
武田雅哉・加部勇一郎・田村容子編著『中国文学をつまみ
食い　『詩経』から『三体』まで』（ミネルヴァ書房、
2022年）
その他、翻訳や解説書が多数出版されている。必要に応じ
て各自参照のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（スタートアップ授業）
2.小説史：先秦
3.作品鑑賞：先秦
4.小説史：漢魏六朝
5.作品鑑賞：漢（1）
6.作品鑑賞：漢（2）
7.作品鑑賞：六朝（1）
8.作品鑑賞：六朝（2）
9.作品鑑賞：六朝（3）
10.小説史：隋唐
11.作品鑑賞：唐 (1)
12.作品鑑賞：唐 (2)
13.作品鑑賞：唐 (3)
14.作品鑑賞：唐 (4)
15.総括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
j088yfzhbu0lf5d55dkhs8z5fjyuj3zw)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

アジアの文学Ａ　スタートアップ課題
(アジアの文学A　スタートアップ授業課題.pdf)



2023-S000009445-05アジアの文学Ａ「BB」（三国志演義の世界・Ⅰ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2023/08/01　夜１限　　

黄　冬柏

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、中国文学の歴史と名作を概観したうえ、小説
『三国志演義』を中心に学習する。三国志と呼ばれるものに
は、史書『三国志』と小説『三国志演義』がある。授業では、
小説『三国志演義』における虚実の組み合わせや英雄豪傑の人
物像を理解できるようになる。
　具体的には、「桃園の誓い」「官渡の戦い」「三顧の礼」な
どの名場面と関羽・曹操・劉備などの主要人物を中心に、DVD
映像を鑑賞しながら、パワーポイントと配布資料を通して学習
を進めていく。講義形式であるが、講義の終了時には、ミニッ
ツペーパーに質問や感想などを書いて提出することが求められ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．中国文学に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明
することができる。(DP1-1)(知識・理解)

2．小説『三国志演義』の名場面と主な登場人物を理解し、そ
れらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

3．他者への寛容および異文化への理解など、広い視野から物
事を考える態度を持つことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：講義ごとのトピックスについて調べ、疑問点などを明ら
かにしておくこと。(60分)

復習：与えられた課題に取り組み、配付資料を見直しておくこ
と。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　中国文学に関する基礎的な知識を身につけているか（到達目
標１）、小説『三国志演義』の名場面と主な登場人物を理解し
ているか（到達目標２）、広い視野から物事を考える態度を
持っているか（到達目標３）を評価の基準とする。

評価方法
　平素のレポートとトピックごとのミニッツペー
パー（60%）、および定期試験（40%）により、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『三国志演義の世界』　ISBN 978-4497934031
『中国文学講義』　ISBN 978-4924779679

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に参加し、ノートを取ること。
　授業中は、積極的にディスカッションに参加すること。
　授業後に、感想文などを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　スタートアップ（動画配信）
第02回　中国文学史とその名作
第03回　『三国志演義』の世界へ
第04回　映画『レッドクリフ・Ⅰ』の鑑賞
第05回　映画『レッドクリフ・Ⅰ』の解説
第06回　名場面「桃園の誓い」の鑑賞
第07回　名場面「桃園の誓い」の解説
第08回　人物像：神になった英雄――関羽
第09回　名場面「官渡の戦い」の鑑賞
第10回　名場面「官渡の戦い」の解説
第11回　人物像：曹操はなぜ悪役なのか
第12回　名場面「三顧の礼」の鑑賞
第13回　名場面「三顧の礼」の解説
第14回　人物像：劉備の人徳
第15回　全体のまとめと質疑応答

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
r3t3vpi8l1lzfyfdeu9af7d1xs4mk6x8)



2023-S000009445-06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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2023/07/28　４時限　　

東　英寿

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容　
　本授業は、中国の三国時代をテーマとします。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、諸葛亮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、『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。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、三国志につい
て総合的に学ぶことを目指します。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、事前に配布した講義資料に沿って教員が説明を加
えていく講義形式で行います。また、適宜、授業に関連する映
画や三国志アニメＤＶＤの鑑賞することを通して、三国志につ
いて一層の理解を深めることができるよう授業を行います。2
回の課題の提出を予定していますので、毎回の授業の重要事項
を確認しながら受講するようにして下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1，三国志に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明す
ることができる。(DP1-1)(知識・理解)

2，授業中に説明した三国志に関連する事項、事件、人物等に
ついて理解し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知
識・理解)

3，三国志や中国文化に関して、日本への影響を理解し、異文
化への理解を深める。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の内容について、資料をよく読み、わからな
い点などについてあらかじめ調べておく。(45分)

復習：授業後は、授業で理解できなかった点がないかよく確認
し、その回の内容を振り返って理解を深めておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：三国時代の詩文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す
る。

評価方法：授業中の三国志に関連する課題の提出を20％（到達
目標1，2，3）と定期試験の回答内容を80％（到達目標1，2）
によって総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しませんが、事前に授業で使用するプリン
トを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注1）毎回、授業で使用する資料は、事前にメールで送信
しますので、授業中には配布しません。授業までに各自印
刷するか、ダウンロードしてPC等を授業に持参するなりし
て、授業中にテキストを確認できるように準備しておいて
下さい。
注2）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　－－－◎

第01回　授業概要の説明とイントロダクション（スタート
アップ授業）
第02回　三国とはどのような時代なのか
第03回　三国志の登場人物－魏の曹操、蜀の劉備
第04回　三国志の登場人物－呉の孫権
第05回　三国時代にはどのような戦いがあったか
第06回　三国時代から日本を見るー邪馬台国について
第07回　桃園の結義について
第08回　督郵の視察ー劉備の対応
第09回　三顧の礼ー諸葛孔明
第10回　苦肉の計―黄蓋の偽計
第11回　三国志最大の決戦―赤壁の戦いⅠ
第12回　三国志最大の決戦―赤壁の戦いⅡ
第13回　三国志の諸相
第14回　現代人と三国志―現代につながる三国志
第15回　全体の振り返りとまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
vtxyrxivvygtxdxf8evuu7x5y255h17r)



2023-S000009446-01アジアの文学Ｂ（韓国・朝鮮の文学を知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　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。
　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

韓国・朝鮮の文学・社会・歴史についての基礎知識を身につける
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

文学作品を通じてさまざなな人・社会・文化などを理解すること
ができる。(DP2-1)(知識・理解)

朝鮮半島に生きた人々のあり様を理解することができる。(DP2-2)
(知識・理解)

具体的な根拠をもって自分なりの観点を述べることができる。
(DP3-1)(態度・志向性)

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。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配付するレジュメのファイルを予習すること。(30分)

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。(30分)

授業後、授業の内容についての感想と疑問を授業感想文として作
成すること。(30分)

映画鑑賞文や読書感想文などの課題に取り組むこと。(60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
知識をもって具体的な例をあげながら韓国・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　－－－◎

授業レジュメのファイルを事前に配布する。各自手元に用意した
上で（パソコン、タブレット、印刷など）、授業に参加するこ
と。

◎－－－　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
野崎充彦『朝鮮の物語』（大修館書店、1998）ISBN:
9784469231427
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
斎藤真理子編『韓国・フェミニズム・日本 完全版』（河出書房新
社、2019年）ISBN:9784309028378
韓国映像資料院編・桑畑優香訳『韓国映画100選』（クオン、2019
年）ISBN：9784904855935
波田野節子・斎藤真理子編著ほか『韓国文学を旅する60章』（明
石書店、2020年）ISBN:9784750351070

◎－－－　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。
・毎回授業後、指定の締切まで感想や質問などを記入し、FUポー
タルの課題に提出すること。
・授業の内容や評価方法は状況（例：遠隔授業など）によって変
更の可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（スタートアップ授業）
2. 韓国・朝鮮の文学とは
3. 韓国・朝鮮の古典文学（1）
4. 韓国・朝鮮の古典文学（2）
5. 古典文学関連映画の鑑賞(1)
6. 古典文学関連映画の鑑賞(2)解説
7. 開化期・植民地期の文学（1）
8. 開化期・植民地期の文学（2）
9. 近代文学関連映画の鑑賞(1)
10. 近代文学関連映画の鑑賞(2)解説
11. 韓国・朝鮮の現代文学（1）
12. 現代文学関連映画の鑑賞(2)
13. 現代文学関連映画の鑑賞(2)解説
14. 韓国・朝鮮の現代文学（3）
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：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：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：20世紀半ば～現在、例）高度成長期の
文学、今日の韓国文学など。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/mlma755z7poqr75p9w77aqucfzryu8g3)



2023-S000009446-02アジアの文学Ｂ（韓国・朝鮮の文学を知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　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。
　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

韓国・朝鮮の文学・社会・歴史についての基礎知識を身につける
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

文学作品を通じてさまざなな人・社会・文化などを理解すること
ができる。(DP2-1)(知識・理解)

朝鮮半島に生きた人々のあり様を理解することができる。(DP2-2)
(知識・理解)

具体的な根拠をもって自分なりの観点を述べることができる。
(DP3-1)(態度・志向性)

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。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配付するレジュメのファイルを予習すること。(30分)

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。(30分)

授業後、授業の内容についての感想と疑問を授業感想文として作
成すること。(30分)

映画鑑賞文や読書感想文などの課題に取り組むこと。(60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
知識をもって具体的な例をあげながら韓国・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　－－－◎

授業レジュメのファイルを事前に配布する。各自手元に用意した
上で（パソコン、タブレット、印刷など）、授業に参加するこ
と。

◎－－－　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
野崎充彦『朝鮮の物語』（大修館書店、1998）ISBN:
9784469231427
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
斎藤真理子編『韓国・フェミニズム・日本 完全版』（河出書房新
社、2019年）ISBN:9784309028378
韓国映像資料院編・桑畑優香訳『韓国映画100選』（クオン、2019
年）ISBN：9784904855935
波田野節子・斎藤真理子編著ほか『韓国文学を旅する60章』（明
石書店、2020年）ISBN:9784750351070

◎－－－　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。
・毎回授業後、指定の締切まで感想や質問などを記入し、FUポー
タルの課題に提出すること。
・授業の内容や評価方法は状況（例：遠隔授業など）によって変
更の可能性がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（スタートアップ授業）
2. 韓国・朝鮮の文学とは
3. 韓国・朝鮮の古典文学（1）
4. 韓国・朝鮮の古典文学（2）
5. 古典文学関連映画の鑑賞(1)
6. 古典文学関連映画の鑑賞(2)解説
7. 開化期・植民地期の文学（1）
8. 開化期・植民地期の文学（2）
9. 近代文学関連映画の鑑賞(1)
10. 近代文学関連映画の鑑賞(2)解説
11. 韓国・朝鮮の現代文学（1）
12. 現代文学関連映画の鑑賞(2)
13. 現代文学関連映画の鑑賞(2)解説
14. 韓国・朝鮮の現代文学（3）
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：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：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：20世紀半ば～現在、例）高度成長期の
文学、今日の韓国文学など。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/t6sknmm6nb58ezp18cn0095suxs4451t)



2023-S000009446-03アジアの文学Ｂ（魯迅を読む／知る）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

間　ふさ子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は主に講義形式で行います。

中国の文豪・魯迅は日本人にもなじみの深い文学者で、中学の
教科書で魯迅の作品に接したという人も多いでしょう。魯迅は
日本に留学し仙台で医学を学びますが、医学では人の魂は救え
ないと考え、文学の道に進みました。20代を日本で過したのち
中国に帰り、役人や教員をしながら作品を発表して社会変革を
目指しました。

社会の弊を鋭く突くその筆法は読者の大きな共感を得ると同時
に、敵も多く作りました。1936年に亡くなるまでの10年間は上
海に定住して国家権力による弾圧をかわしながら文筆で生活を
立てました。魯迅の緊迫した生活を支えたのは上海に店を構え
ていた内山書店の内山完造です。

魯迅の一生を俯瞰すると、青年期と晩年に日本人との重要な関
わりがあることがわかります。そして日本人読者もまた長らく
彼の文学や生き方に影響を受けてきました。その一例が作家・
劇作家の井上ひさしです。井上ひさしは樋口一葉や林芙美子な
どの評伝劇を多く執筆したことで知られていますが、彼が描い
た唯一の外国人が魯迅でした。

本講義では、井上ひさしが魯迅を主人公として創作した戯曲
『シャンハイムーン』を一つの参考としつつ、魯迅の生き方や
日本人との関わりをいくつかの魯迅作品や周辺資料から読み解
くと同時に、日本人は魯迅をどのように受容してきたのかにつ
いて見ていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学者魯迅を知る(DP1-1)(知識・理解)

魯迅の作品を読む(DP2-1)(知識・理解)

魯迅と日本・日本人とのかかわりを知る(DP2-2)(知識・理解)

日本人の魯迅受容について考察する(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定されたテキストを読んでくる。(60分)

講義の内容をふまえて自分の意見や考察をまとめる。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験55％、moodleを利用した毎回のミニレポートの内容な
ど平常点45%。
定期試験は、①魯迅について、②講義で扱った魯迅作品につい
て、③魯迅と日本・日本人とのかかわり、④日本人の魯迅受容
について等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。
ミニレポートは、その日の講義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　－－－◎

魯迅作、竹内好訳『阿Q正伝』（岩波文庫、税込み792円）
9784003202524
竹内好編訳『魯迅評論集』（岩波文庫、税込み858円）
9784003202586

◎－－－　参考書　－－－◎

『朝花夕拾』　ISBN 978-4003202521
『シャンハイムーン』　ISBN 978408772782-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義ではmoodleを利用して資料の配布やミニレポートの
提出を行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01　イントロダクション（スタートアップ授業）
02　魯迅が生きた時代と彼の足跡
03　「狂人日記」をめぐって～魯迅文学の特徴
04　参考映像資料鑑賞①
05　魯迅と内山書店
06　「藤野先生」をめぐって
07　参考映像資料鑑賞②
08　秋瑾と「薬」
09　「忘却のための記念」をめぐって
10　朱安と許広平～魯迅の二人の妻
11　参考映像資料鑑賞③
12　「フェアプレイはまだ早い」
13　「故郷」をめぐって～魯迅作品における月のイメージ
14　参考映像資料鑑賞④、魯迅と鎌田誠一
15　まとめ～日本人の魯迅受容
※状況によって内容の入れ替えが生じることもあります。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gdkbgblqdpw5162vfde5turkcz9ihb8i)



2023-S000009446-04アジアの文学Ｂ（中国古典小説史：近世）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

岩崎　華奈子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、中国の近代（宋～清）に編まれた古典小説を読
み、中国における小説の変遷について、その社会背景も踏まえ
て解説する。前期「アジアの文学A（中国古典小説史：古代～
中世）」に続く内容である。
中国の近世以降に編まれた小説には、「白話」（話し言葉を
ベースにした書記言語）で書かれたものが多い。それ以前の作
品が純粋な書記言語である「文言」書かれていたのに対し、話
し言葉に近い「白話」が使われ始めたのはどのような経緯によ
るものか、また「白話」の使用によって小説そのものがどのよ
うに変化したか、という点を中心に考えてみたい。中国史にお
いて近世に区分される時期は宋～清（960～1911年）と非常に
長く、小説の作品数も膨大で、スタイルも多彩である。当然な
がら社会的文化的にも大きな変動が幾度もあった。それら全て
を網羅的に解説することは難しい。本授業では、小説の変遷の
大略を把握したうえで、作品の読解・鑑賞を行いたい。また、
中国の古典小説が日本をはじめとするアジア諸国に与えた影響
についても言及したい。
授業は講義形式で行う。時代ごとに小説史を解説したのち、代
表的作品（の一部）を読解・鑑賞する。毎回ミニッツペーパー
を記入する時間を設け、授業の要点のまとめや、作品の感想な
どを記述してもらい、次の授業開始時にフィードバック（質問
の回答、感想の紹介など）を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

講義の要点や自分の考えを簡潔に報告できる(DP1-1)(技能)

文学作品および文学と社会の関係性に関心を持つ(DP2-1)(態
度・志向性)

中国の古典小説を通じて異文化への理解を深める(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配付資料を事前に読み、疑問点を明確にしておくこと。
(90分)

復習：資料やノートを見直し、要点や作品のストーリー・解釈
のポイントなどを整理すること。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：到達目標が達成できているか。
評価方法：ミニッツペーパー50％、定期試験50％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。授業中に資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

平凡社『中国文学大系』シリーズ
明治書院『新釈漢文大系』シリーズ
前野直彬編『中国文学史』（東京大学出版会、1975年）
魯迅著・丸尾常喜訳注『中国小説の歴史的変遷　魯迅によ
る中国小説史入門』（凱風社、1987年）
藤井省三・大木康『新しい中国文学史　近世から現代ま
で』（ミネルヴァ書房、1997年）
井波律子『中国の五大小説　上・下』（岩波新書
1127・1128、岩波書店、2008～2009年）
小松謙『中国白話文学研究―演劇と小説の関わりから―』
（汲古書院、2016年）
武田雅哉・加部勇一郎・田村容子編著『中国文学をつまみ
食い　『詩経』から『三体』まで』（ミネルヴァ書房、
2022年）
その他、翻訳や解説書が多数出版されている。必要に応じ
て各自参照のこと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

2023年度前期「アジアの文学A」を履修していることが望
ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（スタートアップ授業）
2.小説史：宋
3.作品鑑賞：宋（1）
4.作品鑑賞：宋（2）
5.小説史：元
6.作品鑑賞：元（1）
7.作品鑑賞：元（2）
8.小説史：明
9.作品鑑賞：明 (1)
10.作品鑑賞：明 (2)
11.作品鑑賞：明 (3)
12.小説史：清
13.作品鑑賞：清 (1)
14.作品鑑賞：清 (2)
15.総括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
saxpi541ezcxp4wjvu7xquoxiipbc3mq)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

アジアの文学Ｂ　スタートアップ課題
(アジアの文学B　スタートアップ授業課題.pdf)



2023-S000009446-05アジアの文学Ｂ「BB」（三国志演義の世界・Ⅱ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2024/01/23　夜１限　　

黄　冬柏

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、中国文学の歴史と名作を概観したうえ、小説
『三国志演義』を中心に学習する。三国志と呼ばれるものに
は、史書『三国志』と小説『三国志演義』がある。授業では、
小説『三国志演義』における虚実の組み合わせや英雄豪傑の人
物像を理解できるようになる。
　具体的には、「赤壁の戦い」・「秋風五丈原」などの重要な
場面と諸葛孔明・曹操・周瑜などの主要人物を中心に、DVD映
像を鑑賞しながら、パワーポイントと配布資料を通して学習を
進めていく。講義形式であるが、講義の終了時には、ミニッツ
ペーパーに質問や感想などを書いて提出することが求められ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．中国文学に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明
することができる。(DP1-1)(知識・理解)

2．小説『三国志演義』の名場面と主な登場人物を理解し、そ
れらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

3．他者への寛容および異文化への理解など、広い視野から物
事を考える態度を持つことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：講義ごとのトピックスについて調べ、疑問点などを明ら
かにしておくこと。(60分)

復習：与えられた課題に取り組み、配付資料を見直しておくこ
と。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　中国文学に関する基礎的な知識を身につけているか（到達目
標１）、小説『三国志演義』の名場面と主な登場人物を理解し
ているか（到達目標２）、広い視野から物事を考える態度を
持っているか（到達目標３）を評価の基準とする。

評価方法
　平素のレポートとトピックごとのミニッツペー
パー（60%）、および定期試験（40%）により、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中にプリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

『中国文学講義』　ISBN 978-4924779679
『三国志演義の世界』　ISBN 978-4497934031

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に参加し、ノートを取ること。
　授業中は、積極的にディスカッションに参加すること。
　授業後に、感想文などを提出すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　スタートアップ（動画配信）
第02回　史書『三国志』と小説『三国志演義』
第03回　映画『レッドクリフ・Ⅱ』の鑑賞
第04回　映画『レッドクリフ・Ⅱ』の解説
第05回　名場面「赤壁の戦い」の鑑賞
第06回　名場面「赤壁の戦い」の解説
第07回　人物像：諸葛孔明の知恵
第08回　名場面「関羽の最期」の鑑賞
第09回　名場面「関羽の最期」の解説
第10回　人物像：呉の周瑜
第11回　名場面「秋風五丈原」の鑑賞
第12回　名場面「秋風五丈原」の解説
第13回　人物像：最後の勝者―司馬懿
第14回　日本における『三国志演義』の受容
第15回　全体のまとめと質疑応答

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
u8h71rm90ivtl2fp4ip6vq6mvcuolyeq)



2023-S000009446-06アジアの文学Ｂ（中国古典と現代）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2024/01/22　４時限　　

東　英寿

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容　
　中国の古典には現代の我々に通じる考え方や思想がありま
す。本授業では、中国古典を題材として、そうした思想や見解
を様々な方面から考察します。
　本授業の前半では、中国古典に見られる思想と現代の繋がり
について具体的に講義していきます。その後、漢字の特色や日
本の元号と中国古典との繋がりを明らかにします。さらに、三
国志の映画を鑑賞し三国志を理解しつつ、三国志の英雄達から
現代人に通じる生き方を学びます。また、杜甫、賈島、杜牧等
の唐代の詩人の詩を読解し、それぞれに関連したＤＶＤ（漢詩
紀行）を鑑賞しながら、現代につながる古稀や推敲などの故事
を学びます。この授業は、これまで中国の古典について知識が
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。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、事前に配布した講義資料に沿って教員が説明を加
えていく講義形式で行います。また、適宜、授業に関連するＤ
ＶＤの鑑賞を取り入れます。2回の課題の提出を予定していま
すので、毎回の授業の重要事項を確認しながら受講するように
して下さい。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国古典に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

授業中に説明した中国古典思想における現代と共通する見解や
異なる思想を理解し、それらについて説明することができる。
(DP2-1)(知識・理解)

中国古典の日本への影響を理解し、異文化への理解を深める。
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回の内容について、資料をよく読み、わからな
い点などについてあらかじめ調べておく。(45分)

復習：授業後は、授業で理解できなかった点がないかよく確認
し、その回の内容を振り返って理解を深めておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：中国古典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する。

評価方法：授業中の中国古典に関連する課題の提出を20％（到
達目標1，2，3）と定期試験の回答内容を80％（到達目標1，
2）によって総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しませんが、事前に授業で使用するプリン
トを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業で使用する資料は、事前にメールで送信します
ので、授業中には配布しません。授業までに各自印刷する
か、ダウンロードしてPC等を授業に持参するなりして、授
業中にテキストを確認できるように準備しておいて下さ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回　授業概要の説明とイントロダクション（スタート
アップ授業）
第02回　中国古典と現代1－淮南子
第03回　中国古典と現代2―論語
第04回　中国古典と現代3―孫子
第05回　中国古典と現代4―蒙求、孫子、列子
第06回　漢字と日本
第07回　元号と中国古典
第08回　映画を通してみる三国志1
第09回　映画を通してみる三国志2
第10回　三国志と現代
第11回　杜甫と古稀　
第12回　王昌齢と楼蘭王国
第13回　賈島と推敲
第14回　王翰と杜牧
第15回　全体の振り返りとまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nv6gvnzr2k979fn48v4qnz6gvr05pcqp)



2023-S000009442-01人文地理学（人文地理学からみる世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　千尋

◎－－－　概要　－－－◎

人文地理学は、地理学のなかでも人間活動の諸現象に注目する
分野である。本講義では人文地理学の理論・見方を広く学ぶと
ともに、それを用いて現代社会の諸問題を自ら考察する力を身
につけることを目的とする。
人文地理学では、地理学および人文地理学に関わる諸概念や見
方・考え方を学んだ後、4つのトピック（①自然環境と人間、
②グローバル化・都市・移民、③観光化する世界、④自然災害
と社会）を軸として、人文地理学の基礎的な考え方や知識を身
につけ、人文地理学の視点から現代社会の様々な問題を考察す
る力を育むことを目指す。
本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人文地理学的な見地から地域社会の特徴や諸問題について説明
できる(DP2-1)(知識・理解)

様々なデータを用いて地域の特徴やその変化を分析・考察する
ことができる((DP2-1)(技能)

特定地域への学術的関心を持ち、多様な情報から自分なりの疑
問を見出すことができる(DP1-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布資料を読む(60分)

復習：授業内容の整理・確認(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：授業内容を基礎とし、人文地理学の見方・考え方を
理解できているか、地図・統計等の情報を分析的に読み解くこ
とができるかを評価する。
評価方法：理解度確認テスト（80％）＋ミニッツペー
パー（20％）
※理解度確認テストは計２回実施する。
※授業内容および確認テストに関するフィードバックは授業中
およびMoodleを利用して適宜行う。
※本授業は定期試験を実施しないため、再試験を受験すること
ができません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。
授業資料は毎回Moodleにアップロードします。必ず、授業
前に各自で授業資料をダウンロードし、授業に持参するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適時紹介します

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語や授業と関係ない行為、他学生に迷惑をかける行為は
禁止する。注意しても改善されない場合は退出を命じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1）地理学とは・授業のルール・方法の説明（スタート
アップ授業）
2）自然環境と人間1
3）自然環境と人間2
4）自然環境と人間3
5）グローバル化・都市・移民1
6）グローバル化・都市・移民2
7）グローバル化・都市・移民3
8）確認テスト1
9）観光化する世界1
10）観光化する世界2
11）観光化する世界3
12）自然災害と社会1
13）自然災害と社会2
14）自然災害と社会3
15）確認テスト2
※授業の進度に応じて変更する可能性があります。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/1ra559v14u5we408nfnxuu5p3pzggcfo)



2023-S000009442-02人文地理学「BB」（系統地理学の主題について考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2023/08/01　夜１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、
農業形態、工業類型論や立地論、およびプライメイトシティを
はじめとした世界の大都市について考察する。事例地域として
は、アメリカ・ＥＵ諸国、中国、南米・アフリカの国々などを
取りあげる。なお、授業は講義形式で行われる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地理学の諸分野のうち、人文地理学に関する基礎的な知識を理
解し説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

人文地理学のさまざまな主題のうち、とくに農業・工業・都市
に関する広い視野を培い、地域を多角的に見ることができるよ
うになる。(DP2-1)(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、講義時間と同等以上の
予習・復習を行ってください（講義１時間あたり各90分以上）
具体的には、授業で使用する資料（専門用語など）について予
め学習する。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する。(180分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験有。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域
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など

◎－－－　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　イントロダクション（スタートアップ授業）人文地理
学の主題とは
②　地理学と系統地理学
③　穀物栽培農業
④　有畜農業
⑤　プランテーション農業
⑥　中国の農業地域区分
⑦　工業類型論
⑧　工業立地論
⑨　アメリカの工業地域
⑩　ＥＵの工業地域
⑪　都市化する世界
⑫　世界の都市の分類
⑬　プライメートシティとは
⑭　世界の大都市問題
⑮　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/2om5j9lt2p3lr33m1il1cm0qnmp8iakf)



2023-S000009405-01倫理学Ａ（中国古典に見る人間観）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバル化やボーダーレス化が進み、我々を取り巻く環境
が目まぐるしく変化している昨今、他国と海を隔てた日本にお
いても、異文化圏の人々と接する機会が大幅に増してきてい
る。そのような異文化間の交流を通して、我々が強く感じるの
は、やはりアジア文化圏に共通する倫理観や人間観の存在であ
ろう。
　「人の性は善か、悪か」「忠と孝はどちらを優先すべきか」
等、中国古代より幾度も論じられてきた問いは、現代において
も、なお、考察すべき大きな意義を持つ。日本人の倫理観や人
間観の根底にも、このような古代中国思想の影響が多分に含ま
れているものと考えられる。
　そこで、本授業では『論語』や『孟子』等の中国の古典や、
さらには近年相次いで出土し公開されてきている中国古代の新
史料を用いて、東洋思想の原点、特に「人間観」について改め
て考えてみたい。（※本授業は講義形式で行う。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアの歴史・文化に関する知識を持つ。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古代思想について、基本的な考え方を理解し、説明でき
る。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容や他者の意見を通して、自分の見解や立場を相対化し
て問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や関連文献を読み、次回のテーマについて予習するこ
と。(60分)

配布資料によく目を通し、内容の理解を深めること（復習）。
(60分)

わからない語句があれば、参考書等を調べ、確認すること（予
習・復習）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●平常点（授業時のミニレポートや小テストなど：50％）と、
定期試験（50％）を合わせて評価する。

●平常点については、授業を通して5回程、授業内容に関する
ミニレポート、あるいは小テスト等を10分程度で記述（解答）
し、提出してもらう。
　※なお、授業の大半を欠席した場合には、平常点（＝ミニレ
ポートや小テストによって、授業への参加度・授業への取り組
み姿勢をはかる点数）は付けられないので、注意すること。

●定期試験は、授業で取り上げた中国古典に見える道徳観念を
どの程度理解しているか、またそれらに対してどの程度関心や
問題意識を持っているか、という点から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●金谷治『中国思想を考える―未来を開く伝統』中公新書
　ISBN 978-4121011206
●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●溝口雄三・丸山松幸・池田知久編『中国思想文化事典』
東京大学出版会　ISBN 978-4130100878
※その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●毎回の授業プリント（配付資料）はFUboxに掲載する。
授業までに各自で印刷するか、ダウンロードしてPC等を授
業に持参し、授業中にテキストを確認できるように準備し
て頂きたい。
●遅刻や途中退席、授業中の私語が多い場合には、減点の
対象とする。
●小テストやレポート課題において、剽窃などの不正行為
が見られた場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．天と人と①　
３．天と人と②　
４．天と人と③
５．性説①
６．性説②
７．性説③
８．孝と忠と①
９．孝と忠と②
10．欲について
11．礼について
12．聖人観①
13．聖人観②、戦争について①
14．戦争について②
15．おわりに（授業のまとめ・総括）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
epbvayyann511yoehmwk5ck3eglaaxt7)



2023-S000009405-02倫理学Ａ（中国古典に見る人間観）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバル化やボーダーレス化が進み、我々を取り巻く環境
が目まぐるしく変化している昨今、他国と海を隔てた日本にお
いても、異文化圏の人々と接する機会が大幅に増してきてい
る。そのような異文化間の交流を通して、我々が強く感じるの
は、やはりアジア文化圏に共通する倫理観や人間観の存在であ
ろう。
　「人の性は善か、悪か」「忠と孝はどちらを優先すべきか」
等、中国古代より幾度も論じられてきた問いは、現代において
も、なお、考察すべき大きな意義を持つ。日本人の倫理観や人
間観の根底にも、このような古代中国思想の影響が多分に含ま
れているものと考えられる。
　そこで、本授業では『論語』や『孟子』等の中国の古典や、
さらには近年相次いで出土し公開されてきている中国古代の新
史料を用いて、東洋思想の原点、特に「人間観」について改め
て考えてみたい。（※本授業は講義形式で行う。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアの歴史・文化に関する知識を持つ。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古代思想について、基本的な考え方を理解し、説明でき
る。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容や他者の意見を通して、自分の見解や立場を相対化し
て問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や関連文献を読み、次回のテーマについて予習するこ
と。(60分)

配布資料によく目を通し、内容の理解を深めること（復習）。
(60分)

わからない語句があれば、参考書等を調べ、確認すること（予
習・復習）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●平常点（授業時のミニレポートや小テストなど：50％）と、
定期試験（50％）を合わせて評価する。

●平常点については、授業を通して5回程、授業内容に関する
ミニレポート、あるいは小テスト等を10分程度で記述（解答）
し、提出してもらう。
　※なお、授業の大半を欠席した場合には、平常点（＝ミニレ
ポートや小テストによって、授業への参加度・授業への取り組
み姿勢をはかる点数）は付けられないので、注意すること。

●定期試験は、授業で取り上げた中国古典に見える道徳観念を
どの程度理解しているか、またそれらに対してどの程度関心や
問題意識を持っているか、という点から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●金谷治『中国思想を考える―未来を開く伝統』中公新書
　ISBN 978-4121011206
●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●溝口雄三・丸山松幸・池田知久編『中国思想文化事典』
東京大学出版会　ISBN 978-4130100878
※その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●毎回の授業プリント（配付資料）はFUboxに掲載する。
授業までに各自で印刷するか、ダウンロードしてPC等を授
業に持参し、授業中にテキストを確認できるように準備し
て頂きたい。
●遅刻や途中退席、授業中の私語が多い場合には、減点の
対象とする。
●小テストやレポート課題において、剽窃などの不正行為
が見られた場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．天と人と①　
３．天と人と②　
４．天と人と③
５．性説①
６．性説②
７．性説③
８．孝と忠と①
９．孝と忠と②
10．欲について
11．礼について
12．聖人観①
13．聖人観②、戦争について①
14．戦争について②
15．おわりに（授業のまとめ・総括）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zs72qlura66xnio20yehko5cujr8wagm)



2023-S000009405-03倫理学Ａ（中国古典に見る人間観）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　グローバル化やボーダーレス化が進み、我々を取り巻く環境
が目まぐるしく変化している昨今、他国と海を隔てた日本にお
いても、異文化圏の人々と接する機会が大幅に増してきてい
る。そのような異文化間の交流を通して、我々が強く感じるの
は、やはりアジア文化圏に共通する倫理観や人間観の存在であ
ろう。
　「人の性は善か、悪か」「忠と孝はどちらを優先すべきか」
等、中国古代より幾度も論じられてきた問いは、現代において
も、なお、考察すべき大きな意義を持つ。日本人の倫理観や人
間観の根底にも、このような古代中国思想の影響が多分に含ま
れているものと考えられる。
　そこで、本授業では『論語』や『孟子』等の中国の古典や、
さらには近年相次いで出土し公開されてきている中国古代の新
史料を用いて、東洋思想の原点、特に「人間観」について改め
て考えてみたい。（※本授業は講義形式で行う。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアの歴史・文化に関する知識を持つ。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古代思想について、基本的な考え方を理解し、説明でき
る。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容や他者の意見を通して、自分の見解や立場を相対化し
て問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や関連文献を読み、次回のテーマについて予習するこ
と。(60分)

配布資料によく目を通し、内容の理解を深めること（復習）。
(60分)

わからない語句があれば、参考書等を調べ、確認すること（予
習・復習）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●平常点（授業時のミニレポートや小テストなど：50％）と、
定期試験（50％）を合わせて評価する。

●平常点については、授業を通して5回程、授業内容に関する
ミニレポート、あるいは小テスト等を10分程度で記述（解答）
し、提出してもらう。
　※なお、授業の大半を欠席した場合には、平常点（＝ミニレ
ポートや小テストによって、授業への参加度・授業への取り組
み姿勢をはかる点数）は付けられないので、注意すること。

●定期試験は、授業で取り上げた中国古典に見える道徳観念を
どの程度理解しているか、またそれらに対してどの程度関心や
問題意識を持っているか、という点から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●金谷治『中国思想を考える―未来を開く伝統』中公新書
　ISBN 978-4121011206
●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●溝口雄三・丸山松幸・池田知久編『中国思想文化事典』
東京大学出版会　ISBN 978-4130100878
※その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●毎回の授業プリント（配付資料）はFUboxに掲載する。
授業までに各自で印刷するか、ダウンロードしてPC等を授
業に持参し、授業中にテキストを確認できるように準備し
て頂きたい。
●遅刻や途中退席、授業中の私語が多い場合には、減点の
対象とする。
●小テストやレポート課題において、剽窃などの不正行為
が見られた場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．天と人と①　
３．天と人と②　
４．天と人と③
５．性説①
６．性説②
７．性説③
８．孝と忠と①
９．孝と忠と②
10．欲について
11．礼について
12．聖人観①
13．聖人観②、戦争について①
14．戦争について②
15．おわりに（授業のまとめ・総括）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/j8xtdu46jrdtoqxazo8rvllnvtoarqiy)



2023-S000009405-05倫理学Ａ（生と死へのまなざし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　宇宙が誕生して138億年もの時間が経過し、あるときあるところに特異な構造を
もつ有機体が生じた。それが私であり、私はいま・ここに存在する。私はこれまで
気が遠くなるほどの時間どこにも存在しなかったが、つかの間のあいだこの世界に
とどまり、ふたたび無へと帰ってゆく。そしてそのあとには、永遠ともいえる時間
が流れてゆくのだろう。
　だがもしそうなら、この永遠の時間の、また、無限ともいえる空間の、いま・こ
こになぜ私は存在しているのだろう。私は別の時代に別のところで（たとえば、織
田信長として）存在していても、あるいはまた、アンドロメダ星雲のなかにある太
陽系の片隅で、「私」と叫んでいてもよかったのではないか。
　もちろんこれについは、次のように答えられるだろう。地球上には無数の生物が
存在し、そのうちのいくつかには意識が備わっている。そのような存在であれば、
「私」という自覚をもちうるはずであり、人間もまたそのような存在者の一つであ
る。視野を宇宙にまで広げれば、宇宙のいたるところに「私」という自覚をもつ存
在者がいるにちがいない。つまり、地球上の人類をふくめて、この世界には過去か
ら現在、未来にいたるまで無数の「私」が存在したし、存在しており、また存在す
るだろう。そうであれば、私がいま・ここに存在することに何の不思議があろう
か。
　だが、ここで問題にしているのは、そういうことではないのだ。つまり、いま・
ここにいる「この私」は、過去から現在・未来にいたる歴史において宇宙のあらゆ
るところを探しても、たった一人しかいないのではないか？。「この私」とは唯一
無二の存在であって、他のだれも「この私」ではありえない。それが私ということ
ばのもっとも重要な意味であろう（この意味の私を、以後＜私＞と表記することと
する）。たとえ世界には無数の「私」（私という自覚をもちうる存在者）が存在し
ようが、＜私＞はかれらとは異なる特別の存在なのだ――。
　さてここでわれわれは、改めて問い直さなければならない。その唯一無二の＜私
＞はなぜ、他のどこでもなく他のいつでもなく、いま・ここにいるのだろう？ま
た、＜私＞がいま・ここにの生まれたことに何か特別な意味があるのだろうか？＜
私＞はどこから来て、またどこへと去ってゆくのか？
　この授業では、こうした＜私＞の誕生という原事実へとさかのぼって、＜私＞の
存在根拠について考えたい。
　ただし、この問題は授業の後半にあつかうこととして、授業の前半では、古今の
論者たちの知恵をかりて、生を通して死の意味を、また、死を通して生の意味を考
えることとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．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。(DP1-1)(知識・
理解)

２．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。(DP1-1)(知
識・理解)

３．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。(DP1-2)(態度・志向性)

４．他者とのかかわりの中で、自分の生と死の意味を理解できる。(DP2-1)(知識・
理解)

５．他者の存在を前提として、その中に埋もれてしまわない自分の
　　存在の意味を考えるようになる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．空欄補充型の資料をFUポータルにアップロードするの
　　で、わからない用語の意味について調べておき、事前
　　に課題が与えられた場合はそれについて考えておく。

(45分)

２．空欄補充後、授業で理解できなかった点がないか確認
　　し、よく読んで理解を深めておく。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験では、(1)設問に対して適切に答えているか、正しい日本語で論理的な表
記
  ができているか、(2)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、
などの
　点を基準にして評価する。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは、「AIと労働」および
「安楽
　死・尊厳死の問題」）、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見解を明確に記述しているか、自分の意見に対して有効
な　　
　論証を行っているか、などを評価の基準とする。
・定期試験の成績を70％、提出されたレポートの評価を30％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。空欄補充式の講義資料（B5で4ページ程
度）を毎回を配布します。講義資料から定期試験の問題を
出題します。

◎－－－　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
あくまでも参考書ということで、絶対に読む必要があると
いうわけではありません。特にハイデガーの本はたいへん
読みにくいと思います。しかし、トルストイの小説は、短
くてもじゅうぶん手ごたえのあるものなので、ぜひ読んで
ほしいと思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識等はとくに必要ありません。
・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　イントロダクション（スタートアップ授業）
 2　死の人称性
 3　1人称の死：世界の中心の消滅、不在と無
 4　ビデオ視聴とレポート課題の提示：AIと労働
 5　死へとかかわる存在：ハイデガーの死生観
 6　本来性と非本来性：死をみつめて生きる
 7  トルストイ『イワン・イリッチの死』をめぐって
 8　映画『生きる』（黒澤明）にみる生と死
 9　死後の問題(1)：天国と地獄　
10　死後の問題(2)：輪廻転生　
11　魂のゆくえ：心脳同一説と魂の消滅
12  ビデオ視聴とレポート課題の提示：安楽死の問題
13  ＜私＞の誕生と死
14  ＜私＞の出生の偶然性：根源的分散
15  人間として生まれた

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
d6pohzmr1fzgfu843gqsz8zvz3585wey)



2023-S000009405-06倫理学Ａ（生と死へのまなざし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　宇宙が誕生して138億年もの時間が経過し、あるときあるところに特異な構造を
もつ有機体が生じた。それが私であり、私はいま・ここに存在する。私はこれまで
気が遠くなるほどの時間どこにも存在しなかったが、つかの間のあいだこの世界に
とどまり、ふたたび無へと帰ってゆく。そしてそのあとには、永遠ともいえる時間
が流れてゆくのだろう。
　だがもしそうなら、この永遠の時間の、また、無限ともいえる空間の、いま・こ
こになぜ私は存在しているのだろう。私は別の時代に別のところで（たとえば、織
田信長として）存在していても、あるいはまた、アンドロメダ星雲のなかにある太
陽系の片隅で、「私」と叫んでいてもよかったのではないか。
　もちろんこれについは、次のように答えられるだろう。地球上には無数の生物が
存在し、そのうちのいくつかには意識が備わっている。そのような存在であれば、
「私」という自覚をもちうるはずであり、人間もまたそのような存在者の一つであ
る。視野を宇宙にまで広げれば、宇宙のいたるところに「私」という自覚をもつ存
在者がいるにちがいない。つまり、地球上の人類をふくめて、この世界には過去か
ら現在、未来にいたるまで無数の「私」が存在したし、存在しており、また存在す
るだろう。そうであれば、私がいま・ここに存在することに何の不思議があろう
か。
　だが、ここで問題にしているのは、そういうことではないのだ。つまり、いま・
ここにいる「この私」は、過去から現在・未来にいたる歴史において宇宙のあらゆ
るところを探しても、たった一人しかいないのではないか？。「この私」とは唯一
無二の存在であって、他のだれも「この私」ではありえない。それが私ということ
ばのもっとも重要な意味であろう（この意味の私を、以後＜私＞と表記することと
する）。たとえ世界には無数の「私」（私という自覚をもちうる存在者）が存在し
ようが、＜私＞はかれらとは異なる特別の存在なのだ――。
　さてここでわれわれは、改めて問い直さなければならない。その唯一無二の＜私
＞はなぜ、他のどこでもなく他のいつでもなく、いま・ここにいるのだろう？ま
た、＜私＞がいま・ここにの生まれたことに何か特別な意味があるのだろうか？＜
私＞はどこから来て、またどこへと去ってゆくのか？
　この授業では、こうした＜私＞の誕生という原事実へとさかのぼって、＜私＞の
存在根拠について考えたい。
　ただし、この問題は授業の後半にあつかうこととして、授業の前半では、古今の
論者たちの知恵をかりて、生を通して死の意味を、また、死を通して生の意味を考
えることとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．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。(DP1-1)(知識・
理解)

２．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。(DP1-1)(知
識・理解)

３．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。(DP1-2)(態度・志向性)

４．他者とのかかわりの中で、自分の生と死の意味を理解できる。(DP2-1)(知識・
理解)

５．他者の存在を前提として、その中に埋もれてしまわない自分の
　　存在の意味を考えるようになる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．空欄補充型の資料をFUポータルにアップロードするの
　　で、わからない用語の意味について調べておき、事前
　　に課題が与えられた場合はそれについて考えておく。

(45分)

２．空欄補充後、授業で理解できなかった点がないか確認
　　し、よく読んで理解を深めておく。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験では、(1)設問に対して適切に答えているか、正しい日本語で論理的な表
記
  ができているか、(2)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、
などの
　点を基準にして評価する。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは、「AIと労働」および
「安楽
　死・尊厳死の問題」）、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見解を明確に記述しているか、自分の意見に対して有効
な　　
　論証を行っているか、などを評価の基準とする。
・定期試験の成績を70％、提出されたレポートの評価を30％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。空欄補充式の講義資料（B5で4ページ程
度）を毎回を配布します。講義資料から定期試験の問題を
出題します。

◎－－－　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
あくまでも参考書ということで、絶対に読む必要があると
いうわけではありません。特にハイデガーの本はたいへん
読みにくいと思います。しかし、トルストイの小説は、短
くてもじゅうぶん手ごたえのあるものなので、ぜひ読んで
ほしいと思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識等はとくに必要ありません。
・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　イントロダクション（スタートアップ授業）
 2　死の人称性
 3　1人称の死：世界の中心の消滅、不在と無
 4　ビデオ視聴とレポート課題の提示：AIと労働
 5　死へとかかわる存在：ハイデガーの死生観
 6　本来性と非本来性：死をみつめて生きる
 7  トルストイ『イワン・イリッチの死』をめぐって
 8　映画『生きる』（黒澤明）にみる生と死
 9　死後の問題(1)：天国と地獄　
10　死後の問題(2)：輪廻転生　
11　魂のゆくえ：心脳同一説と魂の消滅
12  ビデオ視聴とレポート課題の提示：安楽死の問題
13  ＜私＞の誕生と死
14  ＜私＞の出生の偶然性：根源的分散
15  人間として生まれた

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
sgose67t40ryfad09qrcatwqw56wjrqy)



2023-S000009405-07倫理学Ａ（生と死へのまなざし）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

広川　明

◎－－－　概要　－－－◎

　宇宙が誕生して138億年もの時間が経過し、あるときあるところに特異な構造を
もつ有機体が生じた。それが私であり、私はいま・ここに存在する。私はこれまで
気が遠くなるほどの時間どこにも存在しなかったが、つかの間のあいだこの世界に
とどまり、ふたたび無へと帰ってゆく。そしてそのあとには、永遠ともいえる時間
が流れてゆくのだろう。
　だがもしそうなら、この永遠の時間の、また、無限ともいえる空間の、いま・こ
こになぜ私は存在しているのだろう。私は別の時代に別のところで（たとえば、織
田信長として）存在していても、あるいはまた、アンドロメダ星雲のなかにある太
陽系の片隅で、「私」と叫んでいてもよかったのではないか。
　もちろんこれについは、次のように答えられるだろう。地球上には無数の生物が
存在し、そのうちのいくつかには意識が備わっている。そのような存在であれば、
「私」という自覚をもちうるはずであり、人間もまたそのような存在者の一つであ
る。視野を宇宙にまで広げれば、宇宙のいたるところに「私」という自覚をもつ存
在者がいるにちがいない。つまり、地球上の人類をふくめて、この世界には過去か
ら現在、未来にいたるまで無数の「私」が存在したし、存在しており、また存在す
るだろう。そうであれば、私がいま・ここに存在することに何の不思議があろう
か。
　だが、ここで問題にしているのは、そういうことではないのだ。つまり、いま・
ここにいる「この私」は、過去から現在・未来にいたる歴史において宇宙のあらゆ
るところを探しても、たった一人しかいないのではないか？。「この私」とは唯一
無二の存在であって、他のだれも「この私」ではありえない。それが私ということ
ばのもっとも重要な意味であろう（この意味の私を、以後＜私＞と表記することと
する）。たとえ世界には無数の「私」（私という自覚をもちうる存在者）が存在し
ようが、＜私＞はかれらとは異なる特別の存在なのだ――。
　さてここでわれわれは、改めて問い直さなければならない。その唯一無二の＜私
＞はなぜ、他のどこでもなく他のいつでもなく、いま・ここにいるのだろう？ま
た、＜私＞がいま・ここにの生まれたことに何か特別な意味があるのだろうか？＜
私＞はどこから来て、またどこへと去ってゆくのか？
　この授業では、こうした＜私＞の誕生という原事実へとさかのぼって、＜私＞の
存在根拠について考えたい。
　ただし、この問題は授業の後半にあつかうこととして、授業の前半では、古今の
論者たちの知恵をかりて、生を通して死の意味を、また、死を通して生の意味を考
えることとする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．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。(DP1-1)(知識・
理解)

２．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。(DP1-1)(知
識・理解)

３．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。(DP1-2)(態度・志向性)

４．他者とのかかわりの中で、自分の生と死の意味を理解できる。(DP2-1)(知識・
理解)

５．他者の存在を前提として、その中に埋もれてしまわない自分の
　　存在の意味を考えるようになる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．空欄補充型の資料をFUポータルにアップロードするの
　　で、わからない用語の意味について調べておき、事前
　　に課題が与えられた場合はそれについて考えておく。

(45分)

２．空欄補充後、授業で理解できなかった点がないか確認
　　し、よく読んで理解を深めておく。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験では、(1)設問に対して適切に答えているか、正しい日本語で論理的な表
記
  ができているか、(2)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、
などの
　点を基準にして評価する。
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは、「AIと労働」および
「安楽
　死・尊厳死の問題」）、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見解を明確に記述しているか、自分の意見に対して有効
な　　
　論証を行っているか、などを評価の基準とする。
・定期試験の成績を70％、提出されたレポートの評価を30％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。空欄補充式の講義資料（B5で4ページ程
度）を毎回を配布します。講義資料から定期試験の問題を
出題します。

◎－－－　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
あくまでも参考書ということで、絶対に読む必要があると
いうわけではありません。特にハイデガーの本はたいへん
読みにくいと思います。しかし、トルストイの小説は、短
くてもじゅうぶん手ごたえのあるものなので、ぜひ読んで
ほしいと思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識等はとくに必要ありません。
・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　イントロダクション（スタートアップ授業）
 2　死の人称性
 3　1人称の死：世界の中心の消滅、不在と無
 4　ビデオ視聴とレポート課題の提示：AIと労働
 5　死へとかかわる存在：ハイデガーの死生観
 6　本来性と非本来性：死をみつめて生きる
 7  トルストイ『イワン・イリッチの死』をめぐって
 8　映画『生きる』（黒澤明）にみる生と死
 9　死後の問題(1)：天国と地獄　
10　死後の問題(2)：輪廻転生　
11　魂のゆくえ：心脳同一説と魂の消滅
12  ビデオ視聴とレポート課題の提示：安楽死の問題
13  ＜私＞の誕生と死
14  ＜私＞の出生の偶然性：根源的分散
15  人間として生まれた

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gbnuhvtz5o7ebak1nfriy5xfs7f4stsm)



2023-S000009405-08倫理学Ａ（道徳の外部）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　私が大学への途中で誰かを撥ねたとします。避けようのない事故
だったとしましょう。すぐに救急車を呼び、動転しながらも電話の
指示に従って応急処置を施しました。できることは全て行い、病院
への搬送も円滑だったのですが、打ち所が悪かったのか、その人は
助かりませんでした。事故とはいえ、人ひとりを死なせたことは、
私自身の道徳的評価にもちろん影響します。また、相手が高齢者、
子供、若い妊婦であったというような事情によっても、見方はかな
り変わるのではないでしょうか。

　このように運や偶然が関わる要素を《道徳の外部》と呼ぶことに
します。それが「外部」であるのは、私自身によるコントロールが
全く及ばないからであり、「道徳の」と付いているのは、にもかか
わらず、私に対する道徳的な視点と避けがたく関係しているからで
す。外部とは言いながら、実際には、どちらともつかない厄介な領
域のことです。われわれの道徳理論が、何が正しくて、何が間違っ
ているかを判定するための精巧な機械だったとして、運や偶然の要
素全般を、この機械に外部から混入したノイズや夾雑物として扱う
ことは本当に正しいでしょうか。幸福（しあわせ）という言葉は、
本来「仕合わせ」と書いて、巡り合わせとか、偶然の経緯（いきさ
つ）といった意味を表すものです。それは、道徳機械の整合性を守
るために、われわれの人生そのものを除外することに等しいのでは
ないでしょうか。

　本講では、主として B. ウィリアムズの倫理思想に依拠して、
《道徳の外部》について考察します。運や偶然の要素は、われわれ
の倫理や道徳が、単なるわれわれ自身の思い込みではなく、外の世
界に対して開かれた、言わば客観的な足場を持つことを示すもので
す。講義では、そのことを多様な論点から明らかにします。

　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　新たな倫理問題と思われたものが、実は、哲学史上の概念と結び
ついていることに気づいて、それらとの関連付けによってアプロー
チできるようになります。(DP2-1)(知識・理解)

　多様な価値観の相克を解消するのではなく、多様性を多様なまま
に開いておき、かつ深刻な衝突を生まないための態度や志向が身に
つきます。(DP2-2)(態度・志向性)

倫理学を学ぶことと、そこで得られた知識を、実際の自分の人生に
位置づける態度が養えます。(DP1-1)(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。(30分)

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いてください。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験の結果が90％、受講態度を10％の割合で評価し
ます。講義中に小テストを行った場合は、定期試験80％、小テスト
10％のように定期試験の結果から割り引きます。

　評価基準：到達目標にある「倫理問題」、「哲学史上の概念」や
「多様な価値観」の内容とそれらの講義全体における位置付け、さ
らに各議論の詳細な脈絡、以上三点に関する理解の程度を基準とし
て評価します。

◎－－－　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　－－－◎

大学の一般教養で、歴史や文学など人文諸科学を履修して
いることが望ましいですが、受講の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．スタートアップ授業
　　　　キャラ、人格、エートス
　２．道徳的な運
　３．アクラシアとは何か
　４．政治と道徳的性格
　５．様々な価値の相克
　６．徳としての正義
　７．無知のヴェールとパスカル
　８．ゴーギャンとアンナ・カレーニナ
　９．「べき」は「できる」を含意するか
　10．恥と必然性
　11．相対主義にも一分の理
　12．独我論と世界の果て
　13．別の時、別の場所、別の人
　14．世界の構成と倫理
　15．倫理の知識を必要とするのは誰か

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
znlqe1fpwbgl6009m94csyx5lf9py7ob)



2023-S000009405-09倫理学Ａ（道徳の外部）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　私が大学への途中で誰かを撥ねたとします。避けようのない事故
だったとしましょう。すぐに救急車を呼び、動転しながらも電話の
指示に従って応急処置を施しました。できることは全て行い、病院
への搬送も円滑だったのですが、打ち所が悪かったのか、その人は
助かりませんでした。事故とはいえ、人ひとりを死なせたことは、
私自身の道徳的評価にもちろん影響します。また、相手が高齢者、
子供、若い妊婦であったというような事情によっても、見方はかな
り変わるのではないでしょうか。

　このように運や偶然が関わる要素を《道徳の外部》と呼ぶことに
します。それが「外部」であるのは、私自身によるコントロールが
全く及ばないからであり、「道徳の」と付いているのは、にもかか
わらず、私に対する道徳的な視点と避けがたく関係しているからで
す。外部とは言いながら、実際には、どちらともつかない厄介な領
域のことです。われわれの道徳理論が、何が正しくて、何が間違っ
ているかを判定するための精巧な機械だったとして、運や偶然の要
素全般を、この機械に外部から混入したノイズや夾雑物として扱う
ことは本当に正しいでしょうか。幸福（しあわせ）という言葉は、
本来「仕合わせ」と書いて、巡り合わせとか、偶然の経緯（いきさ
つ）といった意味を表すものです。それは、道徳機械の整合性を守
るために、われわれの人生そのものを除外することに等しいのでは
ないでしょうか。

　本講では、主として B. ウィリアムズの倫理思想に依拠して、
《道徳の外部》について考察します。運や偶然の要素は、われわれ
の倫理や道徳が、単なるわれわれ自身の思い込みではなく、外の世
界に対して開かれた、言わば客観的な足場を持つことを示すもので
す。講義では、そのことを多様な論点から明らかにします。

　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　新たな倫理問題と思われたものが、実は、哲学史上の概念と結び
ついていることに気づいて、それらとの関連付けによってアプロー
チできるようになります。(DP2-1)(知識・理解)

　多様な価値観の相克を解消するのではなく、多様性を多様なまま
に開いておき、かつ深刻な衝突を生まないための態度や志向が身に
つきます。(DP2-2)(態度・志向性)

倫理学を学ぶことと、そこで得られた知識を、実際の自分の人生に
位置づける態度が養えます。(DP1-1)(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。(30分)

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いてください。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験の結果が90％、受講態度を10％の割合で評価し
ます。講義中に小テストを行った場合は、定期試験80％、小テスト
10％のように定期試験の結果から割り引きます。

　評価基準：到達目標にある「倫理問題」、「哲学史上の概念」や
「多様な価値観」の内容とそれらの講義全体における位置付け、さ
らに各議論の詳細な脈絡、以上三点に関する理解の程度を基準とし
て評価します。

◎－－－　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　－－－◎

大学の一般教養で、歴史や文学など人文諸科学を履修して
いることが望ましいですが、受講の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．スタートアップ授業
　　　　キャラ、人格、エートス
　２．道徳的な運
　３．アクラシアとは何か
　４．政治と道徳的性格
　５．様々な価値の相克
　６．徳としての正義
　７．無知のヴェールとパスカル
　８．ゴーギャンとアンナ・カレーニナ
　９．「べき」は「できる」を含意するか
　10．恥と必然性
　11．相対主義にも一分の理
　12．独我論と世界の果て
　13．別の時、別の場所、別の人
　14．世界の構成と倫理
　15．倫理の知識を必要とするのは誰か

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
psh4ry7kgehuihsk4sou7274ta49ec8d)



2023-S000009405-10倫理学Ａ「BB」（道徳の外部）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部１時限　　試験時間割：2023/07/27　夜１限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　私が大学への途中で誰かを撥ねたとします。避けようのない事故
だったとしましょう。すぐに救急車を呼び、動転しながらも電話の指
示に従って応急処置を施しました。できることは全て行い、病院への
搬送も円滑だったのですが、打ち所が悪かったのか、その人は助かり
ませんでした。事故とはいえ、人ひとりを死なせたことは、私自身の
道徳的評価にもちろん影響します。また、相手が高齢者、子供、若い
妊婦であったというような事情によっても、見方はかなり変わるので
はないでしょうか。

　このように運や偶然が関わる要素を《道徳の外部》と呼ぶことにし
ます。それが「外部」であるのは、私自身によるコントロールが全く
及ばないからであり、「道徳の」と付いているのは、にもかかわら
ず、私に対する道徳的な視点と避けがたく関係しているからです。外
部とは言いながら、実際には、どちらともつかない厄介な領域のこと
です。われわれの道徳理論が、何が正しくて、何が間違っているかを
判定するための精巧な機械だったとして、運や偶然の要素全般を、こ
の機械に外部から混入したノイズや夾雑物として扱うことは本当に正
しいでしょうか。幸福（しあわせ）という言葉は、本来「仕合わせ」
と書いて、巡り合わせとか、偶然の経緯（いきさつ）といった意味を
表すものです。それは、道徳機械の整合性を守るために、われわれの
人生そのものを除外することに等しいのではないでしょうか。

　本講では、主として B. ウィリアムズの倫理思想に依拠して、《道
徳の外部》について考察します。運や偶然の要素は、われわれの倫理
や道徳が、単なるわれわれ自身の思い込みではなく、外の世界に対し
て開かれた、言わば客観的な足場を持つことを示すものです。講義で
は、そのことを多様な論点から明らかにします。

　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　新たな倫理問題と思われたものが、実は、哲学史上の概念と結びつ
いていることに気づいて、それらとの関連付けによってアプローチで
きるようになります。(DP2-1)(知識・理解)

　多様な価値観の相克を解消するのではなく、多様性を多様なままに
開いておき、かつ深刻な衝突を生まないための態度や志向が身につき
ます。(DP2-2)(態度・志向性)

倫理学を学ぶことと、そこで得られた知識を、実際の自分の人生に位
置づける態度が養えます。(DP1-1)(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。(30分)

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いてください。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験の結果が90％、受講態度を10％の割合で評価しま
す。講義中に小テストを行った場合は、定期試験80％、小テスト10％
のように定期試験の結果から割り引きます。

　評価基準：到達目標にある「倫理問題」、「哲学史上の概念」や
「多様な価値観」の内容とそれらの講義全体における位置付け、さら
に各議論の詳細な脈絡、以上三点に関する理解の程度を基準として評
価します。

◎－－－　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　－－－◎

大学の一般教養で、歴史や文学など人文諸科学を履修して
いることが望ましいですが、受講の前提ではありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．スタートアップ授業
　　　　キャラ、人格、エートス
　２．道徳的な運
　３．アクラシアとは何か
　４．政治と道徳的性格
　５．様々な価値の相克
　６．徳としての正義
　７．無知のヴェールとパスカル
　８．ゴーギャンとアンナ・カレーニナ
　９．「べき」は「できる」を含意するか
　10．恥と必然性
　11．相対主義にも一分の理
　12．独我論と世界の果て
　13．別の時、別の場所、別の人
　14．世界の構成と倫理
　15．倫理の知識を必要とするのは誰か

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
y16jowu588ay96vwimh3swuypjan0by3)



2023-S000009405-A0倫理学Ａ「教養ゼミ」（中国古典に見る人間観）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、『論語』や『孟子』等の中国の古典を精読
し、人間とはいかなる存在か、どのように生きるべきか等、そ
こに示された人間観について議論していく。具体的には、「生
と死」「善と悪」「忠と孝」「運命」等、東洋思想を貫く哲学
的な問いについて考えてみたい。
　日本人の倫理観の形成には隣国の大国・中国の影響が大き
い。そのため、中国の古典に記された内容を深く検討すること
は、我々の思考の原点に立ち返ることにもなるであろう。

　ゼミ形式で授業を進めるため、受講者が主体的に課題に取り
組み、発表・討論を重ね、議論の内容を深めていく必要があ
る。積極的な姿勢で授業に臨んで欲しい。
　ゼミの第１～５回においては、中国の古典を講読する上でか
かせない専門用語や人物・文献、および漢文訓読法などを確認
する（発表形式）。そして第６回以降において、受講者の興味
関心に従い講読する文献を定め、その精読を通して東洋思想に
見える人間観について考えてみる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中国の古代思想について、基本的な考え方を理解し、説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古典に触れ、文化の多様性と言語表現について理解し、
説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容を通して、文化の多様性に関心を持ち、自分の見解や
立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(技能)

授業テーマに関して、自分の見解を言語化し、他者と議論でき
る。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）演習で取り上げる専門用語や文献などを調べ・精読
し、自分なりに興味・関心、あるいは疑問に感じた箇所をまと
めておく。(60分)

（予習）特に各回の発表者は、上記に加え、自身の考察を付け
たレジュメを作成する。(120分)

（復習）演習における討論を整理し統括しておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

［評価方法］担当箇所の発表およびレジュメの内容を50％、課
題への積極的な取り組み・授業への参加度を50％で評価する。
（定期試験は実施しない。そのため、再試験も実施しない。）

［評価基準］中国古代思想に関する基本的な学説を正確に把握
し、自分の言葉で説明できているか、またそこから導き出され
た自らの見解を他者と冷静に議論し、深めることができている
か、という点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●江連隆『漢文語法ハンドブック』大修館書店　ISBN
978-4469231359
●湯浅邦弘編著『名言で読み解く中国の思想家』ミネル
ヴァ書房　ISBN 978-4623063789
●湯浅邦弘編著『概説 中国思想史』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623058204
※授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●受講者が主体的に発表・討論を行う演習形式の授業であ
るため、遅刻や無断欠席は厳禁。
●高度な漢文読解能力の有無については問うところではな
いが、中国の古典に親しみや関心を持って授業に参加して
欲しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．関連語句・文献についての発表①
３．関連語句・文献についての発表②
４．関連語句・文献についての発表③
５．関連語句・文献についての発表④
６．テキスト講読：発表と討論①
７．テキスト講読：発表と討論②
８．テキスト講読：発表と討論③
９．テキスト講読：発表と討論④
10．テキスト講読：発表と討論⑤
11．テキスト講読：発表と討論⑥
12．テキスト講読：発表と討論⑦
13．テキスト講読：発表と討論⑧
14．テキスト講読：発表と討論⑨
15．まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/yp8rkthzvzfiinfrtuqg1czbn7qblnax)



2023-S000009406-01倫理学Ｂ（無為自然を説く道家の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　儒家が人間について思索し、人為（あるいは人為的努力）を
肯定的に捉えたのに対し、道家は自然を尊崇し、人為に懐疑的
な目を向けた。アジア文化圏に多大な影響を与えた中国の古典
の多くが、人間の営みや統治思想を中心に語る中、万物の根源
である「道」を説き、時間・空間を巨視的視点で描き出す道家
の文献は、特異な存在であると言えるだろう。
　ただし、道家が発する自己と他者の区別や、夢と現実、死生
観等についての思索は、洋の東西を問わず、古来、学者たちが
挑み続けた重要な哲学的問いでもある。
　そこで、本授業では、『老子』や『荘子』等の中国の古典
や、さらには近年相次いで出土し公開されてきている中国古代
の新史料を用いて、逆説的・懐疑的な道家思想を読み解き、ま
たその今日的な意義についても考えてみたい。（※本授業は講
義形式で行う。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアの歴史・文化に関する知識を持つ。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古代思想（特に道家思想）について、基本的な考え方を
理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容や他者の意見を通して、自分の見解や立場を相対化し
て問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や関連文献を読み、次回のテーマについて予習するこ
と。(60分)

配布資料によく目を通し、内容の理解を深めること（復習）。
(60分)

わからない語句があれば、参考書等を調べ、確認すること（予
習・復習）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●平常点（授業時のミニレポートや小テストなど：50％）と、
定期試験（50％）を合わせて評価する。

●平常点については、授業を通して5回程、授業内容に関する
ミニレポート、あるいは小テスト等を10分程度で記述（解答）
し、提出してもらう。
　※なお、授業の大半を欠席した場合には、平常点（＝ミニレ
ポートや小テストによって、授業への参加度・授業への取り組
み姿勢をはかる点数）は付けられないので、注意すること。

●定期試験は、授業で取り上げた中国古典に見える思想内容を
どの程度理解しているか、またそれらに対してどの程度関心や
問題意識を持っているか、という点から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●森三樹三郎『老荘と仏教』講談社学術文庫　ISBN
978-4061596139
●舘野正美『老荘の思想を読む』（あじあブックス）大修
館書店　ISBN 978-4469233025
※その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●毎回の授業プリント（配付資料）はFUboxに掲載する。
授業までに各自で印刷するか、ダウンロードしてPC等を授
業に持参し、授業中にテキストを確認できるように準備し
て頂きたい。
●遅刻や途中退席、授業中の私語が多い場合には、減点の
対象とする。
●小テストやレポート課題において、剽窃などの不正行為
が見られた場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．宇宙のはじまり①
３．宇宙のはじまり②
４．宇宙のはじまり③・「徳」とは何か
５．理想の政治とは①
６．理想の政治とは②
７．万物斉同の思想
８．学と知、無の思想
９．真人について
10．狂人について
11．名家について
12．道家と名家
13．道家と道教・仏教
14．『老子』の現代的意義
15．おわりに（授業のまとめ・総括）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
o5ap0lkhfwetabtctn44zvbpuqv389pe)



2023-S000009406-02倫理学Ｂ（無為自然を説く道家の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　儒家が人間について思索し、人為（あるいは人為的努力）を
肯定的に捉えたのに対し、道家は自然を尊崇し、人為に懐疑的
な目を向けた。アジア文化圏に多大な影響を与えた中国の古典
の多くが、人間の営みや統治思想を中心に語る中、万物の根源
である「道」を説き、時間・空間を巨視的視点で描き出す道家
の文献は、特異な存在であると言えるだろう。
　ただし、道家が発する自己と他者の区別や、夢と現実、死生
観等についての思索は、洋の東西を問わず、古来、学者たちが
挑み続けた重要な哲学的問いでもある。
　そこで、本授業では、『老子』や『荘子』等の中国の古典
や、さらには近年相次いで出土し公開されてきている中国古代
の新史料を用いて、逆説的・懐疑的な道家思想を読み解き、ま
たその今日的な意義についても考えてみたい。（※本授業は講
義形式で行う。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアの歴史・文化に関する知識を持つ。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古代思想（特に道家思想）について、基本的な考え方を
理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容や他者の意見を通して、自分の見解や立場を相対化し
て問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や関連文献を読み、次回のテーマについて予習するこ
と。(60分)

配布資料によく目を通し、内容の理解を深めること（復習）。
(60分)

わからない語句があれば、参考書等を調べ、確認すること（予
習・復習）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●平常点（授業時のミニレポートや小テストなど：50％）と、
定期試験（50％）を合わせて評価する。

●平常点については、授業を通して5回程、授業内容に関する
ミニレポート、あるいは小テスト等を10分程度で記述（解答）
し、提出してもらう。
　※なお、授業の大半を欠席した場合には、平常点（＝ミニレ
ポートや小テストによって、授業への参加度・授業への取り組
み姿勢をはかる点数）は付けられないので、注意すること。

●定期試験は、授業で取り上げた中国古典に見える思想内容を
どの程度理解しているか、またそれらに対してどの程度関心や
問題意識を持っているか、という点から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●森三樹三郎『老荘と仏教』講談社学術文庫　ISBN
978-4061596139
●舘野正美『老荘の思想を読む』（あじあブックス）大修
館書店　ISBN 978-4469233025
※その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●毎回の授業プリント（配付資料）はFUboxに掲載する。
授業までに各自で印刷するか、ダウンロードしてPC等を授
業に持参し、授業中にテキストを確認できるように準備し
て頂きたい。
●遅刻や途中退席、授業中の私語が多い場合には、減点の
対象とする。
●小テストやレポート課題において、剽窃などの不正行為
が見られた場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．宇宙のはじまり①
３．宇宙のはじまり②
４．宇宙のはじまり③・「徳」とは何か
５．理想の政治とは①
６．理想の政治とは②
７．万物斉同の思想
８．学と知、無の思想
９．真人について
10．狂人について
11．名家について
12．道家と名家
13．道家と道教・仏教
14．『老子』の現代的意義
15．おわりに（授業のまとめ・総括）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/hp40cfyvnj705jzx7i6x1tr5ih2hl7jz)



2023-S000009406-03倫理学Ｂ（無為自然を説く道家の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　儒家が人間について思索し、人為（あるいは人為的努力）を
肯定的に捉えたのに対し、道家は自然を尊崇し、人為に懐疑的
な目を向けた。アジア文化圏に多大な影響を与えた中国の古典
の多くが、人間の営みや統治思想を中心に語る中、万物の根源
である「道」を説き、時間・空間を巨視的視点で描き出す道家
の文献は、特異な存在であると言えるだろう。
　ただし、道家が発する自己と他者の区別や、夢と現実、死生
観等についての思索は、洋の東西を問わず、古来、学者たちが
挑み続けた重要な哲学的問いでもある。
　そこで、本授業では、『老子』や『荘子』等の中国の古典
や、さらには近年相次いで出土し公開されてきている中国古代
の新史料を用いて、逆説的・懐疑的な道家思想を読み解き、ま
たその今日的な意義についても考えてみたい。（※本授業は講
義形式で行う。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

アジアの歴史・文化に関する知識を持つ。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古代思想（特に道家思想）について、基本的な考え方を
理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容や他者の意見を通して、自分の見解や立場を相対化し
て問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書や関連文献を読み、次回のテーマについて予習するこ
と。(60分)

配布資料によく目を通し、内容の理解を深めること（復習）。
(60分)

わからない語句があれば、参考書等を調べ、確認すること（予
習・復習）。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

●平常点（授業時のミニレポートや小テストなど：50％）と、
定期試験（50％）を合わせて評価する。

●平常点については、授業を通して5回程、授業内容に関する
ミニレポート、あるいは小テスト等を10分程度で記述（解答）
し、提出してもらう。
　※なお、授業の大半を欠席した場合には、平常点（＝ミニレ
ポートや小テストによって、授業への参加度・授業への取り組
み姿勢をはかる点数）は付けられないので、注意すること。

●定期試験は、授業で取り上げた中国古典に見える思想内容を
どの程度理解しているか、またそれらに対してどの程度関心や
問題意識を持っているか、という点から評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●森三樹三郎『老荘と仏教』講談社学術文庫　ISBN
978-4061596139
●舘野正美『老荘の思想を読む』（あじあブックス）大修
館書店　ISBN 978-4469233025
※その他、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●毎回の授業プリント（配付資料）はFUboxに掲載する。
授業までに各自で印刷するか、ダウンロードしてPC等を授
業に持参し、授業中にテキストを確認できるように準備し
て頂きたい。
●遅刻や途中退席、授業中の私語が多い場合には、減点の
対象とする。
●小テストやレポート課題において、剽窃などの不正行為
が見られた場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．宇宙のはじまり①
３．宇宙のはじまり②
４．宇宙のはじまり③・「徳」とは何か
５．理想の政治とは①
６．理想の政治とは②
７．万物斉同の思想
８．学と知、無の思想
９．真人について
10．狂人について
11．名家について
12．道家と名家
13．道家と道教・仏教
14．『老子』の現代的意義
15．おわりに（授業のまとめ・総括）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xe2beu45yh7kpyswx482vyn8sv1nfms4)



2023-S000009406-05倫理学Ｂ（道徳の根拠）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　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。それは、分別のある大人がする質
問ではないのである。
　しかし、分別をわきまえていない子どもからそう問われたとして、その問い
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たと
すると（非現実的な仮定だと思われるかもしれないが、議論を続けるために受
け入れていただきたい。また、周囲の人からの信頼も度外視することとしよ
う）、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。
　さまざまな人がその理由―道徳の根拠―を提示してきたが、じゅうぶんに納
得できる答えではなかった。そしてもし、そのような答えがないとしたら、わ
れわれは理由もなく道徳に従っているだけなのであろうか。
　実のところこの問題は、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、その問いが意味するところを明らかにし、また、人々がそれにどのよ
うに答えてきたかをみてゆく。
　ただし「なぜよいことをなし、わるいことを慎むべきか」（なぜ道徳に従う
べきか）という問いを、現代倫理学の観点からあつかうと、抽象的で難しい議
論に終始するかもしれないので、ギリシア哲学およびカント倫理学を素材とし
て、他のさまざまな論点にも気を配りながら話をすすめていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．「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。(DP1-1)(知
識・理解)

２．行為と言語のかかわりについて理解する。(DP1-1)(知識・理解)

３．道徳・倫理が、自然科学があつかうような「事実」ではなく、
　　「価値」にかかわる学問であり、価値の観点をとおして人間の
　　生を見直すものであるということを理解する。(DP2-1)(知識・理解)

４．道徳・倫理とは、自分と他者を公平にあつかう観点に立つこと
　　を求めるものであることを理解するようになる。(DP2-2)(態度・志向性)

５．道徳・倫理が、人の生き方や責任の問題とふかく結びついてい
　　ることを自覚するようになる。
　　
(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．空欄補充型の資料をFUポータルにアップロードするの
　　で、わからない用語などについてあらかじめ調べてお
　　き、事前の学習課題が与えられた場合は、それについ
　　て考えておく。(45分)

２．空欄補充後、授業で理解できなかった点がないか確認
　　し、資料を読み直して理解を深めておく。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験に関しては、(1)設問に適切に答えているか、正しい日本語で論理的
に構成
　されているか、(2)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、アリストテレス倫理学の方法論を理解しているか、な
どの点
　から、評価する。　　
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「エンハンスメント
（治
  療を超えた医療上の処置）と生殖医療」と「環境問題と人間の経済活動」）、
  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、自分の主張について有効な論証を行っている
か、　　　
  を評価の基準とする。　
・レポート30％、定期試験70％で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。空欄補充型の講義資料を毎回配布します
（B5、4ページ程度）。講義資料から定期試験の問題を出
題します。

◎－－－　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
参考図書ということで、読むことが不可欠というのではあ
りません。ただし、プラトンの対話篇『ゴルギアス』は、
構成も劇的で、演劇を見ているようにおもしろく読むこと
ができるでしょう。一読をお勧めします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識は必要ありません。
・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が、決してそんなこと
　ありません。われわれの社会生活が道徳・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　イントロダクション（スタートアップ授業）
 2　“Why be moral?”という問いの意味
 3　道徳と生き方の選択
 4　ソフィストの人間本性論・道徳論
 　（第1回レポートの課題「エンハンスメントと生殖
    医療」の提示および参考ビデオの視聴）
 5　ソクラテスの生き方(1)：エレンコス
 6  ソクラテスの生き方(2)：魂への配慮
 7　グラウコンの挑戦：道徳の根拠を求める問い
 8　国家と魂のアナロジー（プラトン）
 9　国家の正義と魂の正義
10　究極目的としての幸福（アリストテレス）
11　中庸としての徳
    (第2回レポートの課題「環境問題と人間の経済活
    動」の提示と参考ビデオ視聴）
12　一般的正義と特殊的正義
13　義務の倫理学（カント）
14　自律と自由
15　道徳に根拠は必要か

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
mdjrcokk2ydnxkwa95gyhj488dn8f3im)



2023-S000009406-06倫理学Ｂ（道徳の根拠）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　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。それは、分別のある大人がする質
問ではないのである。
　しかし、分別をわきまえていない子どもからそう問われたとして、その問い
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たと
すると（非現実的な仮定だと思われるかもしれないが、議論を続けるために受
け入れていただきたい。また、周囲の人からの信頼も度外視することとしよ
う）、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。
　さまざまな人がその理由―道徳の根拠―を提示してきたが、じゅうぶんに納
得できる答えではなかった。そしてもし、そのような答えがないとしたら、わ
れわれは理由もなく道徳に従っているだけなのであろうか。
　実のところこの問題は、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、その問いが意味するところを明らかにし、また、人々がそれにどのよ
うに答えてきたかをみてゆく。
　ただし「なぜよいことをなし、わるいことを慎むべきか」（なぜ道徳に従う
べきか）という問いを、現代倫理学の観点からあつかうと、抽象的で難しい議
論に終始するかもしれないので、ギリシア哲学およびカント倫理学を素材とし
て、他のさまざまな論点にも気を配りながら話をすすめていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．「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。(DP1-1)(知
識・理解)

２．行為と言語のかかわりについて理解する。(DP1-1)(知識・理解)

３．道徳・倫理が、自然科学があつかうような「事実」ではなく、
　　「価値」にかかわる学問であり、価値の観点をとおして人間の
　　生を見直すものであるということを理解する。(DP2-1)(知識・理解)

４．道徳・倫理とは、自分と他者を公平にあつかう観点に立つこと
　　を求めるものであることを理解するようになる。(DP2-2)(態度・志向性)

５．道徳・倫理が、人の生き方や責任の問題とふかく結びついてい
　　ることを自覚するようになる。
　　
(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．空欄補充型の資料をFUポータルにアップロードするの
　　で、わからない用語などについてあらかじめ調べてお
　　き、事前の学習課題が与えられた場合は、それについ
　　て考えておく。(45分)

２．空欄補充後、授業で理解できなかった点がないか確認
　　し、資料を読み直して理解を深めておく。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験に関しては、(1)設問に適切に答えているか、正しい日本語で論理的
に構成
　されているか、(2)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、アリストテレス倫理学の方法論を理解しているか、な
どの点
　から、評価する。　　
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「エンハンスメント
（治
  療を超えた医療上の処置）と生殖医療」と「環境問題と人間の経済活動」）、
  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、自分の主張について有効な論証を行っている
か、　　　
  を評価の基準とする。　
・レポート30％、定期試験70％で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。空欄補充型の講義資料を毎回配布します
（B5、4ページ程度）。講義資料から定期試験の問題を出
題します。

◎－－－　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
参考図書ということで、読むことが不可欠というのではあ
りません。ただし、プラトンの対話篇『ゴルギアス』は、
構成も劇的で、演劇を見ているようにおもしろく読むこと
ができるでしょう。一読をお勧めします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識は必要ありません。
・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が、決してそんなこと
　ありません。われわれの社会生活が道徳・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　イントロダクション（スタートアップ授業）
 2　“Why be moral?”という問いの意味
 3　道徳と生き方の選択
 4　ソフィストの人間本性論・道徳論
 　（第1回レポートの課題「エンハンスメントと生殖
    医療」の提示および参考ビデオの視聴）
 5　ソクラテスの生き方(1)：エレンコス
 6  ソクラテスの生き方(2)：魂への配慮
 7　グラウコンの挑戦：道徳の根拠を求める問い
 8　国家と魂のアナロジー（プラトン）
 9　国家の正義と魂の正義
10　究極目的としての幸福（アリストテレス）
11　中庸としての徳
    (第2回レポートの課題「環境問題と人間の経済活
    動」の提示と参考ビデオ視聴）
12　一般的正義と特殊的正義
13　義務の倫理学（カント）
14　自律と自由
15　道徳に根拠は必要か

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
p0xji81uy3ah85vxr7kl5aoiv1d6wlg9)



2023-S000009406-07倫理学Ｂ（道徳の根拠）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　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。それは、分別のある大人がする質
問ではないのである。
　しかし、分別をわきまえていない子どもからそう問われたとして、その問い
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たと
すると（非現実的な仮定だと思われるかもしれないが、議論を続けるために受
け入れていただきたい。また、周囲の人からの信頼も度外視することとしよ
う）、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。
　さまざまな人がその理由―道徳の根拠―を提示してきたが、じゅうぶんに納
得できる答えではなかった。そしてもし、そのような答えがないとしたら、わ
れわれは理由もなく道徳に従っているだけなのであろうか。
　実のところこの問題は、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、その問いが意味するところを明らかにし、また、人々がそれにどのよ
うに答えてきたかをみてゆく。
　ただし「なぜよいことをなし、わるいことを慎むべきか」（なぜ道徳に従う
べきか）という問いを、現代倫理学の観点からあつかうと、抽象的で難しい議
論に終始するかもしれないので、ギリシア哲学およびカント倫理学を素材とし
て、他のさまざまな論点にも気を配りながら話をすすめていきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．「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。(DP1-1)(知
識・理解)

２．行為と言語のかかわりについて理解する。(DP1-1)(知識・理解)

３．道徳・倫理が、自然科学があつかうような「事実」ではなく、
　　「価値」にかかわる学問であり、価値の観点をとおして人間の
　　生を見直すものであるということを理解する。(DP2-1)(知識・理解)

４．道徳・倫理とは、自分と他者を公平にあつかう観点に立つこと
　　を求めるものであることを理解するようになる。(DP2-2)(態度・志向性)

５．道徳・倫理が、人の生き方や責任の問題とふかく結びついてい
　　ることを自覚するようになる。
　　
(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．空欄補充型の資料をFUポータルにアップロードするの
　　で、わからない用語などについてあらかじめ調べてお
　　き、事前の学習課題が与えられた場合は、それについ
　　て考えておく。(45分)

２．空欄補充後、授業で理解できなかった点がないか確認
　　し、資料を読み直して理解を深めておく。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験に関しては、(1)設問に適切に答えているか、正しい日本語で論理的
に構成
　されているか、(2)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、アリストテレス倫理学の方法論を理解しているか、な
どの点
　から、評価する。　　
・レポートは2回実施することとし（レポートのテーマは「エンハンスメント
（治
  療を超えた医療上の処置）と生殖医療」と「環境問題と人間の経済活動」）、
  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、自分の主張について有効な論証を行っている
か、　　　
  を評価の基準とする。　
・レポート30％、定期試験70％で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。空欄補充型の講義資料を毎回配布します
（B5、4ページ程度）。講義資料から定期試験の問題を出
題します。

◎－－－　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
参考図書ということで、読むことが不可欠というのではあ
りません。ただし、プラトンの対話篇『ゴルギアス』は、
構成も劇的で、演劇を見ているようにおもしろく読むこと
ができるでしょう。一読をお勧めします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前提とされる知識は必要ありません。
・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が、決してそんなこと
　ありません。われわれの社会生活が道徳・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　イントロダクション（スタートアップ授業）
 2　“Why be moral?”という問いの意味
 3　道徳と生き方の選択
 4　ソフィストの人間本性論・道徳論
 　（第1回レポートの課題「エンハンスメントと生殖
    医療」の提示および参考ビデオの視聴）
 5　ソクラテスの生き方(1)：エレンコス
 6  ソクラテスの生き方(2)：魂への配慮
 7　グラウコンの挑戦：道徳の根拠を求める問い
 8　国家と魂のアナロジー（プラトン）
 9　国家の正義と魂の正義
10　究極目的としての幸福（アリストテレス）
11　中庸としての徳
    (第2回レポートの課題「環境問題と人間の経済活
    動」の提示と参考ビデオ視聴）
12　一般的正義と特殊的正義
13　義務の倫理学（カント）
14　自律と自由
15　道徳に根拠は必要か

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/9pf2mfllc5fisl90q5vck7h7x07asvpi)



2023-S000009406-08倫理学Ｂ（貨幣の倫理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　倫理学Ａでは、《道徳の外部》と題して、人生における運や偶然の要
素について検討しました。しかし、私自身に関わることで、自分のコン
トロールが利かない領域といえば、まず《無意識》が念頭に浮かぶはず
です。「無意識」の同義語とは何か。夢や幻想を挙げる人が多いと思い
ますが、私自身に意識されることなく、私の行動を完全に支配している
のですから、それはむしろ「現実」とか「制度」と呼ばれるものに近い
のではないでしょうか。無意識が私の外にあるというのは奇妙に聞こえ
ますが、意識や意図が私の内部だとすれば、意識されない領域は更にそ
の内部にあるはずで、トポロジー的には、内部の内部は外部だというこ
とになっているので、その点では理屈が通っています。

　倫理学Ｂでは、われわれの外に存在する社会制度のうち、とくに《お
金＝貨幣》および資本主義を取り上げます。実際、われわれが「現実問
題」と言うとき、たいていの場合、お金のことを指します。それは、運
や偶然と同様、現にわれわれの人生を左右しているにも関わらず、倫理
学が取り上げることのまずない、巨大な《道徳の外部》です。経済学が
道徳哲学を起源とすることが、たまに思い出されるくらいです。実際に
は、お金や資本主義が社会の無意識に属するという認識は、むしろあり
ふれていて、書棚を見れば『資本主義の精神分析』とか『資本主義と死
の欲動』といったタイトルが目につきます。まるで、それらが口にする
のも憚られる、暗い欲望の表現であるかのようです。

　本講では、むしろ《貨幣の倫理性》を強調したい。お金を得るという
行為そのものは、とくに利他的なものとは思えませんが、少なくとも
《他者志向的》であるとは言えます。私が労働の対価として、ただの紙
切れを喜んで受け取るのは、後に他者が、この紙切れを他のサービスや
財を手放してでも受け取ってくれると思っているからです。紙切れを自
分で消費する人はいないので、われわれはお金を受け取るたびに、言わ
ば純粋な投機（＝根拠のない賭け）を行っていることになります。それ
は、顔も名前も知らない他人と将来取り引きをするという遠い約束であ
り、親類縁者や共同体の狭い交流圏を越えた地平に自らを開くことを初
めて可能にするものです。講義では、そのことを説得的に論証します。

　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　私利私欲の塊のように見える「お金」の本質を、むしろ社会全体の厚
生に資するという観点から説明できるようになります。(DP2-1)(知識・
理解)

　社会政策、経済政策の内容を、公正さと妥当性の観点から評価する態
度と志向が身につきます。(DP2-2)(態度・志向性)

　お金について得られた社会的な知識を、自分の実人生に位置づける態
度が養えます。(DP1-1)(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。(30分)

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いてください。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験の結果が90％、受講態度を10％の割合で評価しま
す。講義中に小テストを行った場合は、定期試験80％、小テスト10％の
ように定期試験の結果から割り引きます。

　評価基準：到達目標にある「お金の本質」、「政策の公正さ」および
「妥当性」の内容とそれらの講義全体における位置付け、さらに各議論
の詳細な脈絡、以上三点に関する理解の程度を基準として評価します。

◎－－－　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　－－－◎

大学の一般教養で、経済学など社会科学を履修しているこ
とが望ましいですが、受講の前提ではありません。 ま
た、同じ担当者の倫理学Ａを履修していなくても、独立に
理解することができます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．スタートアップ授業
　　　　倫理性：システムの外部
　２．《お金とは何か》
　３．「商品」、「投機」そして「貨幣」
　４．クリスマス・キャロルと黄金餅
　５．流動性選好
　６．「お金で買えないもの」
　７．《効果的な利他主義》
　８．慈善活動とアービトラージ
　９．『マネー・ボール』考
　10．オークション概論
　11．ヘルマンとドロテア
　12．帝位競売とデモクラシー
　13．ソロモン王のジレンマ
　14．リベラル・トリレンマ
　15．モラル・エコノミー

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/9ma3i9i61h9odfokunshu9eegmr1eceo)



2023-S000009406-09倫理学Ｂ（貨幣の倫理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　倫理学Ａでは、《道徳の外部》と題して、人生における運や偶然の要
素について検討しました。しかし、私自身に関わることで、自分のコン
トロールが利かない領域といえば、まず《無意識》が念頭に浮かぶはず
です。「無意識」の同義語とは何か。夢や幻想を挙げる人が多いと思い
ますが、私自身に意識されることなく、私の行動を完全に支配している
のですから、それはむしろ「現実」とか「制度」と呼ばれるものに近い
のではないでしょうか。無意識が私の外にあるというのは奇妙に聞こえ
ますが、意識や意図が私の内部だとすれば、意識されない領域は更にそ
の内部にあるはずで、トポロジー的には、内部の内部は外部だというこ
とになっているので、その点では理屈が通っています。

　倫理学Ｂでは、われわれの外に存在する社会制度のうち、とくに《お
金＝貨幣》および資本主義を取り上げます。実際、われわれが「現実問
題」と言うとき、たいていの場合、お金のことを指します。それは、運
や偶然と同様、現にわれわれの人生を左右しているにも関わらず、倫理
学が取り上げることのまずない、巨大な《道徳の外部》です。経済学が
道徳哲学を起源とすることが、たまに思い出されるくらいです。実際に
は、お金や資本主義が社会の無意識に属するという認識は、むしろあり
ふれていて、書棚を見れば『資本主義の精神分析』とか『資本主義と死
の欲動』といったタイトルが目につきます。まるで、それらが口にする
のも憚られる、暗い欲望の表現であるかのようです。

　本講では、むしろ《貨幣の倫理性》を強調したい。お金を得るという
行為そのものは、とくに利他的なものとは思えませんが、少なくとも
《他者志向的》であるとは言えます。私が労働の対価として、ただの紙
切れを喜んで受け取るのは、後に他者が、この紙切れを他のサービスや
財を手放してでも受け取ってくれると思っているからです。紙切れを自
分で消費する人はいないので、われわれはお金を受け取るたびに、言わ
ば純粋な投機（＝根拠のない賭け）を行っていることになります。それ
は、顔も名前も知らない他人と将来取り引きをするという遠い約束であ
り、親類縁者や共同体の狭い交流圏を越えた地平に自らを開くことを初
めて可能にするものです。講義では、そのことを説得的に論証します。

　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　私利私欲の塊のように見える「お金」の本質を、むしろ社会全体の厚
生に資するという観点から説明できるようになります。(DP2-1)(知識・
理解)

　社会政策、経済政策の内容を、公正さと妥当性の観点から評価する態
度と志向が身につきます。　(DP2-2)(態度・志向性)

　お金について得られた社会的な知識を、自分の実人生に位置づける態
度が養えます。(DP1-1)(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。(30分)

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いてください。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験の結果が90％、受講態度を10％の割合で評価しま
す。講義中に小テストを行った場合は、定期試験80％、小テスト10％の
ように定期試験の結果から割り引きます。

　評価基準：到達目標にある「お金の本質」、「政策の公正さ」および
「妥当性」の内容とそれらの講義全体における位置付け、さらに各議論
の詳細な脈絡、以上三点に関する理解の程度を基準として評価します。

◎－－－　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　－－－◎

大学の一般教養で、経済学など社会科学を履修しているこ
とが望ましいですが、受講の前提ではありません。 ま
た、同じ担当者の倫理学Ａを履修していなくても、独立に
理解することができます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．スタートアップ授業
　　　　倫理性：システムの外部
　２．《お金とは何か》
　３．「商品」、「投機」そして「貨幣」
　４．クリスマス・キャロルと黄金餅
　５．流動性選好
　６．「お金で買えないもの」
　７．《効果的な利他主義》
　８．慈善活動とアービトラージ
　９．『マネー・ボール』考
　10．オークション概論
　11．ヘルマンとドロテア
　12．帝位競売とデモクラシー
　13．ソロモン王のジレンマ
　14．リベラル・トリレンマ
　15．モラル・エコノミー

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
fh4xlowlkh8cqe76rmivf4vl1d85x1d1)



2023-S000009406-10倫理学Ｂ「BB」（貨幣の倫理）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部１時限　　試験時間割：2024/01/18　夜１限　　

安居　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　倫理学Ａでは、《道徳の外部》と題して、人生における運や偶然の要
素について検討しました。しかし、私自身に関わることで、自分のコン
トロールが利かない領域といえば、まず《無意識》が念頭に浮かぶはず
です。「無意識」の同義語とは何か。夢や幻想を挙げる人が多いと思い
ますが、私自身に意識されることなく、私の行動を完全に支配している
のですから、それはむしろ「現実」とか「制度」と呼ばれるものに近い
のではないでしょうか。無意識が私の外にあるというのは奇妙に聞こえ
ますが、意識や意図が私の内部だとすれば、意識されない領域は更にそ
の内部にあるはずで、トポロジー的には、内部の内部は外部だというこ
とになっているので、その点では理屈が通っています。

　倫理学Ｂでは、われわれの外に存在する社会制度のうち、とくに《お
金＝貨幣》および資本主義を取り上げます。実際、われわれが「現実問
題」と言うとき、たいていの場合、お金のことを指します。それは、運
や偶然と同様、現にわれわれの人生を左右しているにも関わらず、倫理
学が取り上げることのまずない、巨大な《道徳の外部》です。経済学が
道徳哲学を起源とすることが、たまに思い出されるくらいです。実際に
は、お金や資本主義が社会の無意識に属するという認識は、むしろあり
ふれていて、書棚を見れば『資本主義の精神分析』とか『資本主義と死
の欲動』といったタイトルが目につきます。まるで、それらが口にする
のも憚られる、暗い欲望の表現であるかのようです。

　本講では、むしろ《貨幣の倫理性》を強調したい。お金を得るという
行為そのものは、とくに利他的なものとは思えませんが、少なくとも
《他者志向的》であるとは言えます。私が労働の対価として、ただの紙
切れを喜んで受け取るのは、後に他者が、この紙切れを他のサービスや
財を手放してでも受け取ってくれると思っているからです。紙切れを自
分で消費する人はいないので、われわれはお金を受け取るたびに、言わ
ば純粋な投機（＝根拠のない賭け）を行っていることになります。それ
は、顔も名前も知らない他人と将来取り引きをするという遠い約束であ
り、親類縁者や共同体の狭い交流圏を越えた地平に自らを開くことを初
めて可能にするものです。講義では、そのことを説得的に論証します。

　本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　私利私欲の塊のように見える「お金」の本質を、むしろ社会全体の厚
生に資するという観点から説明できるようになります。(DP2-1)(知識・
理解)

　社会政策、経済政策の内容を、公正さと妥当性の観点から評価する態
度と志向が身につきます。(DP2-2)(態度・志向性)

　お金について得られた社会的な知識を、自分の実人生に位置づける態
度が養えます。(DP1-1)(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。(30分)

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いてください。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：定期試験の結果が90％、受講態度を10％の割合で評価しま
す。講義中に小テストを行った場合は、定期試験80％、小テスト10％の
ように定期試験の結果から割り引きます。

　評価基準：到達目標にある「お金の本質」、「政策の公正さ」および
「妥当性」の内容とそれらの講義全体における位置付け、さらに各議論
の詳細な脈絡、以上三点に関する理解の程度を基準として評価します。

◎－－－　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　－－－◎

大学の一般教養で、経済学など社会科学を履修しているこ
とが望ましいですが、受講の前提ではありません。 ま
た、同じ担当者の倫理学Ａを履修していなくても、独立に
理解することができます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　１．スタートアップ授業
　　　　倫理性：システムの外部
　２．《お金とは何か》
　３．「商品」、「投機」そして「貨幣」
　４．クリスマス・キャロルと黄金餅
　５．流動性選好
　６．「お金で買えないもの」
　７．《効果的な利他主義》
　８．慈善活動とアービトラージ
　９．『マネー・ボール』考
　10．オークション概論
　11．ヘルマンとドロテア
　12．帝位競売とデモクラシー
　13．ソロモン王のジレンマ
　14．リベラル・トリレンマ
　15．モラル・エコノミー

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
o93sr162x5cm93x0v5u41637vodkow4p)



2023-S000009406-A0倫理学Ｂ「教養ゼミ」（無為自然を説く道家の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

中村　未来

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、『老子』や『荘子』等の中国の古典を精読
し、「無為自然」や「道」の働きを理想とする道家的思索につ
いて議論していく。道家の思想は、後に神仙思想や民間信仰等
を加えながら発展し、道教へと結実したと言われる。その思索
には他の諸子百家のものとは異なり、「宇宙生成論」や「認識
論」等、現代にも通ずる哲学的問いが多く見受けられる。これ
らの内容を丹念に読み解き、西洋の考え方と比較することによ
り、東洋における伝統思想の特質が明らかになると同時に、両
者の相違がなぜ生じたのかについて考える足掛かりとすること
ができるであろう。

　ゼミ形式で授業を進めるため、受講者が主体的に課題に取り
組み、発表・討論を重ね、議論の内容を深めていく必要があ
る。積極的な姿勢で授業に臨んで欲しい。
　ゼミの第１～５回においては、中国の古典を講読する上でか
かせない専門用語や人物・文献、および漢文訓読法などを確認
する（発表形式）。そして第６回以降において、受講者の興味
関心に従い講読する文献を定め、その精読を通して道家思想に
見える逆説的・懐疑的思索について検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

道家思想（老子・荘子の思想）について、基本的な考え方を理
解し、説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

中国の古典に触れ、文化の多様性と言語表現について理解し、
説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

授業内容を通して、文化の多様性に関心を持ち、自分の見解や
立場を相対化して問い直す姿勢を持つ。(DP2-2)(態度・志向性)

授業テーマに関して、自分の見解を言語化し、他者と議論でき
る。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）演習で取り上げる専門用語や文献などを調べ・精読
し、自分なりに興味・関心、あるいは疑問に感じた箇所をまと
めておく。(60分)

（予習）特に各回の発表者は、上記に加え、自身の考察を付け
たレジュメを作成する。(120分)

（復習）演習における討論を整理し統括しておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

［評価方法］担当箇所の発表およびレジュメの内容を50％、課
題への積極的な取り組み・授業への参加度を50％で評価する。
（定期試験は実施しない。そのため、再試験も実施しない。）

［評価基準］中国古代思想（特に道家思想）に関する基本的な
学説を正確に把握し、自分の言葉で説明できているか、またそ
こから導き出された自らの見解を他者と冷静に議論し、深める
ことができているか、という点を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

●江連隆『漢文語法ハンドブック』大修館書店　ISBN
978-4469231359
●湯浅邦弘編著『よくわかる中国思想』ミネルヴァ書房　
ISBN 978-4623092598
●森三樹三郎『老荘と仏教』講談社学術文庫　ISBN
978-4061596139
※授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

●受講者が主体的に発表・討論を行う演習形式の授業であ
るため、遅刻や無断欠席は厳禁。
●高度な漢文読解能力の有無については問うところではな
いが、中国の古典に親しみや関心を持って授業に参加して
欲しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに（スタートアップ授業・動画配信）
２．関連語句・文献についての発表①
３．関連語句・文献についての発表②
４．関連語句・文献についての発表③
５．関連語句・文献についての発表④
６．テキスト講読：発表と討論①
７．テキスト講読：発表と討論②
８．テキスト講読：発表と討論③
９．テキスト講読：発表と討論④
10．テキスト講読：発表と討論⑤
11．テキスト講読：発表と討論⑥
12．テキスト講読：発表と討論⑦
13．テキスト講読：発表と討論⑧
14．テキスト講読：発表と討論⑨
15．まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/12ti19nw7v0r9ls5ivgb2ddu6vx4mgha)



2023-S000009401-01哲学Ａ（哲学の基礎問題－「私」・世界－）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、哲学という学問にこれまでまったく触れたこと
のない方を対象としています。哲学の基本問題を学ぶことを通
して、哲学についての理解を深めてもらうことが本講義の目的
です。
　まず、「哲学」という言葉の意味をおさえた上で、それが科
学や宗教とどのように異なるのかを理解してもらい、哲学的思
考とはどのようなものかつかんでもらいます。その上で、この
講義では、自己ないし「私」という問題と世界という問題を取
り上げます。
　大まかに言いますと、自己ないし「私」という問題では、
「私」の固有性、独我論、心、自己と他者、自己の非存在性と
いったテーマが、世界という問題ではでは、他者の意味、社会
存在、社会正義、歴史の哲学、自然といったテーマが扱われま
す。
　哲学史の授業ではありませんので、西洋の哲学者の思想を時
代順に追うことはしませんが、上記のさまざまテーマを考える
上で、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、ハイデガーな
どといった西洋の哲学者の思想を紹介することになります。同
時に西田幾多郎や和辻哲郎、九鬼周造といった近代日本の哲学
者の主張も取り上げていきます。
　授業は講義形式で行われます。毎回授業終了後にGoogle
Formを用いて皆さんに授業内容について質問・意見を記入して
もらいます。次の授業の冒頭で、みなさんから寄せられた質
問・意見にお答えするようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について哲学史の視点から理解
し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について様々な議論がなされて
いるということを多角的に理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-2)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について、自分の見解とその根
拠を表明することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を再度見直し、取り上げられた問題について意見・質
問をGoogle Formに記入する。(30分)

授業の中で紹介された文献を読み、問題についての理解を深め
ておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業終了後に授業内容についての質問や意見をGoogle Form
に記入してもらいます。この記入をもって授業に参加したとみ
なします。
　成績は定期試験の得点に基づいて評価します。試験問題は、
哲学者の議論の内容、哲学的諸概念の知識とその内容、授業で
取り上げた哲学的諸問題に対する論理的分析力の度合い、を問
うものになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・基本的なところから丁寧に説明していきますので、哲学
に関する前提的知識は一切要りません。
・ただし、各回の授業は内容的につながっていますので、
欠席が多くなったり、復習が不十分だったりすると、途端
についていけなくなりますので、注意して下さい。
・期末試験の問題もかなりのボリュームがありますので、
付け焼き刃の勉強では歯が立たないと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 哲学的に考えるとはどのようなことか？
3. 哲学と宗教と科学
【第1部】〈私〉を哲学的に考えてみる
4. 〈私〉とはそもそも何か？（1）
5. 〈私〉とはそもそも何か？（2）
6. 他者との関わりの中での〈私〉
7. 〈私〉は存在しない!?（1）
8. 〈私〉は存在しない!?（2）
9. かけがえのない〈私〉
【第2部】世界の中で生きる私
10. 他者という問題（1）
11. 他者という問題（2）
12. 社会のあり方を考えてみる（1）
13. 社会のあり方を考えてみる（2）
14. 歴史そして自然という世界（1）
15. 歴史そして自然という世界（2）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/2fxv8fyjutz4dn74ynyxxde2xota1h66)



2023-S000009401-02哲学Ａ（哲学の基礎問題－「私」・世界－）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、哲学という学問にこれまでまったく触れたこと
のない方を対象としています。哲学の基本問題を学ぶことを通
して、哲学についての理解を深めてもらうことが本講義の目的
です。
　まず、「哲学」という言葉の意味をおさえた上で、それが科
学や宗教とどのように異なるのかを理解してもらい、哲学的思
考とはどのようなものかつかんでもらいます。その上で、この
講義では、自己ないし「私」という問題と世界という問題を取
り上げます。
　大まかに言いますと、自己ないし「私」という問題では、
「私」の固有性、独我論、心、自己と他者、自己の非存在性と
いったテーマが、世界という問題ではでは、他者の意味、社会
存在、社会正義、歴史の哲学、自然といったテーマが扱われま
す。
　哲学史の授業ではありませんので、西洋の哲学者の思想を時
代順に追うことはしませんが、上記のさまざまテーマを考える
上で、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、ハイデガーな
どといった西洋の哲学者の思想を紹介することになります。同
時に西田幾多郎や和辻哲郎、九鬼周造といった近代日本の哲学
者の主張も取り上げていきます。
　授業は講義形式で行われます。毎回授業終了後にGoogle
Formを用いて皆さんに授業内容について質問・意見を記入して
もらいます。次の授業の冒頭で、みなさんから寄せられた質
問・意見にお答えするようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について哲学史の視点から理解
し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について様々な議論がなされて
いるということを多角的に理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-2)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について、自分の見解とその根
拠を表明することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を再度見直し、取り上げられた問題について意見・質
問をGoogle Formに記入する。(30分)

授業の中で紹介された文献を読み、問題についての理解を深め
ておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業終了後に授業内容についての質問や意見をGoogle Form
に記入してもらいます。この記入をもって授業に参加したとみ
なします。
　成績は定期試験の得点に基づいて評価します。試験問題は、
哲学者の議論の内容、哲学的諸概念の知識とその内容、授業で
取り上げた哲学的諸問題に対する論理的分析力の度合い、を問
うものになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・基本的なところから丁寧に説明していきますので、哲学
に関する前提的知識は一切要りません。
・ただし、各回の授業は内容的につながっていますので、
欠席が多くなったり、復習が不十分だったりすると、途端
についていけなくなりますので、注意して下さい。
・期末試験の問題もかなりのボリュームがありますので、
付け焼き刃の勉強では歯が立たないと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 哲学的に考えるとはどのようなことか？
3. 哲学と宗教と科学
【第1部】〈私〉を哲学的に考えてみる
4. 〈私〉とはそもそも何か？（1）
5. 〈私〉とはそもそも何か？（2）
6. 他者との関わりの中での〈私〉
7. 〈私〉は存在しない!?（1）
8. 〈私〉は存在しない!?（2）
9. かけがえのない〈私〉
【第2部】世界の中で生きる私
10. 他者という問題（1）
11. 他者という問題（2）
12. 社会のあり方を考えてみる（1）
13. 社会のあり方を考えてみる（2）
14. 歴史そして自然という世界（1）
15. 歴史そして自然という世界（2）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
inlxa1q9vyjubn2qjt303xwwxyfp8q3u)



2023-S000009401-03哲学Ａ（哲学の始まり：古代・中世を舞台に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大西　克智

◎－－－　概要　－－－◎

  この授業では、西洋哲学が古代世界においてどのようにして
始められ、その後、中世を通じてどのように展開されていった
のか、原典テクスト（分かりやすい邦訳版）を読みながら、明
らかにしてゆく。ただし、たんに遠い過去の事実を学び知るた
めではない。哲学の始まりとその後の展開のなかに、時代的に
も地理的にも遠く離れた現代日本に生きる私たちにとってもき
わめて重要な問題がいくつも含まれていることを知り、そうし
た問題を、出席者が自分自身の生活実感に照らして考えるため
である。哲学と倫理学（道徳）と宗教が、「よく生きること」
そして「自分自身を知ること」をめぐって連動することになる
だろう。
  この授業は、教員による講義を軸に進める。板書形式をとる
が、教員が口頭で述べるにとどまった事項も含めてノートを作
成する積極性が求められる。また、学期を通じて8回、授業内
容を私たちの日常に引き寄せるための質問に答えるリアク
ショーパーを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学の始まりに関する基礎的な知識を理解し、それらを説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

哲学と倫理の関係を理解し、それを説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

哲学と宗教の関係を理解し、それらを説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

隔たった時代と土地の価値観を自分自身に関連づけて柔軟に考
えることができる。(DP2-2)(態度・志向性)

ひとつひとつの判断について理由を明示した、明晰な文章を書
くことができる。(DP1-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回までのストーリーの流れを資料と自分のノートに照
らして再確認する。また、moodleにアップされたその日の資料
を事前に熟読する。(60分)

復習：板書漏れがないか記憶の鮮明なうちに振り返りつつ、授
業内容を自分で追体験する。また、質問への答えを提出した回
は、別の答えがありえないかどうか考え直してみる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価基準
（1）計8回のリアクションペーパー（到達目標4, 5に対する到
達度により評価）
（2）最終レポート（到達目標1, 2, 3, 4, 5に対する到達度により
評価）

・成績評価方法
リアクション・ペーパー（40点：5点×8回）と、最終レポート
（60点）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しない。授業中に検討するテキストおよびそ
の他の資料は各回ごと事前にmoodleにアップする。

◎－－－　参考書　－－－◎

大西克智『『エセー』読解入門―モンテーニュと西洋の精
神史』　ISBN 978-4065283615

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）この授業は全体が一つのストーリーになっているた
め、理解のためには安定した出席が望まれる。また、授業
中の質問に対する答えはその場で回収し、事後提出は認め
ないので、この点でも出席が重要になる。
（2）授業で使用するテキストとその他資料はmoodleに
アップし、紙媒体では配布しない。書き込みが必要になる
ため、可能な限り、授業までに各自印刷しておくことが望
ましい。最低限、PC等（スマートフォンは不可）にダウン
ロードして閲覧できる状態におくことが不可欠である。
（3）この授業は定期試験を行わない「開講期間内評価科
目」であり、再試験の対象にはならないので、注意しても
らいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業業
2. すべての発端：ソクラテス裁判
3.  ソクラテスの毒杯（1）：不気味な伝承
4.  ソクラテスの毒杯（2）：「君自身のことを知りなさ
い」
5. 哲学の始まり：プラトンがソクラテスから継承したもの
6. 哲学と倫理学：「よく生きること」
7.〈概念〉というものについて　
8. もう一つの発端：イエスという男
9. キリスト教（新約聖書と教団）の生成：磔刑の忘却　
10. 哲学とキリスト教神学（1）：神学って何？
11. 哲学とキリスト教神学（2）：信じること / 知ること
12. 哲学とキリスト教神学（3）：関係の逆転
13. 近代世界へ向かって：魔女狩り　
14. 一枚の絵画作品：赤裸々なもの　
15. 講義全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/2i2sa7ogubsnf5omur5l7m80arvn88ml)



2023-S000009401-04哲学Ａ（哲学の始まり：古代・中世を舞台に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大西　克智

◎－－－　概要　－－－◎

  この授業では、西洋哲学が古代世界においてどのようにして
始められ、その後、中世を通じてどのように展開されていった
のか、原典テクスト（分かりやすい邦訳版）を読みながら、明
らかにしてゆく。ただし、たんに遠い過去の事実を学び知るた
めではない。哲学の始まりとその後の展開のなかに、時代的に
も地理的にも遠く離れた現代日本に生きる私たちにとってもき
わめて重要な問題がいくつも含まれていることを知り、そうし
た問題を、出席者が自分自身の生活実感に照らして考えるため
である。哲学と倫理学（道徳）と宗教が、「よく生きること」
そして「自分自身を知ること」をめぐって連動することになる
だろう。
  この授業は、教員による講義を軸に進める。板書形式をとる
が、教員が口頭で述べるにとどまった事項も含めてノートを作
成する積極性が求められる。また、学期を通じて8回、授業内
容を私たちの日常に引き寄せるための質問に答えるリアク
ショーパーを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学の始まりに関する基礎的な知識を理解し、それらを説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

哲学と倫理の関係を理解し、それを説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

哲学と宗教の関係を理解し、それらを説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

隔たった時代と土地の価値観を自分自身に関連づけて柔軟に考
えることができる。(DP2-2)(態度・志向性)

ひとつひとつの判断について理由を明示した、明晰な文章を書
くことができる。(DP1-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回までのストーリーの流れを資料と自分のノートに照
らして再確認する。また、moodleにアップされたその日の資料
を事前に熟読する。(60分)

復習：板書漏れがないか記憶の鮮明なうちに振り返りつつ、授
業内容を自分で追体験する。また、質問への答えを提出した回
は、別の答えがありえないかどうか考え直してみる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価基準
（1）計8回のリアクションペーパー（到達目標4, 5に対する到
達度により評価）
（2）最終レポート（到達目標1, 2, 3, 4, 5に対する到達度により
評価）

・成績評価方法
リアクション・ペーパー（40点：5点×8回）と、最終レポート
（60点）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しない。授業中に検討するテキストおよびそ
の他の資料は各回ごと事前にmoodleにアップする。

◎－－－　参考書　－－－◎

大西克智『『エセー』読解入門―モンテーニュと西洋の精
神史』　ISBN 978-4065283615

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）この授業は全体が一つのストーリーになっているた
め、理解のためには安定した出席が望まれる。また、授業
中の質問に対する答えはその場で回収し、事後提出は認め
ないので、この点でも出席が重要になる。
（2）授業で使用するテキストとその他資料はmoodleに
アップし、紙媒体では配布しない。書き込みが必要になる
ため、可能な限り、授業までに各自印刷しておくことが望
ましい。最低限、PC等（スマートフォンは不可）にダウン
ロードして閲覧できる状態におくことが不可欠である。
（3）この授業は定期試験を行わない「開講期間内評価科
目」であり、再試験の対象にはならないので、注意しても
らいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業業
2. すべての発端：ソクラテス裁判
3.  ソクラテスの毒杯（1）：不気味な伝承
4.  ソクラテスの毒杯（2）：「君自身のことを知りなさ
い」
5. 哲学の始まり：プラトンがソクラテスから継承したもの
6. 哲学と倫理学：「よく生きること」
7.〈概念〉というものについて　
8. もう一つの発端：イエスという男
9. キリスト教（新約聖書と教団）の生成：磔刑の忘却　
10. 哲学とキリスト教神学（1）：神学って何？
11. 哲学とキリスト教神学（2）：信じること / 知ること
12. 哲学とキリスト教神学（3）：関係の逆転
13. 近代世界へ向かって：魔女狩り　
14. 一枚の絵画作品：赤裸々なもの　
15. 講義全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/04u2beas0kmfnqtvf2flxjt85kf3ox6j)



2023-S000009401-06哲学Ａ（哲学の始まり：古代・中世を舞台に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大西　克智

◎－－－　概要　－－－◎

  この授業では、西洋哲学が古代世界においてどのようにして
始められ、その後、中世を通じてどのように展開されていった
のか、原典テクスト（分かりやすい邦訳版）を読みながら、明
らかにしてゆく。ただし、たんに遠い過去の事実を学び知るた
めではない。哲学の始まりとその後の展開のなかに、時代的に
も地理的にも遠く離れた現代日本に生きる私たちにとってもき
わめて重要な問題がいくつも含まれていることを知り、そうし
た問題を、出席者が自分自身の生活実感に照らして考えるため
である。哲学と倫理学（道徳）と宗教が、「よく生きること」
そして「自分自身を知ること」をめぐって連動することになる
だろう。
  この授業は、教員による講義を軸に進める。板書形式をとる
が、教員が口頭で述べるにとどまった事項も含めてノートを作
成する積極性が求められる。また、学期を通じて8回、授業内
容を私たちの日常に引き寄せるための質問に答えるリアク
ショーパーを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学の始まりに関する基礎的な知識を理解し、それらを説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

哲学と倫理の関係を理解し、それを説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

哲学と宗教の関係を理解し、それらを説明できる。(DP2-1)(知
識・理解)

隔たった時代と土地の価値観を自分自身に関連づけて柔軟に考
えることができる。(DP2-2)(態度・志向性)

ひとつひとつの判断について理由を明示した、明晰な文章を書
くことができる。(DP1-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回までのストーリーの流れを資料と自分のノートに照
らして再確認する。また、moodleにアップされたその日の資料
を事前に熟読する。(60分)

復習：板書漏れがないか記憶の鮮明なうちに振り返りつつ、授
業内容を自分で追体験する。また、質問への答えを提出した回
は、別の答えがありえないかどうか考え直してみる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価基準
（1）計8回のリアクションペーパー（到達目標4, 5に対する到
達度により評価）
（2）最終レポート（到達目標1, 2, 3, 4, 5に対する到達度により
評価）

・成績評価方法
リアクション・ペーパー（40点：5点×8回）と、最終レポート
（60点）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しない。授業中に検討するテキストおよびそ
の他の資料は各回ごと事前にmoodleにアップする。

◎－－－　参考書　－－－◎

大西克智『『エセー』読解入門―モンテーニュと西洋の精
神史』　ISBN 978-4065283615

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）この授業は全体が一つのストーリーになっているた
め、理解のためには安定した出席が望まれる。また、授業
中の質問に対する答えはその場で回収し、事後提出は認め
ないので、この点でも出席が重要になる。
（2）授業で使用するテキストとその他資料はmoodleに
アップし、紙媒体では配布しない。書き込みが必要になる
ため、可能な限り、授業までに各自印刷しておくことが望
ましい。最低限、PC等（スマートフォンは不可）にダウン
ロードして閲覧できる状態におくことが不可欠である。
（3）この授業は定期試験を行わない「開講期間内評価科
目」であり、再試験の対象にはならないので、注意しても
らいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業業
2. すべての発端：ソクラテス裁判
3.  ソクラテスの毒杯（1）：不気味な伝承
4.  ソクラテスの毒杯（2）：「君自身のことを知りなさ
い」
5. 哲学の始まり：プラトンがソクラテスから継承したもの
6. 哲学と倫理学：「よく生きること」
7.〈概念〉というものについて　
8. もう一つの発端：イエスという男
9. キリスト教（新約聖書と教団）の生成：磔刑の忘却　
10. 哲学とキリスト教神学（1）：神学って何？
11. 哲学とキリスト教神学（2）：信じること / 知ること
12. 哲学とキリスト教神学（3）：関係の逆転
13. 近代世界へ向かって：魔女狩り　
14. 一枚の絵画作品：赤裸々なもの　
15. 講義全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/3wf8koh7w8wxrmdmfjlx8u0ytcq33wji)



2023-S000009401-07哲学Ａ（哲学と論証）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

倉田　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　哲学はたんに論証を必要不可欠な道具とするだけでなく、そ
れ自体を考察の対象とする学問である。もちろん、他にも論証
を研究する学問は存在するとはいえ（数学、論理学、計算機科
学、心理学など）、おそらく哲学はそれを包括的な仕方で考察
しうる唯一の学問であろう。
　この講義では、日常生活と科学的実践の中でよく用いられる
論証の諸形式を、その基本から学ぶと同時に、それらの背後に
ある哲学的アイディアを明らかにすることを目指す。より具体
的には、アブダクション、仮説検証型論証、帰納的一般化、因
果推論といった帰納的論証および論理結合子の意味にもとづく
演繹的論証を扱う。
　内容的に決して「楽な授業」ではないが、この講義を受講し
終えたあかつきには、哲学のみならず学問一般の方法について
大まかな理解を得ることができるはずである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論証の形式に関する基礎的な知識を習得している。(DP1-1)(知
識・理解)

さまざまな学問分野に論証を適用できる。(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな学問に固有の論証形式を理解できる。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストに目を通しておく、あるいは授業後にテキスト
を読み返すことが望ましい。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績によって評価する。なお、授業中の進行を妨げ
るような行為に対しては減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

倉田 剛『論証の教室－インフォーマル・ロジックへの誘
い』（新曜社、2022年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　基本的には講義形式で授業を行うが、こちらかの質問に
答えてもらったり、練習問題を解いてもらうこともある。
　授業中の質問については随時受け付ける。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 論証の構造
3. 論証の評価
4. 代表的な論証形式
5. アブダクション（１）
6. アブダクション（２）
7. 仮説検証型論証
8. 論理結合子と量化表現
9. 定義と論証
10. 定義概念について
11. 帰納的一般化
12. 類比による論証
13. 権威に訴える論証と対人論証
14. ミルの方法
15. 記述統計学と論証

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dssqsnblrse7c6n3kjwl2ggc8h5ye4lo)



2023-S000009401-08哲学Ａ（哲学と論証）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

倉田　剛

◎－－－　概要　－－－◎

哲学はたんに論証を必要不可欠な道具とするだけでなく、それ
自体を考察の対象とする学問である。もちろん、他にも論証を
研究する学問は存在するとはいえ（数学、論理学、計算機科
学、心理学など）、おそらく哲学はそれを包括的な仕方で考察
しうる唯一の学問であろう。
　この講義では、日常生活と科学的実践の中でよく用いられる
論証の諸形式を、その基本から学ぶと同時に、それらの背後に
ある哲学的アイディアを明らかにすることを目指す。より具体
的には、アブダクション、仮説検証型論証、帰納的一般化、因
果推論といった帰納的論証および論理結合子の意味にもとづく
演繹的論証を扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論証の形式に関する基礎的な知識を習得している。(DP1-1)(知
識・理解)

さまざまな学問分野に論証を適用できる。(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな学問に固有の論証形式を理解できる。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストに目を通しておく、あるいは授業後にテキスト
を読み返すことが望ましい。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績によって評価する。なお、授業中の進行を妨げ
るような行為に関しては減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

倉田 剛『論証の教室－インフォーマル・ロジックへの誘
い』（新曜社、2022年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　基本的には講義形式で授業を行うが、こちらかの質問に
答えてもらったり、練習問題を解いてもらうこともある。
　授業中の質問については随時受け付ける。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 論証の構造
3. 論証の評価
4. 代表的な論証形式
5. アブダクション（１）
6. アブダクション（２）
7. 仮説検証型論証
8. 論理結合子と量化表現
9. 定義と論証
10. 定義概念について
11. 帰納的一般化
12. 類比による論証
13. 権威に訴える論証と対人論証
14. ミルの方法
15. 記述統計学と論証

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
oavm5azc7j9xhf6nghtw8ion7ds33sau)



2023-S000009401-09哲学Ａ「BB」（哲学の基礎問題－「私」・世界－）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2023/08/01　夜２限　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、哲学という学問にこれまでまったく触れたこと
のない方を対象としています。哲学の基本問題を学ぶことを通
して、哲学についての理解を深めてもらうことが本講義の目的
です。
　まず、「哲学」という言葉の意味をおさえた上で、それが科
学や宗教とどのように異なるのかを理解してもらい、哲学的思
考とはどのようなものかつかんでもらいます。その上で、この
講義では、自己ないし「私」という問題と世界という問題を取
り上げます。
　大まかに言いますと、自己ないし「私」という問題では、
「私」の固有性、独我論、心、自己と他者、自己の非存在性と
いったテーマが、世界という問題ではでは、他者の意味、社会
存在、社会正義、歴史の哲学、自然といったテーマが扱われま
す。
　哲学史の授業ではありませんので、西洋の哲学者の思想を時
代順に追うことはしませんが、上記のさまざまテーマを考える
上で、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、ハイデガーな
どといった西洋の哲学者の思想を紹介することになります。同
時に西田幾多郎や和辻哲郎、九鬼周造といった近代日本の哲学
者の主張も取り上げていきます。
　授業は講義形式で行われます。毎回授業終了後にGoogle
Formを用いて皆さんに授業内容について質問・意見を記入して
もらいます。次の授業の冒頭で、みなさんから寄せられた質
問・意見にお答えするようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について哲学史の視点から理解
し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について様々な議論がなされて
いるということを多角的に理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-2)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について、自分の見解とその根
拠を表明することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を再度見直し、取り上げられた問題について意見・質
問をGoogle Formに記入する。(30分)

授業の中で紹介された文献を読み、問題についての理解を深め
ておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業終了後に授業内容についての質問や意見をGoogle Form
に記入してもらいます。この記入をもって授業に参加したとみ
なします。
　成績は定期試験の得点に基づいて評価します。試験問題は、
哲学者の議論の内容、哲学的諸概念の知識とその内容、授業で
取り上げた哲学的諸問題に対する論理的分析力の度合い、を問
うものになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・基本的なところから丁寧に説明していきますので、哲学
に関する前提的知識は一切要りません。
・ただし、各回の授業は内容的につながっていますので、
欠席が多くなったり、復習が不十分だったりすると、途端
についていけなくなりますので、注意して下さい。
・期末試験の問題もかなりのボリュームがありますので、
付け焼き刃の勉強では歯が立たないと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 哲学的に考えるとはどのようなことか？
3. 哲学と宗教と科学
【第1部】〈私〉を哲学的に考えてみる
4. 〈私〉とはそもそも何か？（1）
5. 〈私〉とはそもそも何か？（2）
6. 他者との関わりの中での〈私〉
7. 〈私〉は存在しない!?（1）
8. 〈私〉は存在しない!?（2）
9. かけがえのない〈私〉
【第2部】世界の中で生きる私
10. 他者という問題（1）
11. 他者という問題（2）
12. 社会のあり方を考えてみる（1）
13. 社会のあり方を考えてみる（2）
14. 歴史そして自然という世界（1）
15. 歴史そして自然という世界（2）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
lgb0htcave8erfnbyeanbfxvnxeb7fdc)



2023-S000009401-10哲学Ａ（哲学と論証）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　１時限　　

倉田　剛

◎－－－　概要　－－－◎

哲学はたんに論証を必要不可欠な道具とするだけでなく、それ
自体を考察の対象とする学問である。もちろん、他にも論証を
研究する学問は存在するとはいえ（数学、論理学、計算機科
学、心理学など）、おそらく哲学はそれを包括的な仕方で考察
しうる唯一の学問であろう。
　この講義では、日常生活と科学的実践の中でよく用いられる
論証の諸形式を、その基本から学ぶと同時に、それらの背後に
ある哲学的アイディアを明らかにすることを目指す。より具体
的には、アブダクション、仮説検証型論証、帰納的一般化、因
果推論といった帰納的論証および論理結合子の意味にもとづく
演繹的論証を扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論証の形式に関する基礎的な知識を習得している。(DP1-1)(知
識・理解)

さまざまな学問分野に論証を適用できる。(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな学問に固有の論証形式を理解できる。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストに目を通しておく、あるいは授業後にテキスト
を読み返すことが望ましい。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績によって評価する。なお、授業中の進行を妨げ
るような行為に関しては減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

倉田 剛『論証の教室－インフォーマル・ロジックへの誘
い』（新曜社、2022年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　基本的には講義形式で授業を行うが、こちらかの質問に
答えてもらったり、練習問題を解いてもらうこともある。
　授業中の質問については随時受け付ける。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 論証の構造
3. 論証の評価
4. 代表的な論証形式
5. アブダクション（１）
6. アブダクション（２）
7. 仮説検証型論証
8. 論理結合子と量化表現
9. 定義と論証
10. 定義概念について
11. 帰納的一般化
12. 類比による論証
13. 権威に訴える論証と対人論証
14. ミルの方法
15. 記述統計学と論証

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
sncxrnhjdwopk7x43wxpykucx9wgj4ck)



2023-S000009401-A0哲学Ａ「教養ゼミ」（哲学入門）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　哲学の入門書として定評のある、トマス・ネーゲル『哲学ってどん
なこと？－とっても短い哲学入門－』を教科書に、他人の心、心身問
題、自由意志などといった、哲学の現代的な基礎問題について学んで
いきます。

　授業はゼミ形式で行われます。具体的には授業の流れは次のように
なります。
（1）参加者全員が教科書の該当範囲を熟読し、その箇所についての質
問・意見をGoogle Formに記入する。
（2）レジュメの担当者（1人ないし2人）が教科書の内容と参加者の質
問・意見をまとめたものを、授業の冒頭15分で発表する。
（3）テキストの内容について教員が説明・補足をした上で、ディス
カッションする議題を提示する。
（4）提示された議題についてグループで議論する。
（5）グループでのなされた議論を紹介してもらい、全体で議論をす
る。

　議論の内容や結論を単にに知識として学ぶというのではなく、どの
ようにしてそこにたどり着いたかの思考のプロセスをたどってみると
いう哲学的思索の疑似体験を通じて、皆さん自身に思考の技能を身に
つけてもらうことが授業の第一の目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することができ
る。(DP1-1)(知識・理解)

哲学の主要な現代的トピックスについて基礎的な知識を理解し、それ
らを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

哲学の主要な現代的トピックスについてどのような議論が立場がある
のかについて基礎的な知識を理解し、それらを説明することができ
る。(DP2-2)(知識・理解)

グループワークなどの発言の機会において、自分の見解を責任をもっ
て表現することができる。(DP3-1)(知識・理解)

哲学の諸問題について、粘り強く主体的に考えることができる。
(DP3-2)(態度・志向性)

哲学の諸問題を考察する際に用いられている思考方法やアプローチ
を、他の問題にも適用することができる。(DP4-1)(技能)

司会者や書記などを担当して、グループでの議論の活性化に貢献でき
る。(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の該当箇所を熟読すること。(30分)

該当箇所についての質問・意見を、Google Form（毎回リンクをメール
で送ります）に記入すること。(30分)

授業内で配布・紹介された参考文献を読むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　出席およびGoogle Formへの記入は成績評価の大前提です。その上
で、（1）授業内での発言およびレジュメなどの報告（4割）、（2）期
末レポート（6割）によって評価します。
　（1）については、発言の回数や内容、グループワークにおける積極
性や協調性、問題発見能力、課題分析力、プレゼンテーション能力等
を評価します。（2）のレポートの評価については、授業内容を正確に
理解しているかどうかと、レポートの論述の完成度および着眼点の独
創性を基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

トマス・ネーゲル『哲学ってどんなこと？－とっても短い
哲学入門－』岡本裕一朗・若松良樹訳、昭和堂、1993年。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考文献について授業内で、配布および紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1回につき2時間以上の予復習時間を確保できることが必要
です。好奇心がひときわ旺盛で、正しい知識に基づいて論
理的に考えるための主体的・自発的な調査・学習ができな
いひとは単位取得が難しいでしょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
 2. どうやって私たちは何かを知るのだろうか？（1）
 3. どうやって私たちは何かを知るのだろうか？（2）
 4. 他人の心
 5. 心-身問題
 6. ことばの意味
 7. 自由意志（1）
 8. 自由意志（2）
 9. 正しいこと不正なこと（1）
10. 正しいこと不正なこと（2）
11. 正義（1）
12. 正義（2）
13. 死
14. 人生の意味（1）
15. 人生の意味（2）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dqbsslqksbtb3zi8wkjxohhk2j1sugf8)



2023-S000009402-01哲学Ｂ（哲学の基礎問題－生と死・想像力と人間－）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、哲学という学問にこれまでまったく触れたこと
のない方を対象としています。哲学の基本問題を学ぶことを通
して、哲学についての理解を深めてもらうことが本講義の目的
です。
　まず、哲学的考えることの意味をおさえた上で、それが科学
や宗教とどのように異なるのかを理解してもらうことで、哲学
についてのおおよそのイメージをつかんでもらいます。その上
で、この講義では、生と死という問題と想像力と人間という問
題を取り上げます。
　大まかに言いますと、生と死という問題では、幸福、人生の
意味、死、死者、誕生といったテーマが、想像力と人間という
問題ではでは、人間理解の歴史的変遷、想像力の意味とその概
念史、フィクションとリアリティー、人間とは何かといった
テーマが扱われます。
　哲学史の授業ではありませんので、西洋の哲学者の思想を時
代順に追うことはしませんが、上記のさまざまテーマを考える
上で、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、ハイデガーな
どといった西洋の哲学者の思想を紹介することになります。同
時に西田幾多郎や和辻哲郎、九鬼周造といった近代日本の哲学
者の主張も取り上げていきます。
　授業は講義形式で行われます。毎回授業終了後にGoogle
Formを用いて皆さんに授業内容について質問・意見を記入して
もらいます。次の授業の冒頭で、みなさんから寄せられた質
問・意見にお答えするようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について哲学史の視点から理解
し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について様々な議論がなされて
いるということを多角的に理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-2)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について、自分の見解とその根
拠を表明することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を再度見直し、取り上げられた問題について意見・質
問をGoogle Formに記入する。(30分)

授業の中で紹介された文献を読み、問題についての理解を深め
ておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業終了後に授業内容についての質問や意見をGoogle Form
に記入してもらいます。この記入をもって授業に参加したとみ
なします。
　成績は定期試験の得点に基づいて評価します。試験問題は、
哲学者の議論の内容、哲学的諸概念の知識とその内容、授業で
取り上げた哲学的諸問題に対する論理的分析力の度合い、を問
うものになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・基本的なところから丁寧に説明していきますので、哲学
に関する前提的知識は一切要りません。
・ただし、各回の授業は内容的につながっていますので、
欠席が多くなったり、復習が不十分だったりすると、途端
についていけなくなりますので、注意して下さい。
・期末試験の問題もかなりのボリュームがありますので、
付け焼き刃の勉強では歯が立たないと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 哲学とは何か？
【第1部】生と死
3. 幸福について（1）
4. 幸福について（2）
5. 人生の意味
6. 死と死者の哲学（1）
7. 死と死者の哲学（2）
8. 誕生という問題（1）
9. 誕生という問題（2）
【第2部】想像力と人間の問題
10. 人間はいかに理解されてきたか（1）
11. 人間はいかに理解されてきたか（2）
12. 想像するということ（1）
13. 想像するということ（2）
14. フィクションとリアリティー
15. 人間と非人間とのはざまで

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
n45bqarue8tv9pn1f3z2vbszlljf9deo)



2023-S000009402-02哲学Ｂ（哲学の基礎問題－生と死・想像力と人間－）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、哲学という学問にこれまでまったく触れたこと
のない方を対象としています。哲学の基本問題を学ぶことを通
して、哲学についての理解を深めてもらうことが本講義の目的
です。
　まず、哲学的考えることの意味をおさえた上で、それが科学
や宗教とどのように異なるのかを理解してもらうことで、哲学
についてのおおよそのイメージをつかんでもらいます。その上
で、この講義では、生と死という問題と想像力と人間という問
題を取り上げます。
　大まかに言いますと、生と死という問題では、幸福、人生の
意味、死、死者、誕生といったテーマが、想像力と人間という
問題ではでは、人間理解の歴史的変遷、想像力の意味とその概
念史、フィクションとリアリティー、人間とは何かといった
テーマが扱われます。
　哲学史の授業ではありませんので、西洋の哲学者の思想を時
代順に追うことはしませんが、上記のさまざまテーマを考える
上で、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、ハイデガーな
どといった西洋の哲学者の思想を紹介することになります。同
時に西田幾多郎や和辻哲郎、九鬼周造といった近代日本の哲学
者の主張も取り上げていきます。
　授業は講義形式で行われます。毎回授業終了後にGoogle
Formを用いて皆さんに授業内容について質問・意見を記入して
もらいます。次の授業の冒頭で、みなさんから寄せられた質
問・意見にお答えするようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について哲学史の視点から理解
し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について様々な議論がなされて
いるということを多角的に理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-2)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について、自分の見解とその根
拠を表明することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を再度見直し、取り上げられた問題について意見・質
問をGoogle Formに記入する。(30分)

授業の中で紹介された文献を読み、問題についての理解を深め
ておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業終了後に授業内容についての質問や意見をGoogle Form
に記入してもらいます。この記入をもって授業に参加したとみ
なします。
　成績は定期試験の得点に基づいて評価します。試験問題は、
哲学者の議論の内容、哲学的諸概念の知識とその内容、授業で
取り上げた哲学的諸問題に対する論理的分析力の度合い、を問
うものになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・基本的なところから丁寧に説明していきますので、哲学
に関する前提的知識は一切要りません。
・ただし、各回の授業は内容的につながっていますので、
欠席が多くなったり、復習が不十分だったりすると、途端
についていけなくなりますので、注意して下さい。
・期末試験の問題もかなりのボリュームがありますので、
付け焼き刃の勉強では歯が立たないと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 哲学とは何か？
【第1部】生と死
3. 幸福について（1）
4. 幸福について（2）
5. 人生の意味
6. 死と死者の哲学（1）
7. 死と死者の哲学（2）
8. 誕生という問題（1）
9. 誕生という問題（2）
【第2部】想像力と人間の問題
10. 人間はいかに理解されてきたか（1）
11. 人間はいかに理解されてきたか（2）
12. 想像するということ（1）
13. 想像するということ（2）
14. フィクションとリアリティー
15. 人間と非人間とのはざまで

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/435hxtedpyasfu127wek8pclpxgf2svk)



2023-S000009402-03哲学Ｂ（哲学の再開：近世・近代の幕開け）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大西　克智

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、西洋哲学が近世・近代世界においてどのよう
に展開されていったのかを、重要な思想家・哲学者の原典テク
スト（分かりやすい邦訳版）を読みながら、明らかにしてゆ
く。ただし、たんに遠い過去の事実を学び知るためではない。
現代の日本におけるものの考え方に直結している哲学的思索の
営みのなかに、私たち自身にとっても切実な問題が含まれてい
ることを知り、そうした問題を、出席者が自分自身の生活実感
に照らして考えるためである。焦点は私たちの誰もに関係する
「私」に合わせられることになるだろう。
　この授業は、教員による講義を軸に進める。板書形式をとる
が、教員が口頭で述べるにとどまった事項も含めてノートを作
成する積極性が求められる。また、学期を通じて8回、授業内
容を私たちの日常に引き寄せるための質問に答えるリアク
ショーパーを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

取り上げる思想家・哲学者たちそれぞれの見解を理解し、それ
らを説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

取り上げる思想家・哲学者たちの見解の相互関係と推移を理解
し、それらを説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

「私」というものの何が問題となるのかを理解し、それらを説
明できる。(DP2-1)(知識・理解)

隔たった時代と土地の価値観を自分自身に関連づけて柔軟に考
えることができる。(DP2-2)(態度・志向性)

ひとつひとつの判断について理由を明示した、明晰な文章を書
くことができる。(DP1-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回までのストーリーの流れを資料と自分のノートに照
らして再確認する。また、moodleにアップされたその日の資料
を事前に熟読する。(60分)

復習：板書漏れがないか記憶の鮮明なうちに振り返りつつ、授
業内容を自分で追体験する。また、質問への答えを提出した回
は、別の答えがありえないかどうか考え直してみる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価基準
（1）計8回のリアクションペーパー（到達目標4, 5に対する到
達度により評価）
（2）最終レポート（到達目標1, 2, 3, 4, 5に対する到達度により
評価）

・成績評価方法
リアクション・ペーパー（40点：5点×8回）と、最終レポート
（60点）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しない。授業中に検討するテキストおよびそ
の他の資料は各回ごと事前にmoodleにアップする。

◎－－－　参考書　－－－◎

大西克智『『エセー』読解入門―モンテーニュと西洋の精
神史』　ISBN 978-4065283615

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）この授業は全体が一つのストーリーになっているた
め、理解のためには安定した出席が望まれる。また、授業
中の質問に対する答えはその場で回収し、事後提出は認め
ないので、この点でも出席が重要になる。
（2）この授業の内容は、哲学A（哲学の始まり：古代・中
世を舞台に）の延長線上にあるが、哲学B単体で理解可能
となるように講義するので、哲学Aの履修は条件ではまっ
たくない。
（3）授業で使用するテキストとその他資料はmoodleに
アップし、紙媒体では配布しない。書き込みが必要になる
ため、可能な限り、授業までに各自印刷しておくことが望
ましい。最低限、PC等（スマートフォンは不可）にダウン
ロードして閲覧できる状態におくことが不可欠である。
（4）この授業は定期試験を行わない「開講期間内評価科
目」であり、再試験の対象にはならないので、注意しても
らいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業
2. なぜ「再開」なのか：古代・中世から近世・近代へ
3. モンテーニュの思想（1）：時代の例外者
4. モンテーニュの思想（2）：「私」をめぐる探求
5. モンテーニュの思想（3）：「アイデンティティ・クラ
イシス」の先駆者
6. デカルトの哲学（1）：近世哲学の祖
7. デカルトの哲学（2）：懐疑とエゴ
8. デカルトの哲学（3）：神を存在させるということ
9. パスカルの思想（1）：「私とは憎むべきものである」
10. パスカルの思想（2）：「私」の存在に対する不安
11. ライプニッツの哲学（1）：モナドとエゴ
12. ライプニッツの哲学（2）：エゴロジー
13. ライプニッツの哲学（3）：拡散する「私」
14.「私」のゆくえ：カントの診断
15. 講義全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/8a8plrioz5cv6n04icoteljifgg9csto)



2023-S000009402-04哲学Ｂ（哲学の再開：近世・近代の幕開け）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大西　克智

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、西洋哲学が近世・近代世界においてどのよう
に展開されていったのかを、重要な思想家・哲学者の原典テク
スト（分かりやすい邦訳版）を読みながら、明らかにしてゆ
く。ただし、たんに遠い過去の事実を学び知るためではない。
現代の日本におけるものの考え方に直結している哲学的思索の
営みのなかに、私たち自身にとっても切実な問題が含まれてい
ることを知り、そうした問題を、出席者が自分自身の生活実感
に照らして考えるためである。焦点は私たちの誰もに関係する
「私」に合わせられることになるだろう。
　この授業は、教員による講義を軸に進める。板書形式をとる
が、教員が口頭で述べるにとどまった事項も含めてノートを作
成する積極性が求められる。また、学期を通じて8回、授業内
容を私たちの日常に引き寄せるための質問に答えるリアク
ショーパーを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

取り上げる思想家・哲学者たちそれぞれの見解を理解し、それ
らを説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

取り上げる思想家・哲学者たちの見解の相互関係と推移を理解
し、それらを説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

「私」というものの何が問題となるのかを理解し、それらを説
明できる。(DP2-1)(知識・理解)

隔たった時代と土地の価値観を自分自身に関連づけて柔軟に考
えることができる。(DP2-2)(態度・志向性)

ひとつひとつの判断について理由を明示した、明晰な文章を書
くことができる。(DP1-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回までのストーリーの流れを資料と自分のノートに照
らして再確認する。また、moodleにアップされたその日の資料
を事前に熟読する。(60分)

復習：板書漏れがないか記憶の鮮明なうちに振り返りつつ、授
業内容を自分で追体験する。また、質問への答えを提出した回
は、別の答えがありえないかどうか考え直してみる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価基準
（1）計8回のリアクションペーパー（到達目標4, 5に対する到
達度により評価）
（2）最終レポート（到達目標1, 2, 3, 4, 5に対する到達度により
評価）

・成績評価方法
リアクション・ペーパー（40点：5点×8回）と、最終レポート
（60点）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しない。授業中に検討するテキストおよびそ
の他の資料は各回ごと事前にmoodleにアップする。

◎－－－　参考書　－－－◎

大西克智『『エセー』読解入門―モンテーニュと西洋の精
神史』　ISBN 978-4065283615

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）この授業は全体が一つのストーリーになっているた
め、理解のためには安定した出席が望まれる。また、授業
中の質問に対する答えはその場で回収し、事後提出は認め
ないので、この点でも出席が重要になる。
（2）この授業の内容は、哲学A（哲学の始まり：古代・中
世を舞台に）の延長線上にあるが、哲学B単体で理解可能
となるように講義するので、哲学Aの履修は条件ではまっ
たくない。
（3）授業で使用するテキストとその他資料はmoodleに
アップし、紙媒体では配布しない。書き込みが必要になる
ため、可能な限り、授業までに各自印刷しておくことが望
ましい。最低限、PC等（スマートフォンは不可）にダウン
ロードして閲覧できる状態におくことが不可欠である。
（4）この授業は定期試験を行わない「開講期間内評価科
目」であり、再試験の対象にはならないので、注意しても
らいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業
2. なぜ「再開」なのか：古代・中世から近世・近代へ
3. モンテーニュの思想（1）：時代の例外者
4. モンテーニュの思想（2）：「私」をめぐる探求
5. モンテーニュの思想（3）：「アイデンティティ・クラ
イシス」の先駆者
6. デカルトの哲学（1）：近世哲学の祖
7. デカルトの哲学（2）：懐疑とエゴ
8. デカルトの哲学（3）：神を存在させるということ
9. パスカルの思想（1）：「私とは憎むべきものである」
10. パスカルの思想（2）：「私」の存在に対する不安
11. ライプニッツの哲学（1）：モナドとエゴ
12. ライプニッツの哲学（2）：エゴロジー
13. ライプニッツの哲学（3）：拡散する「私」
14.「私」のゆくえ：カントの診断
15. 講義全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/nxltf0ljhuztkieau8530wjl6tlk0jax)



2023-S000009402-06哲学Ｂ（哲学の再開：近世・近代の幕開け）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大西　克智

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、西洋哲学が近世・近代世界においてどのよう
に展開されていったのかを、重要な思想家・哲学者の原典テク
スト（分かりやすい邦訳版）を読みながら、明らかにしてゆ
く。ただし、たんに遠い過去の事実を学び知るためではない。
現代の日本におけるものの考え方に直結している哲学的思索の
営みのなかに、私たち自身にとっても切実な問題が含まれてい
ることを知り、そうした問題を、出席者が自分自身の生活実感
に照らして考えるためである。焦点は私たちの誰もに関係する
「私」に合わせられることになるだろう。
　この授業は、教員による講義を軸に進める。板書形式をとる
が、教員が口頭で述べるにとどまった事項も含めてノートを作
成する積極性が求められる。また、学期を通じて8回、授業内
容を私たちの日常に引き寄せるための質問に答えるリアク
ショーパーを書いてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

取り上げる思想家・哲学者たちそれぞれの見解を理解し、それ
らを説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

取り上げる思想家・哲学者たちの見解の相互関係と推移を理解
し、それらを説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

「私」というものの何が問題となるのかを理解し、それらを説
明できる。(DP2-1)(知識・理解)

隔たった時代と土地の価値観を自分自身に関連づけて柔軟に考
えることができる。(DP2-2)(態度・志向性)

ひとつひとつの判断について理由を明示した、明晰な文章を書
くことができる。(DP1-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回までのストーリーの流れを資料と自分のノートに照
らして再確認する。また、moodleにアップされたその日の資料
を事前に熟読する。(60分)

復習：板書漏れがないか記憶の鮮明なうちに振り返りつつ、授
業内容を自分で追体験する。また、質問への答えを提出した回
は、別の答えがありえないかどうか考え直してみる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価基準
（1）計8回のリアクションペーパー（到達目標4, 5に対する到
達度により評価）
（2）最終レポート（到達目標1, 2, 3, 4, 5に対する到達度により
評価）

・成績評価方法
リアクション・ペーパー（40点：5点×8回）と、最終レポート
（60点）の成績で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使用しない。授業中に検討するテキストおよびそ
の他の資料は各回ごと事前にmoodleにアップする。

◎－－－　参考書　－－－◎

大西克智『『エセー』読解入門―モンテーニュと西洋の精
神史』　ISBN 978-4065283615

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）この授業は全体が一つのストーリーになっているた
め、理解のためには安定した出席が望まれる。また、授業
中の質問に対する答えはその場で回収し、事後提出は認め
ないので、この点でも出席が重要になる。
（2）この授業の内容は、哲学A（哲学の始まり：古代・中
世を舞台に）の延長線上にあるが、哲学B単体で理解可能
となるように講義するので、哲学Aの履修は条件ではまっ
たくない。
（3）授業で使用するテキストとその他資料はmoodleに
アップし、紙媒体では配布しない。書き込みが必要になる
ため、可能な限り、授業までに各自印刷しておくことが望
ましい。最低限、PC等（スマートフォンは不可）にダウン
ロードして閲覧できる状態におくことが不可欠である。
（4）この授業は定期試験を行わない「開講期間内評価科
目」であり、再試験の対象にはならないので、注意しても
らいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業
2. なぜ「再開」なのか：古代・中世から近世・近代へ
3. モンテーニュの思想（1）：時代の例外者
4. モンテーニュの思想（2）：「私」をめぐる探求
5. モンテーニュの思想（3）：「アイデンティティ・クラ
イシス」の先駆者
6. デカルトの哲学（1）：近世哲学の祖
7. デカルトの哲学（2）：懐疑とエゴ
8. デカルトの哲学（3）：神を存在させるということ
9. パスカルの思想（1）：「私とは憎むべきものである」
10. パスカルの思想（2）：「私」の存在に対する不安
11. ライプニッツの哲学（1）：モナドとエゴ
12. ライプニッツの哲学（2）：エゴロジー
13. ライプニッツの哲学（3）：拡散する「私」
14.「私」のゆくえ：カントの診断
15. 講義全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
e8qlij4yn6q0zkcy8po2an337ubr3ok6)



2023-S000009402-07哲学Ｂ（社会存在論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

倉田　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　次のような諸事実――〈2022年2月ロシアはウクライナの領
土への軍事侵攻を開始した〉、〈私があなたに手渡した紙片は
1万円札である〉、〈ジョー・バイデンはアメリカ合衆国第46
代大統領である〉――が成り立っている世界を「社会的世界」
（social world）と呼ぶとすれば、その基礎的な構成要素とは何
であり、それらは互いにどのような関係に立ち、また、どんな
仕方で存在しているのか。
　社会存在論（social ontology）は、こうした社会的世界の本
性、構造、存在様態を明かにしようとする、形而上学の新しい
分野である。この講義では、社会存在論の代表的なトピックス
を初学者にも理解できるようにその基本から解説し、さらに検
討を加えていくつもりである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会存在論の代表的トピックスに関して基礎的な知識を習得し
ている。(DP1-1)(知識・理解)

社会存在論と他の様々な領域（法学、経済学、社会学、心理学
など）との連関を理解することができる。(DP2-1)(知識・理解)

社会存在論の基本的な問いに対しては、いくつかの見解の対立
があり、いまなお論争が続いていることを知る。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書を使っての予習や授業内容の復習など。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する。
なお、授業の進行を妨げるような行為に関しては減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定はしない。毎回スライド等の資料を準備する。

◎－－－　参考書　－－－◎

倉田 剛『日常世界を哲学する：存在論からのアプロー
チ』（光文社新書、2019年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の内容は決して簡単なものではないが、物事をその
根本から見つめ直す「哲学的態度」に関心をもつ人にとっ
ては、それほど苦にはならないだろう。むしろそうした人
にとっては「楽しい」講義になるはずである。
　いずれにせよ、この講義では、受講者に一定の「知的労
力」を求めることに留意したうえで履修してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 社会的事実とその基礎づけ(1)
3. 社会的事実とその基礎づけ(2)
4. 集合的行為と集合的志向性(1)
5. 集合的行為と集合的志向性(2)
6. 社会種の存在論(1)
7. 社会種の存在論(2)
8. 制度へのゲーム理論的アプローチ(1)
9. 制度へのゲーム理論的アプローチ(2)
10. チーム推論の理論(1)
11. チーム推論の理論(2)
12. 集団行為者(1)
13. 集団行為者(2)
14. 集団の道徳的責任(1)
15. 集団の道徳的責任(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jwq1tvajfw86y26ijv4detn3ckgpmaq9)



2023-S000009402-08哲学Ｂ（社会存在論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

倉田　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　次のような諸事実――〈2022年2月ロシアはウクライナの領
土への軍事侵攻を開始した〉、〈私があなたに手渡した紙片は
1万円札である〉、〈ジョー・バイデンはアメリカ合衆国第46
代大統領である〉――が成り立っている世界を「社会的世界」
（social world）と呼ぶとすれば、その基礎的な構成要素とは何
であり、それらは互いにどのような関係に立ち、また、どんな
仕方で存在しているのか。
　社会存在論（social ontology）は、こうした社会的世界の本
性、構造、存在様態を明かにしようとする、形而上学の新しい
分野である。この講義では、社会存在論の代表的なトピックス
を初学者にも理解できるようにその基本から解説し、さらに検
討を加えていくつもりである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会存在論の代表的トピックスに関して基礎的な知識を習得し
ている。(DP1-1)(知識・理解)

社会存在論と他の様々な領域（法学、経済学、社会学、心理学
など）との連関を理解することができる。(DP2-1)(知識・理解)

社会存在論の基本的な問いに対しては、いくつかの見解の対立
があり、いまなお論争が続いていることを知る。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書を使っての予習や授業内容の復習など。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する。
なお、授業の進行を妨げるような行為に関しては減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定はしない。毎回スライド等の資料を準備する。

◎－－－　参考書　－－－◎

倉田 剛『日常世界を哲学する：存在論からのアプロー
チ』（光文社新書、2019年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の内容は決して簡単なものではないが、物事をその
根本から見つめ直す「哲学的態度」に関心をもつ人にとっ
ては、それほど苦にはならないだろう。むしろそうした人
にとっては「楽しい」講義になるはずである。
　いずれにせよ、この講義では、受講者に一定の「知的労
力」を求めることに留意したうえで履修してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 社会的事実とその基礎づけ(1)
3. 社会的事実とその基礎づけ(2)
4. 集合的行為と集合的志向性(1)
5. 集合的行為と集合的志向性(2)
6. 社会種の存在論(1)
7. 社会種の存在論(2)
8. 制度へのゲーム理論的アプローチ(1)
9. 制度へのゲーム理論的アプローチ(2)
10. チーム推論の理論(1)
11. チーム推論の理論(2)
12. 集団行為者(1)
13. 集団行為者(2)
14. 集団の道徳的責任(1)
15. 集団の道徳的責任(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/r8fda30jd2loi6jux8p2kv0irc0jzf66)



2023-S000009402-09哲学Ｂ「BB」（哲学の基礎問題－生と死・想像力と人間－）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2024/01/23　夜２限　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義は、哲学という学問にこれまでまったく触れたこと
のない方を対象としています。哲学の基本問題を学ぶことを通
して、哲学についての理解を深めてもらうことが本講義の目的
です。
　まず、哲学的考えることの意味をおさえた上で、それが科学
や宗教とどのように異なるのかを理解してもらうことで、哲学
についてのおおよそのイメージをつかんでもらいます。その上
で、この講義では、生と死という問題と想像力と人間という問
題を取り上げます。
　大まかに言いますと、生と死という問題では、幸福、人生の
意味、死、死者、誕生といったテーマが、想像力と人間という
問題ではでは、人間理解の歴史的変遷、想像力の意味とその概
念史、フィクションとリアリティー、人間とは何かといった
テーマが扱われます。
　哲学史の授業ではありませんので、西洋の哲学者の思想を時
代順に追うことはしませんが、上記のさまざまテーマを考える
上で、プラトン、デカルト、カント、ヘーゲル、ハイデガーな
どといった西洋の哲学者の思想を紹介することになります。同
時に西田幾多郎や和辻哲郎、九鬼周造といった近代日本の哲学
者の主張も取り上げていきます。
　授業は講義形式で行われます。毎回授業終了後にGoogle
Formを用いて皆さんに授業内容について質問・意見を記入して
もらいます。次の授業の冒頭で、みなさんから寄せられた質
問・意見にお答えするようにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することが
できる。(DP1-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について哲学史の視点から理解
し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について様々な議論がなされて
いるということを多角的に理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-2)(知識・理解)

講義で取り上げた哲学の諸問題について、自分の見解とその根
拠を表明することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内容を再度見直し、取り上げられた問題について意見・質
問をGoogle Formに記入する。(30分)

授業の中で紹介された文献を読み、問題についての理解を深め
ておく。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業終了後に授業内容についての質問や意見をGoogle Form
に記入してもらいます。この記入をもって授業に参加したとみ
なします。
　成績は定期試験の得点に基づいて評価します。試験問題は、
哲学者の議論の内容、哲学的諸概念の知識とその内容、授業で
取り上げた哲学的諸問題に対する論理的分析力の度合い、を問
うものになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・基本的なところから丁寧に説明していきますので、哲学
に関する前提的知識は一切要りません。
・ただし、各回の授業は内容的につながっていますので、
欠席が多くなったり、復習が不十分だったりすると、途端
についていけなくなりますので、注意して下さい。
・期末試験の問題もかなりのボリュームがありますので、
付け焼き刃の勉強では歯が立たないと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2. 哲学とは何か？
【第1部】生と死
3. 幸福について（1）
4. 幸福について（2）
5. 人生の意味
6. 死と死者の哲学（1）
7. 死と死者の哲学（2）
8. 誕生という問題（1）
9. 誕生という問題（2）
【第2部】想像力と人間の問題
10. 人間はいかに理解されてきたか（1）
11. 人間はいかに理解されてきたか（2）
12. 想像するということ（1）
13. 想像するということ（2）
14. フィクションとリアリティー
15. 人間と非人間とのはざまで

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xbgioi4oim4f3xepmoicah19fzfexc9x)



2023-S000009402-10哲学Ｂ（社会存在論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　１時限　　

倉田　剛

◎－－－　概要　－－－◎

　次のような諸事実――〈2022年2月ロシアはウクライナの領
土への軍事侵攻を開始した〉、〈私があなたに手渡した紙片は
1万円札である〉、〈ジョー・バイデンはアメリカ合衆国第46
代大統領である〉――が成り立っている世界を「社会的世界」
（social world）と呼ぶとすれば、その基礎的な構成要素とは何
であり、それらは互いにどのような関係に立ち、また、どんな
仕方で存在しているのか。
　社会存在論（social ontology）は、こうした社会的世界の本
性、構造、存在様態を明かにしようとする、形而上学の新しい
分野である。この講義では、社会存在論の代表的なトピックス
を初学者にも理解できるようにその基本から解説し、さらに検
討を加えていくつもりである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会存在論の代表的トピックスに関して基礎的な知識を習得し
ている。(DP1-1)(知識・理解)

社会存在論と他の様々な領域（法学、経済学、社会学、心理学
など）との連関を理解することができる。(DP2-1)(知識・理解)

社会存在論の基本的な問いに対しては、いくつかの見解の対立
があり、いまなお論争が続いていることを知る。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書を使っての予習や授業内容の復習など。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する。
なお、授業の進行を妨げるような行為に関しては減点を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定はしない。毎回スライド等の資料を準備する。

◎－－－　参考書　－－－◎

倉田 剛『日常世界を哲学する：存在論からのアプロー
チ』（光文社新書、2019年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の内容は決して簡単なものではないが、物事をその
根本から見つめ直す「哲学的態度」に関心をもつ人にとっ
ては、それほど苦にはならないだろう。むしろそうした人
にとっては「楽しい」講義になるはずである。
　いずれにせよ、この講義では、受講者に一定の「知的労
力」を求めることに留意したうえで履修してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（スタートアップ授業）
2. 社会的事実とその基礎づけ(1)
3. 社会的事実とその基礎づけ(2)
4. 集合的行為と集合的志向性(1)
5. 集合的行為と集合的志向性(2)
6. 社会種の存在論(1)
7. 社会種の存在論(2)
8. 制度へのゲーム理論的アプローチ(1)
9. 制度へのゲーム理論的アプローチ(2)
10. チーム推論の理論(1)
11. チーム推論の理論(2)
12. 集団行為者(1)
13. 集団行為者(2)
14. 集団の道徳的責任(1)
15. 集団の道徳的責任(2)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gk79t3ycbpf7wagdrgctsrg3dn0w29km)



2023-S000009402-A0哲学Ｂ「教養ゼミ」（哲学史を通して学ぶ哲学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

竹花　洋佑

◎－－－　概要　－－－◎

　ブレンダン・ウィルソン『自分で考えてみる哲学』を教科書に、科
学、心、自由などといった、哲学の現代的な基礎問題について学んでい
きます。その際に、こうした問題について西洋の哲学がこれまでどのよ
うなアプローチを試みてきたのかという点に留意しながら、授業を進め
ていきます。

　授業はゼミ形式で行われます。具体的には授業の流れは次のようにな
ります。
（1）参加者全員が教科書の該当範囲を熟読し、その箇所についての質
問・意見をGoogle Formに記入する。
（2）レジュメの担当者（1人ないし2人）が教科書の内容と参加者の質
問・意見をまとめたものを、授業の冒頭15分で発表する。
（3）テキストの内容について教員が説明・補足をした上で、ディス
カッションする議題を提示する。
（4）提示された議題についてグループで議論する。
（5）グループでのなされた議論を紹介してもらい、全体で議論をす
る。

　議論の内容や結論を単にに知識として学ぶというのではなく、どのよ
うにしてそこにたどり着いたかの思考のプロセスをたどってみるという
哲学的思索の疑似体験を通じて、皆さん自身に思考の技能を身につけて
もらうことが授業の第一の目標です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

哲学に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

哲学の主要問題を哲学史との関係で理解し、それらを説明することがで
きる。(DP2-1)(知識・理解)

哲学の主要問題についてどのような議論が立場があるのかについて基礎
的な知識を理解し、それらを説明することができる。(DP2-2)(知識・理
解)

グループワークなどの発言の機会において、自分の見解を責任をもって
表現することができる。(DP3-1)(知識・理解)

哲学の諸問題について、粘り強く主体的に考えることができる。
(DP3-2)(態度・志向性)

哲学の諸問題を考察する際に用いられている思考方法やアプローチを、
他の問題にも適用することができる。(DP4-1)(技能)

司会者や書記などを担当して、グループでの議論の活性化に貢献でき
る。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の該当箇所を熟読すること。(30分)

該当箇所についての質問・意見を、Google Form（毎回リンクをメール
で送ります）に記入すること。(30分)

授業内で配布・紹介された参考文献を読むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　出席およびGoogle Formへの記入は成績評価の大前提です。その上
で、（1）授業内での発言およびレジュメなどの報告（4割）、（2）期
末レポート（6割）によって評価します。
　（1）については、発言の回数や内容、グループワークにおける積極
性や協調性、問題発見能力、課題分析力、プレゼンテーション能力等を
評価します。（2）のレポートの評価については、授業内容を正確に理
解しているかどうかと、レポートの論述の完成度および着眼点の独創性
を基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ブレンダン・ウィルソン『自分で考えてみる哲学』山本史
郎訳、東京大学出版会、2004年。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考文献について授業内で、配布および紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　1回につき2時間以上の予復習時間を確保できることが必
要です。好奇心がひときわ旺盛で、正しい知識に基づいて
論理的に考えるための主体的・自発的な調査・学習ができ
ないひとは単位取得が難しいでしょう。
　前期の教養ゼミと取り上げる問題は重なりますが、後期
のこの授業では哲学史との関係で議論を進めていくという
点が前期とは異なっています。そのため、後期の授業の方
が前期と比べて難易度はやや高めとなりますが、哲学史の
知識を一から解説しますので、予備知識は不要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
 2. 科学（1）
 3. 科学（2）
 4. 心（1）
 5. 心（2）
 6. 自由（1）
 7. 自由（2）
 8. 知識（1）
 9. 知識（2）
10. 言語（1）
11. 言語（2）
12. 客観性（1）
13. 客観性（2）
14. 神
15. まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
hinog1epk55yirsdw2893yhvg1wj9ifn)



2023-S000009440-01外国史通論Ａ（世界史の理解(1)）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：遠隔授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森　丈夫、ヨーロッパの新世界進出が持つ世界史的な意義について説明できるようになる。

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。本授業では、世界史に関する
概説を講義する。大学の講義で世界史が扱われる場合、西洋や
東洋（あるいはその一部）など特定の地域が取り上げられるこ
とが多い。それに対して、本授業は、古代から現代までの世界
全体を歴史を扱うことを特徴としている。むろん、対象がこれ
だけ広い範囲にまたがるために、個々の歴史的事実を逐一説明
することは困難である。そのため本授業では、「古代」「中
世」「近世」「近代」など大まかな時代区分を採用し、各時代
において、世界の各地にどのような歴史的世界が生成したのか
について論じていく。例えば「古代世界」の場合、ギリシア、
ローマで起こった個別の出来事ではなく、どのような大きな世
界の中において文明が生成していったかを考える。加えて、広
い範囲を取り扱うことから、諸地域の間にどのようなつながり
があったのかについても論じていく。Aでは、古代から中世ま
での段階を扱う。
　本授業では、このような講義を通じて、受講生が世界史の全
体像を把握し、自ら説明できるようになることを目標とする。
そのため、予習による事前学習のほか、講義の後半に授業内容
から問いを考えるなどの実践を行う。
　初回は動画配信によるスタートアップ授業となる。残りの14
回も動画配信の講義とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界史に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明できる
ようにする。(DP1-1)(知識・理解)

各学問が生まれた時代背景について基礎的な知識を身につけ、
それらを説明できるようにする。(DP2-1)(知識・理解)

他者や異文化に関する歴史的背景について、それらを説明でき
るようにする。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各授業の前に前回の授業のビデオを復習しておくこと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：成績は、世界史に関する基礎的な知識を身につけ、
それらを説明できているかなど到達目標の理解度によって評価
する。
評価方法：レポート（2回）100点で評価する。定期試験を実施
しない科目のため、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 スタートアップ授業（動画配信）（森）
　：半期の授業のイントロダクション
2 古代文明と古代帝国の時代（森）
3 アジアの地勢と環境（山根）
4  ギリシア・ローマ世界の誕生と発展①（森）
5  アジアの枢軸時代（山根）
6  ギリシア・ローマ世界の誕生と発展②（森）
7   農耕の帝国と遊牧の帝国（山根）
8  ヨーロッパ中世世界の展開（森）
9   中華と仏教（山根）
10  イスラーム世界の展開①（森）
11   隋唐世界帝国（山根）
12   イスラーム世界の展開②（森）
13   マルチステイツシステムの時代（山根）
14   絶対王政と宗教改革（森）
15  アジア的「近世」の誕生（山根）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
bz755qelvxg3mummjz3jdf31os1ckssy)



2023-S000009441-01外国史通論Ｂ（世界史の理解(2)）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：遠隔授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森　丈夫、山根直生

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。本授業では、世界史に関する
概説を講義する。大学の講義で世界史が扱われる場合、西洋や
東洋（あるいはその一部）など特定の地域が取り上げられるこ
とが多い。それに対して、本授業は、古代から現代までの世界
全体を歴史を扱うことを特徴としている。むろん、対象がこれ
だけ広い範囲にまたがるために、個々の歴史的事実を逐一説明
することは困難である。そのため本授業では、「古代」「中
世」「近世」「近代」など大まかな時代区分を採用し、各時代
において、世界の各地にどのような歴史的世界が生成したのか
について論じていく。例えば第2回で取り上げる「古代世界」
の場合、ギリシア、ローマで起こった個別の出来事ではなく、
どのような大きな世界の中において文明が生成していったかを
考える。加えて、広い範囲を取り扱うことから、諸地域の間に
どのようなつながりがあったのかについても論じていく。
　本授業では、このような講義を通じて、受講生が世界史の全
体像を把握し、自ら説明できるようになることを目標とする。
そのため、予習による事前学習のほか、講義の後半に授業内容
から問いを考えるなどの実践を行う。
　初回は動画配信によるスタートアップ授業とし、残りの14回
も動画配信の講義とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界史に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明できる
ようにする。(DP1-1)(知識・理解)

各学問が生まれた時代背景について基礎的な知識を身につけ、
それらを説明できるようにする。(DP2-1)(知識・理解)

他者や異文化に関する歴史的背景について、それらを説明でき
るようにする。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各授業の前に前回の授業のビデオを復習しておくこと。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：成績は、世界史に関する基礎的な知識を身につけ、
それらを説明できているかなど到達目標の理解度によって評価
する。
評価方法：レポート（2回）100点で評価する。定期試験を実施
しない科目のため、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 スタートアップ授業（動画配信）（森）：半期の授業の
イントロダクション
2 大航海とグローバル世界の形成①（森）
3 パクス・モンゴリカ（山根）
4 大航海とグローバル世界の形成②（森）
5 ポスト・モンゴル（山根）
6 アメリカとフランスの革命（森）
7 「近世」の社会構造①（山根）
8  近代国民国家の形成と展開（森）
9 「近世」の社会構造②（山根）
10 帝国主義と第一次世界大戦（森）
11「ウエスタン・インパクト」とアジア（山根）
12 戦間期の世界と第二次世界大戦（森）
13 第二次世界大戦とアジア（山根）
14 現代社会の形成（森）
15 世界史を学ぶこと（山根）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
tbgqphc3ffcewjhp58ebgwe7akjw4nsu)



2023-S000009407-01宗教学Ａ（生の教説①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説①】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は講義形式で行い、毎回、当日の授業内容に関する小テ
ストを課す。授業に関する質問などは、小テストの「質問・コ
メント欄」で受け付け、次回の授業資料に担当教員からの応答
を掲載する。
　前期は、中東の聖典、西ヨーロッパの古典などを扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、小テストの問題を
中心に授業内容を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業時間中に実施される小テスト（計14回、40％）と
定期試験（60％）に基づき、評価する。①宗教的な古典に関す
る基礎知識、②宗教的な古典の読解能力、③自分の考え方を相
対化する能力、という三つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 序論
03. 『コヘレトの言葉』①
04. 『コヘレトの言葉』②
05. 福音書①
06. 福音書②
07. ストア派①
08. ストア派②
09. 『クルアーン』①
10. 『クルアーン』②
11. 『イミタチオ・クリスティ』①
12. 『イミタチオ・クリスティ』②
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
d5jpnspb4m89vtd34y1f9auwvzl89sof)



2023-S000009407-02宗教学Ａ（生の教説①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説①】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は講義形式で行い、毎回、当日の授業内容に関する小テ
ストを課す。授業に関する質問などは、小テストの「質問・コ
メント欄」で受け付け、次回の授業資料に担当教員からの応答
を掲載する。
　前期は、中東の聖典、西ヨーロッパの古典などを扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、小テストの問題を
中心に授業内容を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業時間中に実施される小テスト（計14回、40％）と
定期試験（60％）に基づき、評価する。①宗教的な古典に関す
る基礎知識、②宗教的な古典の読解能力、③自分の考え方を相
対化する能力、という三つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 序論
03. 『コヘレトの言葉』①
04. 『コヘレトの言葉』②
05. 福音書①
06. 福音書②
07. ストア派①
08. ストア派②
09. 『クルアーン』①
10. 『クルアーン』②
11. 『イミタチオ・クリスティ』①
12. 『イミタチオ・クリスティ』②
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wy6b9565t3p0km62ti1srytij51o4y2x)



2023-S000009407-04宗教学Ａ「BB」（生の教説①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2023/07/28　夜２限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説①】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は講義形式で行い、毎回、当日の授業内容に関する小テ
ストを課す。授業に関する質問などは、小テストの「質問・コ
メント欄」で受け付け、次回の授業資料に担当教員からの応答
を掲載する。
　前期は、中東の聖典、西ヨーロッパの古典などを扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、小テストの問題を
中心に授業内容を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業時間中に実施される小テスト（計14回、40％）と
定期試験（60％）に基づき、評価する。①宗教的な古典に関す
る基礎知識、②宗教的な古典の読解能力、③自分の考え方を相
対化する能力、という三つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 序論
03. 『コヘレトの言葉』①
04. 『コヘレトの言葉』②
05. 福音書①
06. 福音書②
07. ストア派①
08. ストア派②
09. 『クルアーン』①
10. 『クルアーン』②
11. 『イミタチオ・クリスティ』①
12. 『イミタチオ・クリスティ』②
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
j3c9ynjwxz0j2klowsbrqam8rdfnyoe1)



2023-S000009407-05宗教学Ａ（日本の宗教）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　宗教は人間にとって欠かすことのできない文化上の重要な営
みと言えます。したがって、日本の文化を知り、それを受け継
いでいく上でも、日本の宗教に対する理解が必要となります。
本授業では日本の宗教について、以下に示す三つのテーマに基
づいて、詳しく検討してきます。
　第一のテーマは「八幡信仰の展開」です。八幡神は日本を代
表する神の一つでして、この神に対する信仰は長期にわたって
展開し続けました。国家守護神、神仏習合神、軍神、各地の鎮
守神など、八幡神が見せる多種多様な姿は、日本の宗教史をそ
のまま映し出す鏡となるでしょう。このテーマでは、その展開
について検討します。
　第二のテーマは「怨霊と御霊」です。日本では古来、無念の
死を遂げた者や目覚ましい活躍をした者の霊魂には特別な力が
存在すると捉えて、その霊魂を神として祭ってきました。それ
が「御霊」と呼ばれるものです。このテーマでは、怨霊が御霊
化していく経緯や、御霊信仰から始まり、やがて独自の信仰へ
と展開していった天神信仰について検討します。
　第三のテーマは「神と仏の邂逅」です。日本古来の神祇信仰
は、新たに伝来した仏教に対して、当初は反発していました
が、やがて深く結びついていくことになります。「神仏習合」
と呼ばれるこの現象こそ、日本の宗教史を特色づける一大潮流
として捉えられるものです。このテーマでは、この現象につい
て様々な観点から検討します。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・日本の宗教に関わる基礎的な内容を理解することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、文化の多様性について理
解を深めることができる。(DP2-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、古代人の思想文化につい
て理解を深めることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・岸根敏幸著 『日本の宗教―その諸様相―』、晃洋書
房、2300円（税別）、ISBN 978-4-7710-1519-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　八幡神の起源
　３　託宣する神
　４　八幡大菩薩の誕生
　５　鶴岡八幡宮の創建とその意義
　６　死霊としての霊魂
　７　御霊とは何か
　８　牛頭天王とは何か
　９　「道真公の祟り」と囁かれる出来事
１０　仏教の受容と神仏習合
１１　伊勢神宮と仏教
１２　山王神道
１３　熊野信仰
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6hl059n3ruwz2iqgoxgw2zoipqoqdlnr)



2023-S000009407-06宗教学Ａ（日本の宗教）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　宗教は人間にとって欠かすことのできない文化上の重要な営
みと言えます。したがって、日本の文化を知り、それを受け継
いでいく上でも、日本の宗教に対する理解が必要となります。
本授業では日本の宗教について、以下に示す三つのテーマに基
づいて、詳しく検討してきます。
　第一のテーマは「八幡信仰の展開」です。八幡神は日本を代
表する神の一つでして、この神に対する信仰は長期にわたって
展開し続けました。国家守護神、神仏習合神、軍神、各地の鎮
守神など、八幡神が見せる多種多様な姿は、日本の宗教史をそ
のまま映し出す鏡となるでしょう。このテーマでは、その展開
について検討します。
　第二のテーマは「怨霊と御霊」です。日本では古来、無念の
死を遂げた者や目覚ましい活躍をした者の霊魂には特別な力が
存在すると捉えて、その霊魂を神として祭ってきました。それ
が「御霊」と呼ばれるものです。このテーマでは、怨霊が御霊
化していく経緯や、御霊信仰から始まり、やがて独自の信仰へ
と展開していった天神信仰について検討します。
　第三のテーマは「神と仏の邂逅」です。日本古来の神祇信仰
は、新たに伝来した仏教に対して、当初は反発していました
が、やがて深く結びついていくことになります。「神仏習合」
と呼ばれるこの現象こそ、日本の宗教史を特色づける一大潮流
として捉えられるものです。このテーマでは、この現象につい
て様々な観点から検討します。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・日本の宗教に関わる基礎的な内容を理解することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、文化の多様性について理
解を深めることができる。(DP2-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、古代人の思想文化につい
て理解を深めることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・岸根敏幸著 『日本の宗教―その諸様相―』、晃洋書
房、2300円（税別）、ISBN 978-4-7710-1519-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　八幡神の起源
　３　託宣する神
　４　八幡大菩薩の誕生
　５　鶴岡八幡宮の創建とその意義
　６　死霊としての霊魂
　７　御霊とは何か
　８　牛頭天王とは何か
　９　「道真公の祟り」と囁かれる出来事
１０　仏教の受容と神仏習合
１１　伊勢神宮と仏教
１２　山王神道
１３　熊野信仰
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
rsn1p0el1obka20g16ib1818oez0rbo9)



2023-S000009407-07宗教学Ａ（日本の宗教）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　宗教は人間にとって欠かすことのできない文化上の重要な営
みと言えます。したがって、日本の文化を知り、それを受け継
いでいく上でも、日本の宗教に対する理解が必要となります。
本授業では日本の宗教について、以下に示す三つのテーマに基
づいて、詳しく検討してきます。
　第一のテーマは「八幡信仰の展開」です。八幡神は日本を代
表する神の一つでして、この神に対する信仰は長期にわたって
展開し続けました。国家守護神、神仏習合神、軍神、各地の鎮
守神など、八幡神が見せる多種多様な姿は、日本の宗教史をそ
のまま映し出す鏡となるでしょう。このテーマでは、その展開
について検討します。
　第二のテーマは「怨霊と御霊」です。日本では古来、無念の
死を遂げた者や目覚ましい活躍をした者の霊魂には特別な力が
存在すると捉えて、その霊魂を神として祭ってきました。それ
が「御霊」と呼ばれるものです。このテーマでは、怨霊が御霊
化していく経緯や、御霊信仰から始まり、やがて独自の信仰へ
と展開していった天神信仰について検討します。
　第三のテーマは「神と仏の邂逅」です。日本古来の神祇信仰
は、新たに伝来した仏教に対して、当初は反発していました
が、やがて深く結びついていくことになります。「神仏習合」
と呼ばれるこの現象こそ、日本の宗教史を特色づける一大潮流
として捉えられるものです。このテーマでは、この現象につい
て様々な観点から検討します。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・日本の宗教に関わる基礎的な内容を理解することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、文化の多様性について理
解を深めることができる。(DP2-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、古代人の思想文化につい
て理解を深めることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・岸根敏幸著 『日本の宗教―その諸様相―』、晃洋書
房、2300円（税別）、ISBN 978-4-7710-1519-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　八幡神の起源
　３　託宣する神
　４　八幡大菩薩の誕生
　５　鶴岡八幡宮の創建とその意義
　６　死霊としての霊魂
　７　御霊とは何か
　８　牛頭天王とは何か
　９　「道真公の祟り」と囁かれる出来事
１０　仏教の受容と神仏習合
１１　伊勢神宮と仏教
１２　山王神道
１３　熊野信仰
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
qhbz3py5jcwulpq79blp8j3prylg2bcp)



2023-S000009407-08宗教学Ａ（日本の宗教）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

岸根　敏幸

◎－－－　概要　－－－◎

　宗教は人間にとって欠かすことのできない文化上の重要な営
みと言えます。したがって、日本の文化を知り、それを受け継
いでいく上でも、日本の宗教に対する理解が必要となります。
本授業では日本の宗教について、以下に示す三つのテーマに基
づいて、詳しく検討してきます。
　第一のテーマは「八幡信仰の展開」です。八幡神は日本を代
表する神の一つでして、この神に対する信仰は長期にわたって
展開し続けました。国家守護神、神仏習合神、軍神、各地の鎮
守神など、八幡神が見せる多種多様な姿は、日本の宗教史をそ
のまま映し出す鏡となるでしょう。このテーマでは、その展開
について検討します。
　第二のテーマは「怨霊と御霊」です。日本では古来、無念の
死を遂げた者や目覚ましい活躍をした者の霊魂には特別な力が
存在すると捉えて、その霊魂を神として祭ってきました。それ
が「御霊」と呼ばれるものです。このテーマでは、怨霊が御霊
化していく経緯や、御霊信仰から始まり、やがて独自の信仰へ
と展開していった天神信仰について検討します。
　第三のテーマは「神と仏の邂逅」です。日本古来の神祇信仰
は、新たに伝来した仏教に対して、当初は反発していました
が、やがて深く結びついていくことになります。「神仏習合」
と呼ばれるこの現象こそ、日本の宗教史を特色づける一大潮流
として捉えられるものです。このテーマでは、この現象につい
て様々な観点から検討します。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・日本の宗教に関わる基礎的な内容を理解することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、文化の多様性について理
解を深めることができる。(DP2-1)(知識・理解)

・日本の宗教に対する学習を通して、古代人の思想文化につい
て理解を深めることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・岸根敏幸著 『日本の宗教―その諸様相―』、晃洋書
房、2300円（税別）、ISBN 978-4-7710-1519-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　八幡神の起源
　３　託宣する神
　４　八幡大菩薩の誕生
　５　鶴岡八幡宮の創建とその意義
　６　死霊としての霊魂
　７　御霊とは何か
　８　牛頭天王とは何か
　９　「道真公の祟り」と囁かれる出来事
１０　仏教の受容と神仏習合
１１　伊勢神宮と仏教
１２　山王神道
１３　熊野信仰
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
phamfz7c8m01rw9mewoxm5mscg4zedwn)



2023-S000009407-09宗教学Ａ（宗教の世界と世界の宗教）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

高橋　沙奈美

◎－－－　概要　－－－◎

宗教とは何か、この答えのない問いへの誘いがこの授業です。
身の回りで起こるさまざまな問題（ジェンダー格差、貧困、マ
イノリティへの差別）から、グローバルな紛争に至るまでを宗
教という観点から読み直します。
宗教を学ぶということは、特定の宗教の教義や歴史を知ること
ばかりではありません。宗教と密接に関わった慣習、儀礼、集
合的アイデンティティ、価値観等、様々な切り口から社会を分
析・考察することこそが、宗教を学ぶことにほかなりません。
この授業を通じて、宗教のもつ多様な機能や問題を知り、論理
的に考える力を身につけると同時に、さまざまな宗教の価値観
を尊重し、共生するための態度（＝宗教リテラシー）について
理解することを目指します。
授業では、教員のフィールドであるロシア・ウクライナの事例
と、学生の皆さんにとって身近な日本の事例を織り交ぜて具体
的な事例をもとに話を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代社会における宗教についての基礎的な知識を身につけ、そ
れらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

現代社会と宗教のかかわりが多様であり、他者・異文化・異文
脈への理解を深め、それらを説明することができるをする。
(DP2-2)(知識・理解)

社会科学分野の宗教研究について、その学説史、主要著作、主
要研究者、アプローチの違いを理解し、説明することができ
る。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業スライドを復習し、理解できた点と疑問点を自分なりにま
とめる(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業の後に、授業を通して理解できた点と疑問点をまと
めたリフレクションシートを提出してもらいます。
リフレクションシートの提出をもって、理解度を評価しま
す。。
上記の到達目標は、定期試験とリフレクションシートで達成度
を評価します。定期試験の割合は6割、リフレクションシート
の割合が4割です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定なし

◎－－－　参考書　－－－◎

よくわかる宗教学　ISBN 4623072754
現代社会を宗教文化で読み解く　ISBN 9784623093830
授業中に適宜指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) オリエンテーション （スタートアップ授業）
2) 宗教の概念と定義
3) 宗教の否定と世俗化
4) 現代日本における宗教の諸相（１）
5) 現代日本における宗教の諸相（２）
6) 宗教とナショナリズム（１）
7) 宗教とナショナリズム（２）
8) カルトとスピリチュアリティ
9) 宗教とツーリズム（１）
10) 宗教とツーリズム（２）
11) 公共宗教論
12) 宗教と社会貢献（１）
13) 宗教と社会貢献（２）
14) 宗教とトランスナショナリズム
15) まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jw2fkpug8ey2yqqq9yv0ate685mrjutw)



2023-S000009407-10宗教学Ａ（宗教と体験）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2023/07/31　４時限　　

飯嶋　秀治

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、主に講義形式とディスカッション形式を組み合わ
せて進める。

「宗教」や「信仰」について尋ねると、戦後日本の統計では、
約７割が自らとは関係がないものとして考えていることが分
かっている。

ところが質問を変えて「行動」について尋ねると、約７割が
「墓参り」にゆき「初詣」に行くことも分かっている。墓参り
の場所はほぼ仏教寺院であるし、初詣の場所はほぼ神社である
から、これは仏教や神道の施設ということになる。

このように、個人的には「宗教」や「信仰」の自覚がないのだ
が、「行動」としては多くの日本人が従っているのが日本の宗
教の姿である。

海外旅行に出かけたり、海外から来た訪問者との間で、お互い
の国の宗教というのはしばしば話題になるが、上に書いたよう
な状況を把握していないため、日本の宗教について説明できる
日本人はごく少ない、といえよう。

なので、本授業では、複数の話題に触れながら、自らが行って
きた体験を振り返り、宗教と言われる現象とどのような関係が
あるのかをディスカッションして、授業を受ける前と異なって
宗教に対する自らの体験の複雑性に気づけるようにしたいと考
えている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「宗教」に関する基本的な事実が説明できるようになる
(DP1-1)(知識・理解)

「宗教」への様々な学問からのアプローチがあることを説明で
きるようになる(DP2-1)(知識・理解)

世界には様々な「宗教」があることに気づけるようになる
(DP2-2)(態度・志向性)

授業中の発言では根拠を明らかにしながら話せるようになる
(DP3-1)(知識・理解)

異なった体験や意見に対しても対話の姿勢を放棄しないように
なる(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定された教科書の内容を読んだうえで授業に参加すること。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業の最後に10分程度の時間を設け、それぞれの回の授
業について小レポートを書いてもらいます。初回の説明は２％
として全員に付与し、その後の14回では１回のレポートを７％
とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大谷栄一・川又俊則・猪瀬優理編『基礎ゼミ宗教学』2017
年、世界思想社、1900円、ISBN978-4-7907-1697-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験は実施しないため、再試験を受験することもでき
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１回目はイントロダクション（スタートアップ授業）とし
てオンデマンド配信の予定です。
２回目からは基本的に教科書の第２章から順次話題にして
授業を行います。
第１回目～第３回目は、「宗教」のイメージをとらえなお
すことを主題にします。
第４回目～第６回目は、身近な宗教体験との結びつきを考
えることを主題にします。
第７回～第９回目は、現代宗教の争点について主題にしま
す。
第10回～第12回目は、宗教を多文化主義という主題で話題
にします。
第13回～第15回目は、死と宗教の結びつきを考えることを
主題にします。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
yd9ghmr99eq3v5ehirv3fx3o3w9mg42h)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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。
　なお、本授業は講義形式で行います。ポイントをメモしなが
ら学ぶことが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.宗教哲学的な探求のあり方の特徴がわかる。(DP1-1)(知識・
理解)

2.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。
(DP2-1)(知識・理解)

3.ユダヤ・キリスト教的世界観および人間観の特質が理解でき
る。
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1.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)

2.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。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：ミニッツペーパー（30％）定期試験(70%)
評価基準：①宗教哲学における探求の特色、②宗教哲学におけ
る探求テーマの重要性、③ユダヤ・キリスト教的世界観および
人間観の特質、にかんする理解の程度を基準として評価しま
す。

◎－－－　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　－－－◎

授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

集中して聴講し、重要事項をしっかりとメモすることは学
習の重要な基本です。感想や疑問を自分の言葉で表現する
と、学ぶ楽しみを実感できます。ミニッツペーパーを活用
しましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 　イントロダクション（スタートアップ授業・動画配
信）
2 「神」という概念について
3　 神の顕現と超越（預言者エリヤの物語）
4　 続
5　 苦難と救い（『ヨブ記』を読む）
6　 続
7　 知ることと信じること
8　 続
9　 神存在の宇宙論的論証
10　続
11　神存在の目的論的論証
12　続
13　神存在の存在論的論証
14　奇跡について
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/2fg3vi8jo3aalls4u7fs15vbvdfxsw5v)



2023-S000009407-12宗教学Ａ（神と西洋思想）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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。
　なお、本授業は講義形式で行います。ポイントをメモしなが
ら学ぶことが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.宗教哲学的な探求のあり方の特徴がわかる。(DP1-1)(知識・
理解)

2.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。
(DP2-1)(知識・理解)

3.ユダヤ・キリスト教的世界観および人間観の特質が理解でき
る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1.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)

2.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。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：ミニッツペーパー（30％）定期試験(70%)
評価基準：①宗教哲学における探求の特色、②宗教哲学におけ
る探求テーマの重要性、③ユダヤ・キリスト教的世界観および
人間観の特質、にかんする理解の程度を基準として評価しま
す。

◎－－－　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　－－－◎

授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

集中して聴講し、重要事項をしっかりとメモすることは学
習の重要な基本です。感想や疑問を自分の言葉で表現する
と、学ぶ楽しみを実感できます。ミニッツペーパーを活用
しましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  イントロダクション（スタートアップ授業・動画配信）
2 「神」という概念について
3　 神の顕現と超越（預言者エリヤの物語）
4　 続
5　 苦難と救い（『ヨブ記』を読む）
6　 続
7　 知ることと信じること
8　 続
9　 神存在の宇宙論的論証
10　続
11　神存在の目的論的論証
12　続
13　神存在の存在論的論証
14　奇跡について
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
sqhf7g500yetbs8oqeuvpxjeh5dsxb8x)



2023-S000009407-A0宗教学Ａ「教養ゼミ」（生の教説①）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説①】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は演習形式で行い、全体討論の回とグループ討論の回と
を交互に繰り返しながら進める。
　前期は、中東の聖典、西ヨーロッパの古典などを扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

　④自分の見解を的確に言語化し、かつ他者の発言を傾聴し
て、丁寧に議論しようとする意欲を持つ。(DP3-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、自分の見解や疑問点
について口頭で説明できるように準備したり、課題のコメント
を作成したりしておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、授業中の議論など
を踏まえて自分の理解や意見を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　このクラスは、定期試験期間中に試験を実施しない。した
がって、再試験も実施しない。
　成績は、コメント作成などの課題（50％）と、授業中の発言
や討論への貢献度などによる平常点（50％）に基づいて評価す
る。①宗教的な古典に関する基礎知識、②宗教的な古典の読解
能力、③自分の考え方を相対化する能力、④丁寧な議論への意
欲、という四つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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。相当量の課題が課されるため、定期試験がないこ
とを理由にしての履修は賢明ではない。
　遅刻や無断欠席、課題提出の遅れなどは決して許されな
い。厳格な受講態度が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 導入
03. 『コヘレトの言葉』①：全体討論
04. 『コヘレトの言葉』②：グループ討論
05. 福音書①：全体討論
06. 福音書②：グループ討論
07. ストア派①：全体討論
08. ストア派②：グループ討論
09. 『クルアーン』①：全体討論
10. 『クルアーン』②：グループ討論
11. 『イミタチオ・クリスティ』①：全体討論
12. 『イミタチオ・クリスティ』②：グループ討論
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6k05jx8n8j6p9nl13zy4vsyy4fdo08kb)



2023-S000009408-01宗教学Ｂ（生の教説②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説②】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は講義形式で行い、毎回、当日の授業内容に関する小テ
ストを課す。授業に関する質問などは、小テストの「質問・コ
メント欄」で受け付け、次回の授業資料に担当教員からの応答
を掲載する。
　後期は、インドや中国の聖典・古典、日本の古典などを扱
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、小テストの問題を
中心に授業内容を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業時間中に実施される小テスト（計14回、40％）と
定期試験（60％）に基づき、評価する。①宗教的な古典に関す
る基礎知識、②宗教的な古典の読解能力、③自分の考え方を相
対化する能力、という三つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 序論
03. 原始仏典①
04. 原始仏典②
05. 『バガヴァッド・ギーター』①
06. 『バガヴァッド・ギーター』②
07. 中国古典①
08. 中国古典②
09. 『歎異抄』①
10. 『歎異抄』②
11. 『正法眼蔵随聞記』①
12. 『正法眼蔵随聞記』②
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/1g4ehgd7gm1uwtiho2ua5vzds9w6wwyq)



2023-S000009408-02宗教学Ｂ（生の教説②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説②】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は講義形式で行い、毎回、当日の授業内容に関する小テ
ストを課す。授業に関する質問などは、小テストの「質問・コ
メント欄」で受け付け、次回の授業資料に担当教員からの応答
を掲載する。
　後期は、インドや中国の聖典・古典、日本の古典などを扱
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、小テストの問題を
中心に授業内容を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業時間中に実施される小テスト（計14回、40％）と
定期試験（60％）に基づき、評価する。①宗教的な古典に関す
る基礎知識、②宗教的な古典の読解能力、③自分の考え方を相
対化する能力、という三つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 序論
03. 原始仏典①
04. 原始仏典②
05. 『バガヴァッド・ギーター』①
06. 『バガヴァッド・ギーター』②
07. 中国古典①
08. 中国古典②
09. 『歎異抄』①
10. 『歎異抄』②
11. 『正法眼蔵随聞記』①
12. 『正法眼蔵随聞記』②
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gejq5vdqnbjeg5x502r1fbrqr896ujdv)



2023-S000009408-04宗教学Ｂ「BB」（生の教説②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2024/01/19　夜２限　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説②】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は講義形式で行い、毎回、当日の授業内容に関する小テ
ストを課す。授業に関する質問などは、小テストの「質問・コ
メント欄」で受け付け、次回の授業資料に担当教員からの応答
を掲載する。
　後期は、インドや中国の聖典・古典、日本の古典などを扱
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、ポイントや疑問点な
どをまとめておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、小テストの問題を
中心に授業内容を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　毎回の授業時間中に実施される小テスト（計14回、40％）と
定期試験（60％）に基づき、評価する。①宗教的な古典に関す
る基礎知識、②宗教的な古典の読解能力、③自分の考え方を相
対化する能力、という三つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 序論
03. 原始仏典①
04. 原始仏典②
05. 『バガヴァッド・ギーター』①
06. 『バガヴァッド・ギーター』②
07. 中国古典①
08. 中国古典②
09. 『歎異抄』①
10. 『歎異抄』②
11. 『正法眼蔵随聞記』①
12. 『正法眼蔵随聞記』②
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ueuzukfdnvl6qt0zn8r6oadsbz7l52th)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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、
その中で最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。
　確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基づいて、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。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　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
解することができる。(DP1-1)(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、文
化の多様性について理解を深めることができる。(DP2-1)(知
識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、古
代人の思想文化について理解を深めることができる。(DP2-2)
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　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、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　天地の分離
　３　神世七代の登場
　４　国生みの具体相
　５　神生みの記述
　６　スサノヲの昇天
　７　高天原におけるスサノヲの乱行
　８　天つ神たちの企て
　９　スサノヲへの対応
１０　老いた両親と娘
１１　草なぎの剣の発見
１２　「オホナムヂ」とその異名
１３　古事記神話のオホナムヂ
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zugl86dpoazmdls9lz1fihde0hujn131)



2023-S000009408-06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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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、
その中で最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。
　確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基づいて、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。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　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
解することができる。(DP1-1)(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、文
化の多様性について理解を深めることができる。(DP2-1)(知
識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、古
代人の思想文化について理解を深めることができる。(DP2-2)
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　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、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　天地の分離
　３　神世七代の登場
　４　国生みの具体相
　５　神生みの記述
　６　スサノヲの昇天
　７　高天原におけるスサノヲの乱行
　８　天つ神たちの企て
　９　スサノヲへの対応
１０　老いた両親と娘
１１　草なぎの剣の発見
１２　「オホナムヂ」とその異名
１３　古事記神話のオホナムヂ
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dm89ohx800sl1f1nvmzon967v7mu85b4)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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、
その中で最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。
　確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基づいて、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。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　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
解することができる。(DP1-1)(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、文
化の多様性について理解を深めることができる。(DP2-1)(知
識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、古
代人の思想文化について理解を深めることができる。(DP2-2)
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　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、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　天地の分離
　３　神世七代の登場
　４　国生みの具体相
　５　神生みの記述
　６　スサノヲの昇天
　７　高天原におけるスサノヲの乱行
　８　天つ神たちの企て
　９　スサノヲへの対応
１０　老いた両親と娘
１１　草なぎの剣の発見
１２　「オホナムヂ」とその異名
１３　古事記神話のオホナムヂ
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7oic6aamqxs70c3o5c0hj9d6jbbrhear)



2023-S000009408-08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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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、
その中で最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。
　確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基づいて、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。
　なお、この授業はテキストの内容に基づきながら、講義形式
によって進めていきます。

◎－－－　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
解することができる。(DP1-1)(知識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、文
化の多様性について理解を深めることができる。(DP2-1)(知
識・理解)

・古事記神話と日本書紀神話の違いに対する学習を通して、古
代人の思想文化について理解を深めることができる。(DP2-2)
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキストを精読し、不明な箇所は自分で調べてください。
(90分)

・筆記した内容を確認しながら、テキストを再読してくださ
い。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業に関わる基礎的な内容を理解し、その重要点を指摘でき
るかという点を成績評価基準とします。
・定期試験の結果（100％）で成績評価をおこないます。

◎－－－　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、2500円（税別）、ISBN 978-4-7710-2665-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・出席状況不良など、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（スタートアップ授業）
　２　天地の分離
　３　神世七代の登場
　４　国生みの具体相
　５　神生みの記述
　６　スサノヲの昇天
　７　高天原におけるスサノヲの乱行
　８　天つ神たちの企て
　９　スサノヲへの対応
１０　老いた両親と娘
１１　草なぎの剣の発見
１２　「オホナムヂ」とその異名
１３　古事記神話のオホナムヂ
１４　授業のまとめ
１５　成績評価に関わる説明

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
det42lqx3yuyhiduzuarsiemk2gi1z5u)



2023-S000009408-09宗教学Ｂ（宗教学入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

長谷　千代子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、テキスト『よくわかる宗教学』を読みなが
ら、宗教および宗教学についての基礎知識を学ぶとともに、宗
教や宗教学が今までどのように展開してきたか、「宗教」と呼
ばれているものをどう捉えることができるか、宗教にまつわる
これからの課題にはどのようなものがあるか、といったことに
ついて考えます。
　授業では、テキストをみんなで読み、知らない概念について
学び、時にはペア／グループ討論を交えて、宗教を自分自身の
問題として捉えながら、理解を深めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教および宗教学に関する基礎的な語彙を学ぶ。(DP1-1)(知
識・理解)

宗教に対して「信じる」のではなく、「理解する」スタンスで
アプローチする宗教学の視点を学ぶ。(DP2-1)(知識・理解)

世俗的観点とは異なる宗教的観点で人生や社会について考える
経験をする。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、教科書の該当部分を事前に読み、読み方と基本的
な意味をチェックしておくこと。(20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中に音読や意見を求められた際の積極的な参加（30%）
試験の結果（70%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

櫻井義秀・平藤喜久子編著　2021　『よくわかる宗教学』
ミネルヴァ書房。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中は集中して、積極的に発言してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．宗教をどうとらえるか
３．宗教学の歴史
４．自然崇拝・シャーマニズム
５．祖先崇拝
６．仏教
７．神仏習合
８．神道
９．キリスト教
10. 宗教学の展開
11. 新宗教(1)
12. 新宗教(2)
13. 現代的課題
14. いのちと宗教
15. 文化と宗教

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pze9ztu537okfw30aa203jgq8gzjgm77)



2023-S000009408-10宗教学Ｂ（宗教と理論）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2024/01/24　４時限　　

飯嶋　秀治

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、講義形式とディスカッション形式の組み合わせによ
り進めます。

前期に開講する宗教学A（宗教と体験）の続編として位置づけ
てはいますが、宗教学Aを履修してなくても独立して受講でき
ます。

宗教学は西洋史のなかで様々な学問によりアプローチされてき
ました。言語学、心理学、社会学、歴史学、哲学、人類学、民
俗学、経営学、法学、生物学など多岐にわたる。

それぞれの学問の泰斗が宗教を対象にして自らの学問を作って
きたので、宗教学とは宗教という現象に挑んできた諸学問の軌
跡にもなっている。

本授業では、こうした理論の歴史をたどりながら、何が解明さ
れ、何が未解明なままに残されたように思われるのかをディス
カッションして考えていっていただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

宗教に対してどのような学者の研究があったのかが言えるよう
になる。(DP1-1)(知識・理解)

宗教に対してどのような学問的アプローチがあったのか言える
ようになる(DP2-1)(知識・理解)

宗教の内部にどのようなタイプの多様性があるのかが言えるよ
うになる(DP2-2)(知識・理解)

根拠を自覚しながら発言ができるようになる(DP3-1)(知識・理
解)

異なる方法からのアプローチの学問とも対話を放棄せずにいら
れるようになる(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業前に教科書の当該箇所を読んで不明な点を調べてくる(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業の内容について、授業を受ける前と後で宗教への考
えがどう変化したのかを毎回の授業内最後の10分での小レポー
トに書いてもらいます。

最初のスタートアップ授業へは２％とし、以降、１回毎のレ
ポートを各回７％とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

櫻井義秀・平藤喜久子、『よくわかる宗教学 (やわらかアカデミズ
ム・〈わかる〉シリーズ) 』、ミネルヴァ書房、2640円、
ISBN978-4623072750

◎－－－　参考書　－－－◎

比較宗教学の誕生　ISBN 978-4336056894
原始文化　ISBN 978-4336056924
祈り　ISBN 978-4336056917
参考書は一部を参照するものなので、購入の必要はありません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書は３部に分かれていますが、基本的には宗教学の歴史を辿ってい
きますので、第１回目だけはイントロダクション（スタートアップ授
業）をしますが、第２回目以降は、宗教学の主要著作が出版された順に
辿ります。

取り上げる研究者としては、F.マックス=ミュラー、W.ジェームズ、E.
デュルケム、M.ウェーバー、R.オットー、A.ファン・ジュネップ、G.フ
レーザー等です。

それぞれの著者が取り上げた宗教は、世界各地に分散しているので、毎
回の授業に関連する１～２章を教科書で予習してもらい、授業に臨んで
もらいます。

毎回、最後の10分はアンケートのための時間として確保したいと思いま
す。

１.本講義の概要（スタートアップ授業）

２.エドワード・タイラー（1832‐1917）1871『原始文化』

３.フリードリヒ・マックス＝ミューラー（1823‐1900）1873『宗教学入
門』

４.ウィリアム・ロバートソン・スミス（1846‐1894）1894『セム族の宗
教』

５.ジェームズ・フレーザー（1854‐1941）1890『金枝篇』

６.ウィリアム・ジェームス（1842‐1910）1902『宗教的経験の諸相』

７.マックス・ウェーバー（1864‐1920）1904‐5『プロテスタンティズ
ムの倫理と資本主義の精神』

８.アーノルト・ファン・ジュネップ（1873‐1957）1909『通過儀礼』

９.リュシアン・レヴィ＝ブルリュ（1857‐1939）1910『未開社会の思
惟』

10.エミール・デュルケム（1858‐1917）1912『宗教生活の基本形態』

11.シグモンド・フロイト（1856 1939）1913『トーテムとタブー』

12.ルドルフ・オットー（1869‐1937）1917『聖なるもの』

13.ウィルフレッド・キャントウェル・スミス（1916‐2000）1962『宗教
の意味と終局』

14.ミルチャ・エリアーデ（1907‐1986）1967『聖と俗』

15.ロバート・二―リー・ベラー（1927‐2013）2014『宗教と市民社会』

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/yqgatlnneai52oxk05wyqbh5h5mk0i7n)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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。
　なお、本授業は講義形式で行います。ポイントをメモしなが
ら学ぶことが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.宗教哲学的な探求のあり方の特徴がわかる。(DP1-1)(知識・
理解)

2.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。
(DP2-1)(知識・理解)

3.ユダヤ・キリスト教的世界観および人間観の特質が理解でき
る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1.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)

2.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。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：ミニッツペーパー（30％）定期試験(70%)
評価基準：①宗教哲学における探求の特色、②宗教哲学におけ
る探求テーマの重要性、③ユダヤ・キリスト教的世界観および
人間観の特質、にかんする理解の程度を基準として評価しま
す。

◎－－－　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　－－－◎

授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

集中して聴講し、重要事項をしっかりとメモすることは学
習の重要な基本です。感想や疑問を自分の言葉で表現する
と、学ぶ楽しみを実感できます。ミニッツペーパーを活用
しましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション（スタートアップ授業・動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
t3xqzxahww46mk3muujvtt9zxue9t4fg)



2023-S000009408-12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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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。
　なお、本授業は講義形式で行います。ポイントをメモしなが
ら学ぶことが大切です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.宗教哲学的な探求のあり方の特徴がわかる。(DP1-1)(知識・
理解)

2.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。
(DP2-1)(知識・理解)

3.ユダヤ・キリスト教的世界観および人間観の特質が理解でき
る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1.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)

2.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。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価方法：ミニッツペーパー（30％）定期試験(70%)
評価基準：①宗教哲学における探求の特色、②宗教哲学におけ
る探求テーマの重要性、③ユダヤ・キリスト教的世界観および
人間観の特質、にかんする理解の程度を基準として評価しま
す。

◎－－－　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　－－－◎

授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

集中して聴講し、重要事項をしっかりとメモすることは学
習の重要な基本です。感想や疑問を自分の言葉で表現する
と、学ぶ楽しみを実感できます。ミニッツペーパーを活用
しましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション（スタートアップ授業・動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dcow20as8s5liyqp9ci7mozy8okte1gy)



2023-S000009408-A0宗教学Ｂ「教養ゼミ」（生の教説②）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小笠原　史樹

◎－－－　概要　－－－◎

【生の教説②】
　様々な宗教思想は、「どのように生きるべきか」という素朴
な問いへの多様な解答例、解答集でもあり得る。宗教的な古典
において、神の命令として、あるいは仏の教えとして、あるい
は聖者・賢者の知恵として、然るべき生き方が示される。そし
て案外、古典の示す生き方は、現代日本の「常識」に反してい
るように見える。それらの生き方をそのまま自分の生き方とし
て採用するかどうかはともかく、生に関する様々な教説に触れ
ることは、宗教研究の端緒として有効であるのみならず、生に
関する自分の考え方、自分の価値観を相対化し、問い直す契機
ともなるだろう。
　以上の見通しに基づき、この授業では宗教的な古典を研究対
象とし、その内容を「生の教説」として捉え、思想的・哲学的
に検討する。検討に際しては、必ずしも狭い意味での「宗教」
にとらわれることなく、より広く柔軟な視点から、古典それ自
体に示されている思想について考察する。
　授業は演習形式で行い、全体討論の回とグループ討論の回と
を交互に繰り返しながら進める。
　後期は、インドや中国の聖典・古典、日本の古典などを扱
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①宗教的な古典に関する基礎的な知識を持ち、それらについ
て正確に説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

　②宗教的な古典を「生の教説」という観点から読解し、分析
することができる。(DP2-1)(技能)

　③異なる様々な考え方を踏まえて、自分の考え方を相対化
し、問い直すことができる。(DP2-2)(技能)

　④自分の見解を的確に言語化し、かつ他者の発言を傾聴し
て、丁寧に議論しようとする意欲を持つ。(DP3-1)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、事前に授業資料を通読し、自分の見解や疑問点
について口頭で説明できるように準備したり、課題のコメント
を作成したりしておく。(120分)

　復習として、改めて授業資料を読み直し、授業中の議論など
を踏まえて自分の理解や意見を再検討する。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　このクラスは、定期試験期間中に試験を実施しない。した
がって、再試験も実施しない。
　成績は、コメント作成などの課題（50％）と、授業中の発言
や討論への貢献度などによる平常点（50％）に基づいて評価す
る。①宗教的な古典に関する基礎知識、②宗教的な古典の読解
能力、③自分の考え方を相対化する能力、④丁寧な議論への意
欲、という四つを身につけているか否かを、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ポータルやFU_boxで授業資料を公
開する。

◎－－－　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。相当量の課題が課されるため、定期試験がないこ
とを理由にしての履修は賢明ではない。
　遅刻や無断欠席、課題提出の遅れなどは決して許されな
い。厳格な受講態度が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. ガイダンス（スタートアップ授業）
02. 導入
03. 原始仏典①：全体討論
04. 原始仏典②：グループ討論
05. 『バガヴァッド・ギーター』①：全体討論
06. 『バガヴァッド・ギーター』②：グループ討論
07. 中国古典①：全体討論
08. 中国古典②：グループ討論
09. 『歎異抄』①：全体討論
10. 『歎異抄』②：グループ討論
11. 『正法眼蔵随聞記』①：全体討論
12. 『正法眼蔵随聞記』②：グループ討論
13. 補論①
14. 補論②
15. まとめ

※授業の進捗状況などに応じて、上記の計画が変更・修正
される場合もある。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
rl394fgytr891hmq46z3qzgv44vymhkr)



2023-S000009438-01日本史通論Ａ（「日本」の誕生と変化）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：遠隔授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保　知里

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、日本列島における人々の生活の移り変わりについて
学ぶ。中世（室町時代）までを対象の時期とし、歴史の大きな流
れ、具体的には、日本列島に出現してくる文化や政権および為政
者・権力者の動向、さらに対外的な交流を追うことにより、日本
社会の変化を考える。
集団の形成、古代国家の成立、貴族中心から武家中心社会への転
換など、日本社会は時代とともに変革を遂げていくが、その際、
国際社会（世界）から大きな影響を受けている。中世までの日本
にとって、国際社会とは主に東アジア世界を指し、国際社会の動
向が「国づくり」を行う上で大きく関わっている。よって本講義
では「世界」と「日本」の関わりにも注目しつつ、日本社会の変
化を考えていく。
現在の日本社会を捉え、今後を考えるために「日本」がどのよう
な歴史をたどってきたのか、どのような環境の中に存在してきた
のかを理解することは、とても重要である。単に「歴史好き」と
しての知識習得ではなく、現代社会を考えるために歴史を学ぶこ
とを主題とする。

授業は講義資料（スライド）を使用し、遠隔授業（オンデマン
ド）で行うため理解度確認の課題などの作成も適宜取り入れなが
ら進める。そのなかで、自ら疑問を持つ、考える、文章で表現す
る等して、学習内容を自分のものとして獲得するようにしてほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理解した内容を論理的な文章によって表現することができる
(DP1-1)(技能)

社会人として必要な知見、様々なことを考えるための素養を身に
つける(DP2-1)(知識・理解)

「日本」のはじまりから室町時代までの政治や文化の変化、対外
関係について理解し、説明することができる(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

歴史の大きな流れを取り扱うため、細かな出来事の説明は省略す
ることがある。各自で用語など（高校日本史程度）は予習・復習
をすること(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
歴史的事象について、歴史の大きな流れを理解し、日本社会の変
化等を単なる暗記ではなく、原因や結果、その影響などを含め、
論理的に表現することができるかを評価基準とする。
またオンデマンド（動画配信）授業のため、きちんと受講をして
いるかを含んだ理解度確認の課題を課す。毎回、課題を提出を
持って出欠確認を行う。

【評価方法】
毎回（2～14回目）の授業で実施する理解度確認等課題(40％)、
最終授業回（15回目）に課すレポート課題(60％)を目安として総
合的に評価する。なお、最終講義に課すレポート課題は講義内容
を踏まえた上で、論理的な文章で表現することが必要である。

※定期試験を実施しないため、再試験を受験することができませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。毎回講義資料を準備する（ダウンロード可
能）。

◎－－－　参考書　－－－◎

『全集　日本の歴史』（1～8巻　小学館）、『日本の歴
史』（00～14　講談社学術文庫　講談社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ただ授業を聞くだけでは、学習にはならない。本授業を通
じ、自ら疑問を持つ、考える、文章で表現する等して、学
習をしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
2　「日本史」とは
3　日本列島での生活のはじまり
4　巨大な墓をつくる
5　日本の文化と古代国家の形成
6　「日本」の登場
7　国づくりの様相
8　平安京と文化の隆盛
9　武士の活躍と権力の移行①
10　武士の活躍と権力の移行②
11　武家政権「鎌倉」
12　中世の博多
13　権力者の交代と室町幕府
14　室町幕府の対外政策
15　総括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5pf11lj8jtz2wgfyo84e1vohndr1y0oj)



2023-S000009439-01日本史通論Ｂ（近世以降の「日本」と「世界」）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：遠隔授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保　知里

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、特に近世（江戸時代）以降の日本社会の動向につい
て学ぶ。前近世の日本にとって「世界」とは主に東アジア世界を
指していたが、ヨーロッパにおける大航海時代の始まりととも
に、日本にとっての「世界」も広がりを見せ始める。
日本国内では、15世紀中頃以降の戦乱の時代を経て、「泰平」の
近世（江戸時代）が訪れる。18世紀後半以降、日本がそれまでと
は違う外国の諸勢力と出会い、混乱を経験しながら近代を迎え、
戦争へ向かっていく。
世界の広がり、すなわち「グローバル化」への対応、関係する諸
外国と日本社会がどのように関わり、展開し、行動をとるのか。
また近代以降、戦争の時代へ突入する世界情勢のなかで「日本」
とは何なのかを考えていく。
現在の日本社会を捉え、今後を考えるために日本がどのような歴
史をたどってきたのか、どのような体験をしてきたのかを理解す
ることは、とても重要である。単に「歴史好き」としての知識習
得ではなく、現代社会と考えるために歴史を学ぶことを主題とす
る。

授業は講義資料（スライド）を使用した動画配信（オンデマン
ド）形式で行う。授業の理解度確認の課題等も適宜取り入れなが
ら進める。そのなかで、自ら疑問を持つ、考える、文章で表現す
る等して、学習内容を自分のものとして獲得するようにしてほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

理解した内容を論理的な文章によって表現することができる
(DP1-1)(技能)

社会人として必要な知見、様々なことを考えるための素養を身に
つける(DP2-1)(知識・理解)

近世以降の日本社会の変化や「日本」と「世界」の動向について
理解し、説明することができる(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

歴史の大きな流れを取り扱うため、細かな出来事の説明は省略す
ることがある。各自で用語など（高校日本史程度）は予習・復習
をすること(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
歴史的事象について、歴史の大きな流れを理解し、日本社会の変
化等を単なる暗記ではなく、原因や結果、その影響などを含め、
論理的に表現することができるかを評価基準とする。
またオンデマンド（動画配信）授業のため、きちんと受講をして
いるかを含んだ理解度確認の課題を課す。毎回、課題を提出を
持って出欠確認を行う。

【評価方法】
毎回（2～14回目）の授業で実施する理解度確認等課題(40％)、
最終授業回（15回目）に課すレポート課題(60％)を目安として総
合的に評価する。なお、最終講義に課すレポート課題は講義内容
を踏まえた上で、論理的な文章で表現することが必要である。

※定期試験を実施しないため、再試験を受験することができませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。毎回講義資料を準備する（ダウンロード可
能）。

◎－－－　参考書　－－－◎

『全集　日本の歴史』（9～16巻　小学館）、『日本の歴
史』（15～26　講談社学術文庫　講談社）など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ただ授業を聞くだけでは、学習にはならない。講義を通
じ、自ら疑問を持つ、考える、文章で表現する等して、学
習をしてほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
2　博多町割
3　織豊政権と福岡
4　「唐入り」と北部九州
5　「世界」の変化と対外政策
6　幕府とは何か
7　思想の転換　
8　「停滞／成熟」の18世紀
9　江戸時代の生活
10　「内憂外患」の時代
11　テロと時代の変革
12　近代における戦争と日本
13　100年前の日本とは？
14　拡大する「日本」
15　総括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jstx3wecvblgcrnfg9r5i43344o6nm39)



2023-S000009410-01日本史Ａ（「日本」の近現代史）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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。
　なお授業は、教員によるレクチャー方式で進行する。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本史に関する基本的な知識を獲得し、その展開について理解
し説明することが出来る。(DP1-1)(知識・理解)

日本の近現代史に関する基本的な歴史資料の読解能力を養い、
歴史を再構成する技能を身につける。(DP2-1)(技能)

歴史学的な思考に基づいて自国認識を相対化し、異文化社会に
対して複眼的な視点から評価できる。(DP2-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習としては、右に掲げた参考書を授業進度に応じて読
む。あわせて、授業中に適宜紹介する文献で補う。(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を再現
し、自筆のノートで再構成・整理する。(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％）。評価基準
は、まずは日本の近現代史に関する基本的な展開を理解できて
いるか、次に基本的な歴史資料の読解を通じ自分なりに歴史像
の再現・構築する能力が出来ているか、最後に日本の近現代史
を世界史的な視点から整理しなおし、以上を自身の言葉で論理
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(スタートアップ授業)
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
k1b7m9tcreqynh1gcbj5q5e4jau8zfxm)



2023-S000009410-02日本史Ａ（人物からみた戦国・桃山時代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

山田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、特定の歴史上の人物にスポットをあて、その動
向・事績・死後の評価等を検証していくことで、①前近代の日
本において政治史・経済史・軍事史・文化史の大きな転換点と
なった戦国時代から桃山時代にかけての歴史について、理解を
深めること、②私たちが持っている当時の社会や人物像に対す
るイメージ、あるいは通説といわれるものが、じつはそれ自体
が歴史の産物であり、こんにちの研究で解明されつつある実像
としばしば乖離している実態を把握し、歴史認識の“揺らぎや
すさ”について考えることを目的とするものです。当時の古文
書や日記等を駆使し、読み込んで展開されている歴史研究の手
続きを少しずつ示しながら、進めていきます。
　こうした目的に即して、講義の中では、近年急速に研究が進
展しつつある明智光秀、細川ガラシャ、加藤清正などを取り上
げる予定です。彼等は日本史に興味を持つ人であれば一度は耳
にしたことのある著名な人物。近世から現代まで、小説、演
劇、絵画、映画、ドラマ等のメディアにおいてそれぞれ個性的
なキャラクターとして語られ、描かれ、その歴史的イメージが
再生産されてきました。ところが、研究で明らかにされつつあ
る実像は、じつはそれとはまったく異なっています。どうして
そういったギャップが生まれるのか。最新の研究成果も紹介し
ながら、この点も一緒に考えていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

史料にもとづいて歴史を読みとき、確実な根拠を踏まえて歴史
上の人物の事績を説明することができる。(DP1-1)(技能)

歴史上の人物に付随する歴史的イメージが形成されてきた経緯
やその根拠を理解し、説明することができる。(DP2-1)(知識・
理解)

同じ人物の事績であっても、時代や地域の状況によっては受け
止められ方が異なっていることを理解し、説明することができ
る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の事前・事後に、配布したプリントや提示された参考文献
に目を通すこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を７０％、授業中に課す課題３０％で評価します。

定期試験の評価は到達目標の達成度に即して行います。具体的
には、適切な用語を用いて設定した問題に答えているか、筋だ
てた日本語として説明できているか、内容は的確であるか、授
業内容を理解しているか、という点におきます。

授業中に課す課題についても、評価基準は同様です。

なお、遅刻・早退を繰り返したり、スマートフォン等で講義に
関係ないことをしたり、私語等により周囲に迷惑をかけるな
ど、受講態度に問題がある受講生については、警告のうえで減
点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくにありません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、参考文献を提示します。必要に応じて、それ
を読んでください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１　講義にあたり、プリント配布します。なくさず、ファ
イルして毎回持参してください。
２　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。
３　私語や遅刻、飲食など、他の受講者の迷惑となる行為
を行った者には、ペナルティーを科します。スマートフォ
ン等で講義に関係ない作業・行為を行なっている場合も同
様です。甚だしい場合は、退出を要求します。
４　なお、「授業計画」については、受講者数や進行具合
などにより、変更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　シラバス説明及びイントロダクション（スタートアッ
プ授業、動画配信）
２　歴史認識について考える
３　日本の戦国時代、桃山時代
４　明智光秀の実像とその語られ方（出自論）
５　明智光秀の実像とその語られ方（織田家臣として）
６　明智光秀の実像とその語られ方（本能寺の変）
７　ガラシャの実像とその語られ方（本能寺の変まで）
８　ガラシャの実像とその語られ方（キリスト教改宗）
９　ガラシャの実像とその語られ方（関ヶ原合戦）
10　ガラシャの実像とその語られ方（死後の語り）
11　加藤清正の実像とその語られ方（豊臣家臣として）
12　加藤清正の実像とその語られ方（肥後の大名時代）
13　加藤清正の実像とその語られ方（領国支配と貿易）
14　加藤清正の実像とその語られ方（死後の語り）
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cxlfkb1w8b8mi8ud3stsmfs96y1jv25y)



2023-S000009410-03日本史Ａ（日本のなりたち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、古代の通史を題材として「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」とは何か。こ
の授業のねらいは、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」のなりたちを考えていく。
　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。
　授業は事前に配布した講義資料に沿って教員が説明を加えていく講義形式
で行う。また、各回の授業内容の理解を確認するために、FUポータルを通じ
た小テストや論述課題に取り組んでもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．日本古代史の基礎的な事項・概念について理解し、説明できる。(DP1-1)
(知識・理解)

２．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、その内部構造（仕組み）について理
解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

３．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し、説明
できる。(DP2-1)(知識・理解)

４．単に事件名等の暗記ではなく、各時代の人々の立場や考えを想像し、
「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（因果関係）を理解・説明しようとする意識をもつ。(DP2-2)(態度・志向
性)

５．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。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）各回の配付資料（プリント）で、次回でふれる資料を提示する。そ
れらを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。次回の授
業は、下読み・準備を前提として進めていく。(60分)

（復習）各回の配付資料（プリント）で、今回の授業内容についての設問を
提示する。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。また、FUポータルを通じての小テスト・論述課題に取
り組むこと。もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
・定期試験
　歴史的用語や概念を覚えているかだけではなく、事件・制度の意味や、事
項同士の関連性・因果関係を問い、授業内容を理解できているかを測る（到
達目標1,2,3,4）。
・各回の小テスト
　定期試験に準じる。各回の授業内容を理解しているか、その都度の確認の
ために行う（到達目標2,3）。授業への取り組みを測る指標にもなろう。
・論述課題（ミニッツペーパー）
　これはテストではない。暗記科目と思い込んでいる（であろう）皆さん
に、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、各自の意見
を書いてもらうものである。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、が評価対象となる（到達目標5）。フィードバック
として、以降の授業で、考えてもらった設問の意図等について解説を行う。

２．評価方法
　以下の割合を基本として総合的に評価する。
　・定期試験：６０％
　・各回の小テスト：２０％
　・論述課題（ミニッツペーパー）：２０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
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　－－－◎

　プリントは授業内容を説明するための材料であり、授業
内容をまとめたレジュメではない。授業では、それらの材
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るが、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
踏まえて進んでいくので、内容の関連性に注意すること。
　欠席に注意し、準備や復習を忘れないこと。また、疑問
点は質問をすること（個別にでも受け付ける）。
　状況に応じて授業計画を変更する場合がある。
　初回の授業（スタートアップ授業）で進め方・ルール等
について説明するので、必ず視聴すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション（スタートアップ授業）
（１．歴史とはどんな学問か、授業の進め方などについ
て。）
第２回　文明の周縁――クニの形成
第３回　農業開始は進歩か
（２～３．農業開始は日本列島の社会をどんな風に変えた
のか。）
第４回　東アジアと倭――朝貢と冊封
第５回　ヤマト政権の成立――前方後円墳とは
第６回　治天下大王の出現――天下とは
（４～６．日本史といっても日本のことだけ考えていれば
いいわけではない。古代東アジア世界における倭国の位置
づけとは。）
第７回　ヤマト政権の支配体制１――国造制と屯倉制
第８回　ヤマト政権の支配体制２――氏姓制度と部民制
第９回　六世紀の国際情勢――改革の前提
（７～９．ヤマト政権の体制とは。７世紀の諸改革の前提
について。）
第10回　七世紀の政治改革１――推古朝
第11回　七世紀の政治改革２――大化改新
第12回　七世紀の政治改革３――「日本」の成立
（10～12．７世紀の諸改革について。何をどう変えたの
か、何を目指したのか。）
第13回　律令国家１――官僚制
第14回　律令国家２――籍帳制
第15回　「日本」とは何だろうか――古代史の視点から
（13～15．改革の結果、形成された「日本」とは何か。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
yd4tiwyorlvk1e32jkomb2jzjjuk1hlq)



2023-S000009410-04日本史Ａ（日本のなりたち）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、古代の通史を題材として「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」とは何か。こ
の授業のねらいは、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」のなりたちを考えていく。
　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。
　授業は事前に配布した講義資料に沿って教員が説明を加えていく講義形式
で行う。また、各回の授業内容の理解を確認するために、FUポータルを通
じた小テストや論述課題に取り組んでもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．日本古代史の基礎的な事項・概念について理解し、説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

２．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、その内部構造（仕組み）について理
解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

３．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し、説明
できる。(DP2-1)(知識・理解)

４．単に事件名等の暗記ではなく、各時代の人々の立場や考えを想像し、
「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（因果関係）を理解・説明しようとする意識をもつ。(DP2-2)(態度・志向
性)

５．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。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）各回の配付資料（プリント）で、次回でふれる資料を提示する。そ
れらを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。次回の授
業は、下読み・準備を前提として進めていく。(60分)

（復習）各回の配付資料（プリント）で、今回の授業内容についての設問を
提示する。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。また、FUポータルを通じての小テスト・論述課題に
取り組むこと。もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
・定期試験
　歴史的用語や概念を覚えているかだけではなく、事件・制度の意味や、事
項同士の関連性・因果関係を問い、授業内容を理解できているかを測る（到
達目標1,2,3,4）。
・各回の小テスト
　定期試験に準じる。各回の授業内容を理解しているか、その都度の確認の
ために行う（到達目標2,3）。授業への取り組みを測る指標にもなろう。
・論述課題（ミニッツペーパー）
　これはテストではない。暗記科目と思い込んでいる（であろう）皆さん
に、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、各自の意見
を書いてもらうものである。主体的に考えているか、積極的に意見表明して
いるか、が評価対象となる（到達目標5）。フィードバックとして、次回以
降の授業で設問の意図等について解説を行う。

２．評価方法
　以下の割合を基本として総合的に評価する。
　・定期試験：６０％
　・各回の小テスト：２０％
　・論述課題（ミニッツペーパー）：２０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
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適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　プリントは授業内容を説明するための材料であり、授業
内容をまとめたレジュメではない。授業では、それらの材
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るが、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
踏まえて進んでいくので、内容の関連性に注意すること。
　欠席に注意し、準備や復習を忘れないこと。また、疑問
点は質問をすること（個別にでも受け付ける）。
　状況に応じて授業計画を変更する場合がある。
　初回の授業（スタートアップ授業）で進め方・ルール等
について説明するので、必ず視聴すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション（スタートアップ授業）
（１．歴史とはどんな学問か、授業の進め方などについ
て。）
第２回　文明の周縁――クニの形成
第３回　農業開始は進歩か
（２～３．農業開始は日本列島の社会をどんな風に変えた
のか。）
第４回　東アジアと倭――朝貢と冊封
第５回　ヤマト政権の成立――前方後円墳とは
第６回　治天下大王の出現――天下とは
（４～６．日本史といっても日本のことだけ考えていれば
いいわけではない。古代東アジア世界における倭国の位置
づけとは。）
第７回　ヤマト政権の支配体制１――国造制と屯倉制
第８回　ヤマト政権の支配体制２――氏姓制度と部民制
第９回　六世紀の国際情勢――改革の前提
（７～９．ヤマト政権の体制とは。７世紀の諸改革の前提
について。）
第10回　七世紀の政治改革１――推古朝
第11回　七世紀の政治改革２――大化改新
第12回　七世紀の政治改革３――「日本」の成立
（10～12．７世紀の諸改革について。何をどう変えたの
か、何を目指したのか。）
第13回　律令国家１――官僚制
第14回　律令国家２――籍帳制
第15回　「日本」とは何だろうか――古代史の視点から
（13～15．改革の結果、形成された「日本」とは何か。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ntymx4ghjbcau7ty0agop7urg4sdwge4)



2023-S000009410-05日本史Ａ（日本の近世社会）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

井手　麻衣子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、日本近世の政治史を中心に、江戸初期～中期
の政治機構、社会集団、対外関係、経済や文化について学ぶ。
近世社会の主要なテーマを広く学ぶことで、江戸時代のしくみ
を概説的に理解することを目的とする。また、授業で扱う内容
がどのような作業を経て通説となっているか、史実として確定
されていくのか、その一端を解説する。「歴史」となる過程を
知ることで、歴史学の思考法を会得してほしい。

　授業は講義形式で進め、毎回の授業の終わりにリアクション
ペーパーの提出を求める。授業内容について感想や質問をアウ
トプットする作業を繰り返すことにより、内容の理解を深める
とともに、自身の考えを言語化する力を培ってほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本近世史に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

日本近世史の重要な諸概念を理解し、それらを説明することが
できる。(DP2-1)(知識・理解)

歴史学の諸問題へアプローチするための思考法を会得できる。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考文献の該当部分を読んでおくこと。(60分)

復習：授業中に補足した事項を想起しながら参考文献の該当部
分を読むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・リアクションペーパー（14点）（到達目標1･2･3に対する到
達度により評価）
・中間課題（16点）（到達目標1･2･3に対する到達度により評
価）
・定期試験（70点）（到達目標1･2･3に対する到達度により評
価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜プリントを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

高埜利彦『シリーズ日本近世史③　天下泰平の時代』　
ISBN 978-4-00-431524-7
倉地克直『江戸文化をよむ』　ISBN 4-642-07958-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

第01回：イントロダクション（スタートアップ授業）
第02回：江戸幕府の機構と制度（1）
第03回：江戸幕府の機構と制度（2）
第04回：朝廷と公家（1）
第05回：朝廷と公家（2）
第06回：宗教勢力
第07回：東アジアと日本
第08回：綱吉期の政策と社会（1）
第09回：綱吉期の政策と社会（2）
第10回：新田開発と経済発展（1）
第11回：新田開発と経済発展（2）
第12回：武家文化・公家文化
第13回：町人文化
第14回：古文書を読もう
第15回：まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5vmw8voc2us2bj7wxsqcfy8via7081tf)



2023-S000009410-07日本史Ａ「BB」（人物からみた戦国・桃山時代）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・二部２時限　　試験時間割：2023/07/27　夜２限　　

山田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、特定の歴史上の人物にスポットをあて、その動
向・事績・死後の評価等を検証していくことで、①前近代の日
本において政治史・経済史・軍事史・文化史の大きな転換点と
なった戦国時代から桃山時代にかけての歴史について、理解を
深めること、②私たちが持っている当時の社会や人物像に対す
るイメージ、あるいは通説といわれるものが、じつはそれ自体
が歴史の産物であり、こんにちの研究で解明されつつある実像
としばしば乖離している実態を把握し、歴史認識の“揺らぎや
すさ”について考えることを目的とするものです。当時の古文
書や日記等を駆使し、読み込んで展開されている歴史研究の手
続きを少しずつ示しながら、進めていきます。
　こうした目的に即して、講義の中では、近年急速に研究が進
展しつつある明智光秀、細川ガラシャ、加藤清正などを取り上
げる予定です。彼等は日本史に興味を持つ人であれば一度は耳
にしたことのある著名な人物。近世から現代まで、小説、演
劇、絵画、映画、ドラマ等のメディアにおいてそれぞれ個性的
なキャラクターとして語られ、描かれ、その歴史的イメージが
再生産されてきました。ところが、研究で明らかにされつつあ
る実像は、じつはそれとはまったく異なっています。どうして
そういったギャップが生まれるのか。最新の研究成果も紹介し
ながら、この点も一緒に考えていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

史料にもとづいて歴史を読みとき、確実な根拠を踏まえて歴史
上の人物の事績を説明することができる。(DP1-1)(技能)

歴史上の人物に付随する歴史的イメージが形成されてきた経緯
やその根拠を理解し、説明することができる。(DP2-1)(知識・
理解)

同じ人物の事績であっても、時代や地域の状況によっては受け
止められ方が異なっていることを理解し、説明することができ
る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の事前・事後に、配布したプリントや提示された参考文献
に目を通すこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を７０％、授業中に課す課題３０％で評価します。

定期試験の評価は到達目標の達成度に即して行います。具体的
には、適切な用語を用いて設定した問題に答えているか、筋だ
てた日本語として説明できているか、内容は的確であるか、授
業内容を理解しているか、という点におきます。

授業中に課す課題についても、評価基準は同様です。

なお、遅刻・早退を繰り返したり、スマートフォン等で講義に
関係ないことをしたり、私語等により周囲に迷惑をかけるな
ど、受講態度に問題がある受講生については、警告のうえで減
点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくにありません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、参考文献を提示します。必要に応じて、それ
を読んでください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１　講義にあたり、プリント配布します。なくさず、ファ
イルして毎回持参してください。
２　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。
３　私語や遅刻、飲食など、他の受講者の迷惑となる行為
を行った者には、ペナルティーを科します。スマートフォ
ン等で講義に関係ない作業・行為を行なっている場合も同
様です。甚だしい場合は、退出を要求します。
４　なお、「授業計画」については、受講者数や進行具合
などにより、変更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　シラバス説明及びイントロダクション（スタートアッ
プ授業、動画配信）
２　歴史認識について考える
３　日本の戦国時代、桃山時代
４　明智光秀の実像とその語られ方（出自論）
５　明智光秀の実像とその語られ方（織田家臣として）
６　明智光秀の実像とその語られ方（本能寺の変）
７　ガラシャの実像とその語られ方（本能寺の変まで）
８　ガラシャの実像とその語られ方（キリスト教改宗）
９　ガラシャの実像とその語られ方（関ヶ原合戦）
10　ガラシャの実像とその語られ方（死後の語り）
11　加藤清正の実像とその語られ方（豊臣家臣として）
12　加藤清正の実像とその語られ方（肥後の大名時代）
13　加藤清正の実像とその語られ方（領国支配と貿易）
14　加藤清正の実像とその語られ方（死後の語り）
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
mgkg1kko9sajpkf26obpadsnzj0cd3tb)



2023-S000009410-A0日本史Ａ「教養ゼミ」（日本近代史を学び憲法改正問題を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　良則

◎－－－　概要　－－－◎

　田中彰氏の『小国主義』をテキストとして、小国主義を中心
とする日本近代史の大きな流れを理解したうえで、現在議論を
巻き起こしている問題、例えば憲法改正問題などについて全員
で討論(ディベート)を行う。
　授業の進め方は、ゼミナール（ゼミ）形式の科目なので、学
生によるグループ報告と討論を中心としたものとなる。
　まず、受講生全員が少人数(4・5人程度)のグループに分か
れ、テキストおよび関連するテーマについて調査・報告を行
い、その報告に対して質疑応答を行う形で進め、最後に全員で
憲法改正問題などについて討論(ディベート)を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本近代史の大きな流れを理解し説明することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

小国主義の基礎的な知識を身につけ、それらを説明することが
できる。(DP2-1)(知識・理解)

自分たちのグループ報告に対する他者の意見に敬意を表し、冷
静に議論することができる。(DP2-2)(態度・志向性)

他のグループの報告に対して適切な質問や意見を述べることが
できる。(DP3-1)(態度・志向性)

グループ内で担当した役割を果たし、より良いグループ報告と
なるよう努力することができる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自分の所属するグループ報告の準備。(90分)

他のグループ報告に該当するテキストを読み、質問などを考え
ておく。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので定期試験は実施しない。
　到達目標の到達度合いを総合的に判断して評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田中彰『小国主義』（岩波新書、1999年）

◎－－－　参考書　－－－◎

　テキストに記載されている参考文献の他、授業中にも随
時紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので出席することが前提となる。
　１年生を対象とし、全員が報告できるように15名を受講
者数の上限とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(スタートアップ授業)
２　テキストの紹介と調査・報告方法の説明
３　グループ分けと報告内容・順番の決定
４　報告と質疑応答
５　報告と質疑応答
６　報告と質疑応答
７　報告と質疑応答
８　報告と質疑応答
９　報告と質疑応答
10　報告と質疑応答
11　報告と質疑応答
12　報告と質疑応答
13　討論１
14　討論２
15　総　括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
y1e9hsr15hodrcijjvbox34qub2s66b3)



2023-S000009416-01日本史Ｂ（地域社会からみた中世後期の日本）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

山田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、荘園や村落といった地域社会の側に視点を据え、
中世後期から中近世移行期にかけての政治・経済・社会の状況
を見直すことにより、①前近代の日本において政治史・経済
史・軍事史・文化史の大きな転換点となった室町時代から桃山
時代にかけての歴史について、理解を深めること、②私たちが
持っている当時の社会や村落、百姓等に対するイメージが、こ
んにちの研究で解明されつつある実像としばしば乖離している
実態を把握することを目的とするものです。戦乱の中、民衆は
逃げ惑うばかりだったのか。搾取されるばかりだったのか。
「惣村」を「生命維持装置」として、したたかに乱世を生きの
びようとしていた人々の実像を学んでいきましょう。
　当時の古文書や日記等を駆使し、読み込んで展開されている
歴史研究の手続きも少しずつ示しながら、進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

史料にもとづいて歴史を読みとき、確実な根拠を踏まえて歴史
的事象を説明することができる。(DP1-1)(技能)

中世の日本列島社会の様相を理解し、そこに成立していた村落
共同体の特質を説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

こんにちとは異なる中世民衆の行動原理や志向性、共同体のあ
り様を理解し、その歴史的変遷を説明することができる。
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の事前・事後に、配布したプリントや提示された参考文献
に目を通すこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を７０％、授業中に課す課題３０％で評価します。

定期試験の評価は到達目標の達成度に即して行います。具体的
には、適切な用語を用いて設定した問題に答えているか、筋だ
てた日本語として説明できているか、内容は的確であるか、授
業内容を理解しているか、という点におきます。

授業中に課す課題についても、評価基準は同様です。

なお、遅刻・早退を繰り返したり、スマートフォン等で講義に
関係ないことをしたり、私語等により周囲に迷惑をかけるな
ど、受講態度に問題がある受講生については、警告のうえで減
点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくにありません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、参考文献を提示します。必要に応じて、それ
を読んでください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１　講義にあたり、プリント配布します。なくさず、ファ
イルして毎回持参してください。
２　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。
３　私語や遅刻、飲食など、他の受講者の迷惑となる行為
を行った者には、ペナルティーを科します。スマートフォ
ン等で講義に関係ない作業・行為を行なっている場合も同
様です。甚だしい場合は、退出を要求します。
４　なお、「授業計画」については、受講者数や進行具合
などにより、変更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　シラバス説明及びイントロダクション（スタートアッ
プ授業、動画配信）
２　日本の中世とは（時代区分、封建制、武者の世）
３　日本の中世とは（戦争の時代、対外関係）
４　中世民衆の生活舞台（村落、市、町）
５　中世民衆の生活舞台（村の構造）
６　中世の自然環境・生活環境
７　中世にみられた自力救済・当事者主義
８　惣村の自治的・国家的性格（構成員と身分、惣掟）
９　惣村の自治的・国家的性格（自検断、村の武力）
10　惣村の自治的・国家的性格（村請、村の習俗）
11　想村と外部勢力（近隣の村との対立）
12　想村と外部勢力（近隣の村との紛争解決）
13　想村と外部勢力（近隣の村との友好関係）
14　惣村と外部勢力（領主との契約・交渉・駆け引き）
15　惣村と外部勢力（領主の役割）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jos3dez9a0ugev9otimph16kvqoy5t9f)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、仏教が伝来して、元来の神々への信仰（神祇信仰）と混ざ
り合っていく道筋を、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、その背景として、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・大乗仏教、それぞれの基本的事項を取り上げる。次にそ
れらを踏まえ、神仏習合が本格化する奈良時代後半から鎌倉時代ころまでの
動きを見てゆき、その背景にある社会や人々の考え方の変化を考える。
　歴史は、ともすれば暗記科目と誤解されやすい。それは当時の人々のおか
れた状況（立場や考え方など）に注意を向けないからではないか。当時の
人々には、当時なりのそれぞれの考え方や立場があったはずである。さらに
当時の人々もみな同じ立場に立っていたのでもない。権力者・従う民衆、豊
かな者・貧しい者、都に住む者・地方に住む者など。それぞれの立場の人々
が、それぞれのおかれた状況下で何を考え、どう行動したのか。それぞれの
立場に立って考察できるようになることも目的とする。
　授業は事前に配布した講義資料に沿って教員が説明を加えていく講義形式
で行う。また、各回の授業内容の理解を確認するために、FUポータルを通じ
た小テストや論述課題に取り組んでもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．古代・中世期の歴史的な文化現象についての基礎的な事項・概念を理解
し、説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

２．神仏習合に関わる信仰の歴史的な変化（仏教伝来・神宮寺・御霊信仰・
浄土信仰・中世日本紀・神国思想など）と、その時代の社会状況とを、関連
づけて理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

３．上記の歴史的な動きの前提である、神祇信仰と大乗仏教の特質・特徴の
概要について理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

４．単に事件名等の暗記ではなく、各時代の人々の立場や考えを想像し、
「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（因果関係）を理解・説明しようとする意識をもつ。(DP2-2)(態度・志向
性)

５．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。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）毎回の配付資料（プリント）で、次回でふれる資料を提示する。そ
れらを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。次回の授
業は、下読み・準備を前提として進めていく。(60分)

（復習）毎回の配付資料（プリント）で、今回の授業内容についての設問を
提示する。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。また、FUポータルを通じての小テスト・論述課題に取
り組むこと。もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
・定期試験
　歴史的用語や概念を覚えているかだけではなく、事件・制度の意味や、事
項同士の関連性・因果関係を問い、授業内容を理解できているかを測る（到
達目標1,2,3,4）。
・各回の小テスト
　定期試験に準じる。各回の授業内容を理解しているか、その都度の確認の
ために行う（到達目標2,3）。授業への取り組みを測る指標にもなろう。
・論述課題（ミニッツペーパー）
　これはテストではない。暗記科目と思い込んでいる（であろう）皆さん
に、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、各自の意見
を書いてもらうものである。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、が評価対象となる（到達目標5）。フィードバック
として、以降の授業で、考えてもらった設問の意図等について解説を行う。

２．評価方法
　以下の割合を基本として総合的に評価する。
　定期試験：６０％
　各回の小テスト：２０％
　論述課題（ミニッツペーパー）：２０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
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適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　プリントは授業内容を説明するための材料であり、授業
内容をまとめたレジュメではない。授業では、それらの材
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るが、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
踏まえて進んでいくので、内容の関連性に注意すること。
　欠席に注意し、準備や復習を忘れないこと。また、疑問
点は質問をすること（個別にでも受け付ける）。
　状況に応じて授業計画を変更する場合がある。
　初回の授業（スタートアップ授業）で進め方・ルールに
ついて説明するので、必ず視聴すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション（スタートアップ授業）
（１．歴史学とはどんな学問か、授業の進め方などについ
て。）
第２回　神祇信仰１――神祇信仰とは
第３回　神祇信仰２――信仰と権力の関係
第４回　神祇信仰３――律令国家の神祇政策
（２～４．神祇信仰に関する基礎的事項を、日本古代史に
即して解説する。）
第５回　仏教伝来１――仏教のなりたち
第６回　仏教伝来２――仏教の受容
第７回　仏教伝来３――国家仏教
（５～７．仏教に関する基礎的事項を、日本古代史に即し
て解説する。）
第８回　神宮寺成立の背景１――仏になろうとする神
第９回　神宮寺成立の背景２――社会の変容
第10回　神宮寺成立の背景３――仲立としての密教
（８～10．神仏習合の最初期の動向を、奈良時代の社会の
変化をふまえて解説する。）
第11回　神仏習合の展開１――御霊信仰
第12回　神仏習合の展開２――ケガレ
第13回　神仏習合の展開３――浄土信仰
第14回　神仏習合の展開４――本地垂迹説と「中世日本
紀」
第15回　神仏習合の展開５――神国思想
（11～15．平安時代以降の神仏習合の諸現象を、神祇信
仰･仏教双方の要素をふまえて解説する。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/4ub8m1ls14p42a0qzc6u4d8xy7s8c3xw)



2023-S000009416-03日本史Ｂ（歴史と人物）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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。
この授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史的人物の生きた時代の特質を理解する(DP1-1)(技能)

歴史的人物の、時代との関わりの深化を段階的に理解できる
(DP2-1)(知識・理解)

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
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　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、再読して復習すること
(60分)

◎－－－　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を、定期試
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
ISBN：9784642052016

◎－－－　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　ISBN 9784642063180

◎－－－　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　イントロダクション(スタートアップ授業)
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
  

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
e4uci25efpiu8vmn6fakjnu3h9063nj6)



2023-S000009416-04日本史Ｂ（神仏習合への道）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

松木　俊曉

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、仏教が伝来して、元来の神々への信仰（神祇信仰）と混ざ
り合っていく道筋を、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、その背景として、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・大乗仏教、それぞれの基本的事項を取り上げる。次にそ
れらを踏まえ、神仏習合が本格化する奈良時代後半から鎌倉時代ころまでの
動きを見てゆき、その背景にある社会や人々の考え方の変化を考える。
　歴史は、ともすれば暗記科目と誤解されやすい。それは当時の人々のおか
れた状況（立場や考え方など）に注意を向けないからではないか。当時の
人々には、当時なりのそれぞれの考え方や立場があったはずである。さらに
当時の人々もみな同じ立場に立っていたのでもない。権力者・従う民衆、豊
かな者・貧しい者、都に住む者・地方に住む者など。それぞれの立場の人々
が、それぞれのおかれた状況下で何を考え、どう行動したのか。それぞれの
立場に立って考察できるようになることも目的とする。
　授業は事前に配布した講義資料に沿って教員が説明を加えていく講義形式
で行う。また、各回の授業内容の理解を確認するために、FUポータルを通じ
た小テストや論述課題に取り組んでもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．古代・中世期の歴史的な文化現象についての基礎的な事項・概念を理解
し、説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

２．神仏習合に関わる信仰の歴史的な変化（仏教伝来・神宮寺・御霊信仰・
浄土信仰・中世日本紀・神国思想など）と、その時代の社会状況とを、関連
づけて理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

３．上記の歴史的な動きの前提である、神祇信仰と大乗仏教の特質・特徴の
概要について理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

４．単に事件名等の暗記ではなく、各時代の人々の立場や考えを想像し、
「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（因果関係）を理解・説明しようとする意識をもつ。(DP2-2)(態度・志向
性)

５．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。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）毎回の配付資料（プリント）で、次回でふれる資料を提示する。そ
れらを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。次回の授
業は、下読み・準備を前提として進めていく。(60分)

（復習）毎回の配付資料（プリント）で、今回の授業内容についての設問を
提示する。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。また、FUポータルを通じての小テスト・論述課題に取
り組むこと。もちろん参考文献の該当部分を読むことも推奨する。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
・定期試験
　歴史的用語や概念を覚えているかだけではなく、事件・制度の意味や、事
項同士の関連性・因果関係を問い、授業内容を理解できているかを測る（到
達目標1,2,3,4）。
・各回の小テスト
　定期試験に準じる。各回の授業内容を理解しているか、その都度の確認の
ために行う（到達目標2,3）。授業への取り組みを測る指標にもなろう。
・論述課題（ミニッツペーパー）
　これはテストではない。暗記科目と思い込んでいる（であろう）皆さん
に、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、各自の意見
を書いてもらうものである。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、が評価対象となる（到達目標5）。フィードバック
として、以降の授業で、考えてもらった設問の意図等について解説を行う。

２．評価方法
　以下の割合を基本として総合的に評価する。
　定期試験：６０％
　各回の小テスト：２０％
　論述課題（ミニッツペーパー）：２０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
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適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　プリントは授業内容を説明するための材料であり、授業
内容をまとめたレジュメではない。授業では、それらの材
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るが、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
踏まえて進んでいくので、内容の関連性に注意すること。
　欠席に注意し、準備や復習を忘れないこと。また、疑問
点は質問をすること（個別にでも受け付ける）。
　状況に応じて授業計画を変更する場合がある。
　初回の授業（スタートアップ授業）で進め方・ルール等
について説明するので、必ず視聴すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　イントロダクション（スタートアップ授業）
（１．歴史学とはどんな学問か、授業の進め方などについ
て。）
第２回　神祇信仰１――神祇信仰とは
第３回　神祇信仰２――信仰と権力の関係
第４回　神祇信仰３――律令国家の神祇政策
（２～４．神祇信仰に関する基礎的事項を、日本古代史に
即して解説する。）
第５回　仏教伝来１――仏教のなりたち
第６回　仏教伝来２――仏教の受容
第７回　仏教伝来３――国家仏教
（５～７．仏教に関する基礎的事項を、日本古代史に即し
て解説する。）
第８回　神宮寺成立の背景１――仏になろうとする神
第９回　神宮寺成立の背景２――社会の変容
第10回　神宮寺成立の背景３――仲立としての密教
（８～10．神仏習合の最初期の動向を、奈良時代の社会の
変化をふまえて解説する。）
第11回　神仏習合の展開１――御霊信仰
第12回　神仏習合の展開２――ケガレ
第13回　神仏習合の展開３――浄土信仰
第14回　神仏習合の展開４――本地垂迹説と「中世日本
紀」
第15回　神仏習合の展開５――神国思想
（11～15．平安時代以降の神仏習合の諸現象を、神祇信
仰･仏教双方の要素をふまえて解説する。）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/3bhej7vuedv20z11n29l88us260g9oto)



2023-S000009416-05日本史Ｂ（遺跡からみた福岡の歴史①）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2024/01/24　４時限　　

桃崎　祐輔

◎－－－　概要　－－－◎

 玄界灘に面した福岡は太古の昔から、中国大陸や朝鮮半島など
との交渉・外交の窓口でした。このため福岡周辺には、古代か
ら中世にかけての対外交渉や、国際戦争にかかわる遺跡がたく
さん見つかっており、日本全国の中でも特異な環境です。
　本講義では、福岡周辺の具体的な遺跡をとりあげ、最新の研
究成果を踏まえながら、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、さらに東
アジア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)(DP2-1)(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)(DP1-1)(知識・理解)

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)
(DP2-2)(態度・志向性)

自身の居住する地域する地域の文化財や歴史を他地域の人に紹
介する（技能）。(DP3-2)(技能)

文化財や史跡の特性や注目点の自分の志向や価値観に沿って評
価できる（知識）。(DP1-1)(知識・理解)

遺跡や歴史の知識や理解を通じて自治体に主体的に参画・貢献
する（態度・志向性）(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教材プリントを配信した場合は、必ず出力・保管し熟読するこ
と。

(30分)

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。
(30分)

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。(30
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験80％、平常点（授業への積極的参加）20％とする。
定期試験では、 授業で取り扱った遺跡・歴史への理解、②自身
の居住する地域の文化財に対する理解の姿勢と具体的な事例の
探索を評価基準とする。

◎－－－　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、オンラインで教材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。出力し
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(スタートアップ授業：動画配信）
2.浜の町貝塚と柏原遺跡からみた縄文時代
3.板付遺跡と吉武高木遺跡からみた稲作と青銅器
4.須玖遺跡と三雲遺跡からみた弥生時代のクニ
5.那珂八幡古墳・藤崎遺跡と三角縁神獣鏡
6.宗像沖ノ島の祭祀遺跡
7.福岡大学の中にある小袖古墳と首塚古墳
8.那珂比恵遺跡と那津官家
9.船原古墳・阿恵遺跡と糟屋屯倉
10.大野城・水城と阿志岐山城
11.鴻臚館と遣唐使・遣新羅使
12.大宰府天満宮の創建と藤原純友の乱
13.英彦山山岳信仰遺跡の歴史
14.博多・筥崎宮とチャイナタウン
15.黒田長溥と火薬生産の遺跡
 

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ecz40bpcdc9d8vgvdy0mi7oq42hg7g2k)



2023-S000009416-07日本史Ｂ「BB」（地域社会からみた中世後期の日本）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・二部２時限　　試験時間割：2024/01/18　夜２限　　

山田　貴司

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、荘園や村落といった地域社会の側に視点を据え、
中世後期から中近世移行期にかけての政治・経済・社会の状況
を見直すことにより、①前近代の日本において政治史・経済
史・軍事史・文化史の大きな転換点となった室町時代から桃山
時代にかけての歴史について、理解を深めること、②私たちが
持っている当時の社会や村落、百姓等に対するイメージが、こ
んにちの研究で解明されつつある実像としばしば乖離している
実態を把握することを目的とするものです。戦乱の中、民衆は
逃げ惑うばかりだったのか。搾取されるばかりだったのか。
「惣村」を「生命維持装置」として、したたかに乱世を生きの
びようとしていた人々の実像を学んでいきましょう。
　当時の古文書や日記等を駆使し、読み込んで展開されている
歴史研究の手続きも少しずつ示しながら、進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

史料にもとづいて歴史を読みとき、確実な根拠を踏まえて歴史
的事象を説明することができる。(DP1-1)(技能)

中世の日本列島社会の様相を理解し、そこに成立していた村落
共同体の特質を説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

こんにちとは異なる中世民衆の行動原理や志向性、共同体のあ
り様を理解し、その歴史的変遷を説明することができる。
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の事前・事後に、配布したプリントや提示された参考文献
に目を通すこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験を７０％、授業中に課す課題３０％で評価します。

定期試験の評価は到達目標の達成度に即して行います。具体的
には、適切な用語を用いて設定した問題に答えているか、筋だ
てた日本語として説明できているか、内容は的確であるか、授
業内容を理解しているか、という点におきます。

授業中に課す課題についても、評価基準は同様です。

なお、遅刻・早退を繰り返したり、スマートフォン等で講義に
関係ないことをしたり、私語等により周囲に迷惑をかけるな
ど、受講態度に問題がある受講生については、警告のうえで減
点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくにありません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、参考文献を提示します。必要に応じて、それ
を読んでください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１　講義にあたり、プリント配布します。なくさず、ファ
イルして毎回持参してください。
２　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。
３　私語や遅刻、飲食など、他の受講者の迷惑となる行為
を行った者には、ペナルティーを科します。スマートフォ
ン等で講義に関係ない作業・行為を行なっている場合も同
様です。甚だしい場合は、退出を要求します。
４　なお、「授業計画」については、受講者数や進行具合
などにより、変更する場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　シラバス説明及びイントロダクション（スタートアッ
プ授業、動画配信）
２　日本の中世とは（時代区分、封建制、武者の世）
３　日本の中世とは（戦争の時代、対外関係）
４　中世民衆の生活舞台（村落、市、町）
５　中世民衆の生活舞台（村の構造）
６　中世の自然環境・生活環境
７　中世にみられた自力救済・当事者主義
８　惣村の自治的・国家的性格（構成員と身分、惣掟）
９　惣村の自治的・国家的性格（自検断、村の武力）
10　惣村の自治的・国家的性格（村請、村の習俗）
11　想村と外部勢力（近隣の村との対立）
12　想村と外部勢力（近隣の村との紛争解決）
13　想村と外部勢力（近隣の村との友好関係）
14　惣村と外部勢力（領主との契約・交渉・駆け引き）
15　惣村と外部勢力（領主の役割）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dwnb22v69ib5jlagfz96o5xix8k1m9wi)



2023-S000009416-A0日本史Ｂ「教養ゼミ」（沖縄の歴史を学び基地問題を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

梶原　良則

◎－－－　概要　－－－◎

　沖縄の歴史に関する啓蒙書の中で高い評価を得ている高良倉
吉氏の『琉球王国』をテキストとして、沖縄の歴史に対する理
解を深め、現在沖縄が抱えている問題、例えばアメリカ軍基地
問題などについて、討論(ディベート)を行う。
　授業の進め方は、ゼミナール（ゼミ）形式の科目なので、学
生によるグループ報告と討論を中心としたものとなる。
　まず、受講生全員が少人数(4・5人程度)のグループに分かれ
分担してテキストおよび関連するテーマについて調査・報告を
行い、その報告に対して全員による質疑応答を行う形で進め、
最後に全員でアメリカ軍基地問題など現在の沖縄が抱える問題
について討論(ディベート)を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

沖縄史の基礎的な知識を身につけ、説明することができる。
(DP1-1)(知識・理解)

沖縄の現代的課題について多角的に分析し、解決策を考えるこ
とができる。(DP2-1)(態度・志向性)

自分たちのグループ報告に対する他者の意見に敬意を表し、冷
静に議論することができる。(DP2-2)(態度・志向性)

他のグループの報告に対して適切な質問や意見を述べることが
できる。(DP3-1)(態度・志向性)

グループ内で担当した役割を果たし、より良いグループ報告と
なるよう努力することができる。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自分の所属するグループ報告の準備。(90分)

他のグループ報告に該当するテキストを読み、質問などを考え
ておく。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので定期試験は実施しない。
　到達目標の到達度合いを総合的に判断して評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高良倉吉『琉球王国』（岩波新書、1993年）

◎－－－　参考書　－－－◎

『新琉球史　古琉球編・近世編・近代現代編』（琉球新報
社、1989-1992年）
安里進他『沖縄県の歴史』（山川出版社、2004年）
その他、テキストに記載されている参考文献を参照。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ形式の科目なので出席が前提となる。
　一年次生を対象とし、全員が報告できるように15名を限
度とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス(スタートアップ授業)
２　テキストの紹介と調査・報告方法の説明
３　グループ分けと報告内容･順番の決定
４　報告と質疑応答
５　報告と質疑応答
６　報告と質疑応答
７　報告と質疑応答
８　報告と質疑応答
９　報告と質疑応答
10　報告と質疑応答
11　報告と質疑応答
12　報告と質疑応答
13　全体討論
14　全体討論
15　総　括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
j8eytel851hnc9bsou47kj7kdrf0ff22)



2023-S000009443-01日本教育史（日本における子育てと学びの歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/26　６時限　　

木村　政伸

◎－－－　概要　－－－◎

　現在の日本に生きる私たちは、当たり前のように学校に行き
学んでいます。しかし、そうした考え方が「不登校」などを
「社会問題」としてとらえる基盤になっています。
　では、いつどのような理由で私たちは学校に通い、学校以外
に学ぶ場がないと思うようになったのでしょうか。そうした問
いを、中世からの子育てと学びの歴史をたどって考えてみたい
と思います。
　その際、教育や学校の歴史にとどまらず、ひろく「人が成長
する」「人が変わる」という意味で関連がある宗教や芸能、文
学などまで視野をひろげて検証します。
　本授業は、講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の教育の歴史に関する関心を持ち、基礎的な知識を理解
し、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

日本の教育の歴史を通じて、世界の教育や日本社会について理
解し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

現在とは異なる社会の在り方を学び、多文化・異文化への理解
を深め、それらを説明することができる。(DP2-2)(知識・理解)

授業に積極的に参加し、責任ある発言ができる。(DP3-1)(態
度・志向性)

教育問題を通して現在の社会の課題を認識し、課題解決に主体
的に参加しようとする。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回の授業の前に提示される資料及び映像を必ず閲覧
し、指定された課題についての回答を用意しておく(60分)

復習：毎回の授業で示されたスライドおよび資料を概念ごとに
整理する。特に歴史史料は、十分に読みこなしておくこと。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．日本教育史に関する基本的な用語及び概念を正確に説明で
きる。
２．評価方法は、中間試験（50パーセント）と期末試験（50
パーセント）で行う。
３．中間試験及び期末試験で6割以上の得点を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

片桐芳雄・木村元編著『教育から見る日本の社会と歴史』
八千代出版、2021年、2640円 ISBN978-4-8429-1698-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループワークや討論では積極的な発言が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．中世の宗教と教育
３．近世社会の子育てシステム
４．西鶴が描いた子育てと学び
５．近世社会における読み書き
６．近代学校制度の成立
７．国民国家と教育
８．天皇制教育の確立
９．資本主義社会と大正自由教育
１０．女子教育へのまなざし
１１．総動員体制下の教育
１２．戦後教育改革
１３．高度経済成長と中等学校
１４．新しい国家主義と教育
１５．まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dhisi79pnxibvv9t0gbned9toqh4es54)



2023-S000009443-02日本教育史（日本における子育てと学びの歴史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/26　６時限　　

木村　政伸

◎－－－　概要　－－－◎

　現在の日本に生きる私たちは、当たり前のように学校に行き
学んでいます。しかし、そうした考え方が「不登校」などを
「社会問題」としてとらえる基盤になっています。
　では、いつどのような理由で私たちは学校に通い、学校以外
に学ぶ場がないと思うようになったのでしょうか。そうした問
いを、中世からの子育てと学びの歴史をたどって考えてみたい
と思います。
　その際、教育や学校の歴史にとどまらず、ひろく「人が成長
する」「人が変わる」という意味で関連がある宗教や芸能、文
学などまで視野をひろげて検証します。
　本授業は、講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の教育の歴史に関する関心を持ち、基礎的な知識を理解
し、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

日本の教育の歴史を通じて、世界の教育や日本社会について理
解し、それらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

現在とは異なる社会の在り方を学び、多文化・異文化への理解
を深め、それらを説明することができる。(DP2-2)(知識・理解)

授業に積極的に参加し、責任ある発言ができる。(DP3-1)(態
度・志向性)

教育問題を通して現在の社会の課題を認識し、課題解決に主体
的に参加しようとする。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回の授業の前に提示される資料及び映像を必ず閲覧
し、指定された課題についての回答を用意しておく(60分)

復習：毎回の授業で示されたスライドおよび資料を概念ごとに
整理する。特に歴史史料は、十分に読みこなしておくこと。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．日本教育史に関する基本的な用語及び概念を正確に説明で
きる。
２．評価方法は、中間試験（50パーセント）と期末試験（50
パーセント）で行う。
３．中間試験及び期末試験で6割以上の得点を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

片桐芳雄・木村元編著『教育から見る日本の社会と歴史』
八千代出版、2021年、2640円 ISBN978-4-8429-1698-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

グループワークや討論では積極的な発言が求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．中世の宗教と教育
３．近世社会の子育てシステム
４．西鶴が描いた子育てと学び
５．近世社会における読み書き
６．近代学校制度の成立
７．国民国家と教育
８．天皇制教育の確立
９．資本主義社会と大正自由教育
１０．女子教育へのまなざし
１１．総動員体制下の教育
１２．戦後教育改革
１３．高度経済成長と中等学校
１４．新しい国家主義と教育
１５．まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
c7nx44apgvkzuwptptuh3752hrqndgr0)



2023-S000009443-03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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/26　６時限　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、講義形式で行い、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グローバル企業へ
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。
　授業はテキストの内容に基づきながら、レジュメを準備して
進める。受講生は、授業予定分のテキストの内容を事前に読
み、理解しておくことが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の教育の歴史について基礎的な知識を有する。(DP1-1)(知
識・理解)

日本教育史を通して、政治や経済などの他分野について興味を
もち学ぼうとする。(DP2-1)(態度・志向性)

日本教育史を通して異文化、異文脈を理解する。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業予定の箇所のテキストの内容を読んで理解しておくこと。
(30分)

授業後はその内容をまとめ。整理しておくこと。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「知識・理解」としては、日本の近代教育の成り立ち、その制
度や思想などについて知り、異文化理解に繋がったかどうかを
定期試験で評価し、「態度・志向性」については授業中に課
す、課題において評価する。評価の方法は、定期試験の結果、
授業の課題、授業の際の参加状況等で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐喜本・勝山・小川著『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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

なお担当者は、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　ガイダンス（スタートアップ授業）
2　幕末期の教育

3　学制期の教育

4　教育勅語期の教育

5　日清日露期の教育

6　大正自由教育

7　戦前・戦中の教育

8　戦後民主主義と教育

9　「逆コース」と教育

10　高度経済成長と教育

11　80年代教育改革と臨教審

12　90年代教育改革

13　21世紀の教育改革

14　新自由主義と教育

15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pdtqfepi40arc5l0b4hz5lwospn1ky0j)



2023-S000009422-01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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　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。
　本授業は、講義形式とディスカッション形式の組み合わせに
より進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

明治期から昭和初期の日本近代文学を通じて他者・異文化・異
文脈への理解を深めることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　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　ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝ(ｽﾀｰｱｯﾌﾟ授業)
　　　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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/9ndz3vguwvrrco7oy3k492iuwzr0dweh)



2023-S000009422-03日本文学Ａ（近現代文学の精読と分析）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

畑中　佳恵

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、大正から平成にかけて発表された近現代文学のう
ち、有名な作家、あまり知られていない作家、男性作家、女性
作家の作品を取り混ぜて7篇取り上げ、講義形式で進める。各
作品について精読回と分析回を設け、小説本文を綿密に読んだ
上で、文学作品としての分析と考察を試みたい。
　分析・考察の観点は、創作の狙い、同時代との関わり、現在
的な問題意識との接続、イメージの広がり等、幅広く設定す
る。また、適宜コメントペーパーの提出を求め、その内容を紹
介することで様々な意見・感想を共有したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 近現代文学の精読や分析に関心をもち、学んだ事柄を十分に
理解することで、他者・異文化・異文脈への理解を深めること
ができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスおよび取り上げる作品に目を通し、不明な点を明らか
にして授業にのぞむこと。(60分)

講義資料を見直し、分からない用語や関心をもった事柄につい
て調べること。また、授業中に全体を通読できなかった作品
は、次の授業までに各自で読んでおくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（知識を問う穴埋め問題と、指定のテーマについて
の論述問題）80％、平常点（授業への参加姿勢、コメントペー
パーの内容）20％を合わせて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に毎回プリントを配布する。各自、ファイリングし
て管理し、持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜、紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　小説に描かれた暴力的な表現、グロテスクな表現、差別
と関わる表現について考察することがある。
　遅刻、途中退出、私語、携帯機器の使用は厳禁する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 イントロダクション（スタートアップ授業）
2　 菊池寛「入れ札」精読
3　 菊池寛「入れ札」分析
4　 太宰治「駆込み訴へ」精読
5　 太宰治「駆込み訴へ」分析
6　 宮澤賢治「よだかの星」精読
7　 宮澤賢治「よだかの星」分析
8　 三島由紀夫「真夏の死」精読
9　 三島由紀夫「真夏の死」分析
10　安達征一郞「怨の儀式」精読
11　安達征一郞「怨の儀式」分析
12　川上弘美「神様」「神様2011」精読
13　川上弘美「神様」「神様2011」分析
14　小川洋子「愛犬ベネディクト」精読
15　小川洋子「愛犬ベネディクト」分析

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jl7v8dc7ccwkj58mudw5wamk0oo2d8nr)



2023-S000009422-04日本文学Ａ（昔話の源泉を求めて）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

高橋　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

　絵本などでなじみ深い「浦島太郎」の原型は、『日本書紀』
成立以前から存在していたとされる。その後、平安時代を経
て、鎌倉・室町時代には、今日に近い物語が出来あがり、江戸
時代に入ると出版されて広く知られるようになった。
　昔話の中には、何らかの意味（寓意）がこめられており、そ
れを伝えるために、時に惨酷になり、時に猥雑になる事が多
い。明治に入ると、子ども向けには教育的によくないという発
想から、本来持っていた惨酷さ、猥雑さが消されてしまう。そ
れが現在流布している絵本の世界である。
　本授業では、「浦島太郎」という作品を時代と共に見直すこ
とで、本来持っていた内容を理解していき、昔の人々の心にふ
れたいと考えている。
　授業は、意味を理解するために、必要に応じて現代語訳を施
しながら、古代から近代にいたる浦島モノと呼ばれるいくつか
の作品を講義形式で味読していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時代とともに昔話がどのように理解されてきたかを説明するこ
とができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布するプリントを読んでおくこと。(60分)

授業中にとったノートを整理しておくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業でとりあげた作品の基盤・考え方について理解し、それ
らを自分の言葉で明確に説明できているかという点を評価基準
とする。定期試験の成績を80％、ミニッツペーパーなど平素の
活動状況20％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　随時、プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日本古典文学に関する基礎的な知識を有することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　古代における浦島説話①
３　〃②
４　〃③
５　平安時代における浦島太郎説話①
６　〃②
７　〃③
８　御伽草子「浦島太郎」①
９　〃②
10　〃③
11　〃④
12　江戸時代の浦島モノ
13　明治時代の浦島モノ①
14　〃②
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/500dqk0q1m1ibxtsyyc40h5rwk6lffin)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

竜口　佐知子

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。
　この科目では、日本文学のテク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、実際に作品本文の詳細な読解を行います。
　授業では、主に教員がプリント資料を用いて本文についての解説
を行います。また、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、文学テクストを読み解く方法
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　－－－◎

日本文学の読解に関する基礎的な知識を理解し、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

テキスト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。(DP1-1)(技能)

テキスト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。(DP1-1)(技能)

解釈の多様性について理解している。(DP2-2)(知識・理解)

他者の解釈を理解し、自分の解釈と照らし合わせて考えることがで
きる。(DP2-2)(技能)

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。(DP2-2)(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で取り扱う文学テキスト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2）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1,3）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。解答の
内容は匿名にて授業中に発表されることがある。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3,4,5）、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6）。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。各自で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。
　また、基本的なスキルとして、日本語の文章（旧仮名遣
い含む）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」（スタートアップ授業）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
eg5drxk36zwzrsda2w5gpu6g4ou8rjdf)



2023-S000009422-06日本文学Ａ（今昔物語集を読む：当時の恋愛と家族関係を中心に）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

大木　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は講義形式で行う。

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。仏教を説く目的で編纂され、インドや中国の話
が多く含まれるが、日本の世俗的な説話も多い。芥川龍之介を
はじめ近代文学者が小説の題材としたことでも知られる。

本講義では、主に本朝(日本)部に属する説話の中から、恋愛と
家族関係(夫婦・親子)に関するものを選んで読む。登場人物は
僧侶・盗賊・庶民など様々である。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・家族の諸相を探り、現
代の恋愛観・家族観と比較検討する。

◎－－－　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(DP2-1)(知
識・理解)

今昔物語集編纂当時に生きた人々の恋愛観・家族観を理解し、
説明することができる(DP2-2)(知識・理解)

当時と現代の恋愛観・家族観を比較考察することができる
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの次にやるところを読んでおく(20分)

授業でやったところを復習する(小テストの試験勉強を兼ねる)
(20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験80％(今昔物語集の説話の恋愛観・家族観を理解して
いるか、それと現代の違いを理解しているかを判断する)

平常点20％(授業中に全3回程度小テストを行う。テスト結果は
次の授業でフィードバックする。受けて終わりというわけでな
い。後の授業や定期試験に役立ててほしい)

◎－－－　テキスト　－－－◎

角川書店編　ビギナーズ・クラシックス日本の古典『今昔
物語集』　KADOKAWA 2002年 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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、　イントロダクション（スタートアップ授業）

2～14.　説話の読解と解説(数字は、巻と番号)　

17‐33美女の色じかけのおかげで、学者となった青年僧　
　　
19‐27洪水に流され、愛児を捨てて老いた母を助けた男
24-8　美人患者の色香にふりまわされた好色の老医師
27-20 捨てられた女の生霊、薄情な相手の男をとり殺す
27-24 捨てられて窮死した前妻のミイラと愛し合った侍
28-1  変装した自分の妻に言い寄りなぐられた軽薄男
29‐3 色香と鞭で若い男を調教する、盗賊団の美人首領
30‐9 妻の悪口に乗せられ、老いた姨母を捨てた男

＊この間3回程度小テストを行う。「成績評価基準および
方法」参照  

15、その他の説話、まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/s59qbz1jjvlbsf0q9t5mvyjt1uabipl4)



2023-S000009422-07日本文学Ａ（日記文学を読む）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

須藤　圭

◎－－－　概要　－－－◎

授業のテーマは「日記文学を読む」です。この授業では、江戸
時代以前に書かれた日記文学を鑑賞します。そもそも、人は、
なぜ、日記を書くのでしょうか。日記は、事実の記録である一
方、嘘や偽りが混じりあい、書き手の願望が投影されたもの
だ、ということができます。いくつかの日記文学を具体的にと
りあげながら、日記を書き残すことの意味を考えます。なお、
この授業は、講義形式で行います。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

◆主な日記文学の概略を説明することができる。(DP1-1)(技能)

◆日記文学史の流れを理解できる。(DP2-1)(知識・理解)

◆日記文学にあらわれた思考や価値観を理解し、自らの価値観
を見直すことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

◆予習：授業でとりあげる文学について、調べておきましょ
う。(120分)

◆復習：授業の復習をするとともに、関連する文学についても
調べておきましょう。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

◆上記「到達目標」に対する達成度を、以下の基準で評価しま
す。
　
・定期試験（70％）。授業内容を適切に理解し、自らの考えを
まとめることができたかどうか。
　
・ミニッツペーパー（30％）。積極的に授業を受講し、感想や
意見を提出することができたかどうか。なお、ミニッツペー
パーの内容は、次回授業時にとりあげ、フィードバックを行い
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

◆プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

◆『日記文学事典』（勉誠出版、2000年）
　
◆倉本一宏監修『日記で読む日本史』（全20冊、臨川書
店、2016年～）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

◆自分で日記を書くことは、この授業を理解する上で、と
ても大切なことです。毎日の日記を書きましょう。
　
◆江戸時代以前の古典文学を対象にしますが、古文読解の
知識は求めません。現代語訳を併記して講義します。
　
◆古典文学は、抜群に面白いです。たくさん読んでみてく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　書くことの意味（１）
３　書くことの意味（２）
４　『土左日記』
５　『蜻蛉日記』
６　『和泉式部日記』
７　『紫式部日記』
８　『更級日記』
９　『建礼門院右京大夫集』
１０　漢文日記の諸相
１１　『とはずがたり』
１２　『筑紫道記』
１３　『千種日記』
１４　『松蔭日記』
１５　まとめ　日記文学の価値

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ig100aewo3zkwc1szw5mo0ifa9bpdb3y)



2023-S000009422-08日本文学Ａ（幻想文学の理論と諸問題）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、教員による講義形式で進行する。授業の内容は、
幻想文学についての理論の紹介と、幻想文学に関する議論の中
で、よく言及されるテーマの考察である。
　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。怪異と場の問題や水の象徴
するもの、分身や吸血鬼など、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　－－－◎

幻想文学という、近代文学において主流ではなかった文学につ
いて、その文化的・歴史的意味を理解することが出来る。
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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、わからないところを調べておくこと(30分)

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　－－－◎

ない。授業中にレジメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　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、シラバスの説明及びイントロダクション（スタート
アップ授業）
２、幻想文学の分類
３、精神分析と幻想文学①
４、精神分析と幻想文学②
５、中心・周縁理論
６、西洋近代の幻想文学
７、日本近代の幻想文学
８、怪異の場
９、日本近代の人魚
10、死と再生の水
11、分身
12　吸血鬼
13　浦島太郎
14　フランケンシュタイン
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wrrkt5hvt54kn8iuo4je3tf8wsrm9wh8)



2023-S000009422-10日本文学Ａ「BB」（近代日本の長編小説を読む（三島由紀夫『潮騒』））

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2023/08/01　夜２限　　

野田　康文

◎－－－　概要　－－－◎

この科目は、日本の近代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、日本の近代文学を代表する作品――前期は長編小説、後期は短
編小説――を扱います。特に通年で履修する必要はありません。
　　前期は昭和の、主に第2次大戦後に活躍した作家・三島由紀夫の
『潮騒』という中編小説を読みます。1つの小さな島を舞台に、漁師
の青年と海女の少女との恋愛を描いています。三島由紀夫の文学の中
で、最もよく読まれている小説の1つです。大事な場面を中心に、設
問を考えながら指定のテキストで読んでいきます。講義では、ただ本
文を読むだけでは理解できない、時代的な背景や、作品の一言一句に
こめられた思想的な特徴などについても解説します。
　三島由紀夫は、国際的にも評価の高い、昭和を代表する作家です。
今日でも読み継がれている彼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、明治以来、急激に近代化し、今の日本
の基礎を築いていった時代に生きた人たちの葛藤を理解し、それを自
分の問題に引きつけて考え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　－－－◎

日本の近代文学の一端にふれることを通して、近代の日本文化につい
ての知識と教養を深める。(DP2-2)(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。
(DP3-1)(態度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明することができる。(DP4-2)(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プリントと指定のテキストを、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）(30分)

復習としては、毎回の授業後、その日の講義の解説とキーワードに基
づいて、その回の設問の解答を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。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では毎回、読解すべきテキストの範囲を指示し、設問プリント
を配布します。受講者はまず、設問の答えを考えながら、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、キーワードを手がかりに設問の解答を自分の言葉で作成してくだ
さい。出欠は基本的にはとりませんが、解説の後に、設問の解答や講
義の感想を提出してもらいますので、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、講義内容やキーワー
ドが踏まえられているか、設問の問いにきちんと対応した答えとなっ
ているかを評価の基準とします。
　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「近代の日本文化についての知
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」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80％、平常点20％で評価します。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」を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

三島由紀夫著『潮騒』新潮文庫。（金文堂書店福大店で購
入可）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

設問の解答用紙を提出するにあたって、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：スタートアップ授業：　『潮騒』を読む1
シラバスに沿った授業ガイダンス＆イントロダクション、
作者紹介
第2回：　『潮騒』を読む2
テキスト１の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第3回：　『潮騒』を読む3
テキスト2の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第4回：　『潮騒』を読む4
テキスト3の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第5回：　『潮騒』を読む5
テキスト4の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第6回：　『潮騒』を読む6
テキスト5の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第7回：　『潮騒』を読む7
テキスト6の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第8回：　『潮騒』を読む8
テキスト7の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第9回：　『潮騒』を読む9
テキスト8の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
第10回：　『潮騒』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
第11回：　『潮騒』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：　『潮騒』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：　『潮騒』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：　『潮騒』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：　『潮騒』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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7av7nyexmuva55tp6o5totv7efwg5jqj)



2023-S000009422-A0日本文学Ａ「教養ゼミ」（近現代文学の精読と分析）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

畑中　佳恵

◎－－－　概要　－－－◎

　「日本文学Ａ」（近現代文学の精読と分析）で取り上げる作
品7篇について、読み取ったイメージや問題点をめぐり討論す
る、少人数制の教養ゼミである。各作品について精読回と分析
回を設け、小説本文を細かく確認した上で、文学作品としての
分析と考察を試みる。
　受講生は、精読回で小説本文の朗読を担当することがある。
また分析回では、自分の意見を積極的に発言し、他人の意見に
耳を傾ける必要がある。異なる見解や説得力ある解釈をめぐり
議論を重ねることで、思考や対話の力を鍛えてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 近現代文学を精読することに関心をもち、そのための基礎的
な知識を身につけることができる。(DP1-1)(態度・志向性)

2．近現代文学を分析することで視野を広げ、さまざまな分野
の諸学問への理解を深めることができる。(DP2-1)(知識・理解)

3．提示された問題について積極的に考察し、他者・異文化・
異文脈と接する技能を養うことができる。(DP2-2)(技能)

4．学んだ事柄を十分に理解し、責任ある発言・行動の基礎と
なる知識を増やすことができる。(DP3-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスおよび取り上げる作品に目を通し、不明な点を明らか
にして授業にのぞむこと。(60分)

講義資料を見直し、分からない用語や関心をもった事柄につい
て調べること。また、授業中に全体を通読できなかった作品
は、次の授業までに各自で読んでおくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平常点（授業への参加姿勢、発言の内容や回数）50％、レ
ポート50％を合わせて総合的に評価する。
　レポートは、最も興味をもった作品1点について、学習内容
および自身の考察をまとめることを求める。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に毎回プリントを配布する。各自、ファイリングし
て管理し、持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜、紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　小説に描かれた暴力的な表現、グロテスクな表現、差別
と関わる表現について考察することがある。
　遅刻、途中退出、私語、携帯機器の使用は厳禁する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　 イントロダクション（スタートアップ授業）
2　 菊池寛「入れ札」精読
3　 菊池寛「入れ札」分析
4　 太宰治「駆込み訴へ」精読
5　 太宰治「駆込み訴へ」分析
6　 宮澤賢治「よだかの星」精読
7　 宮澤賢治「よだかの星」分析
8　 三島由紀夫「真夏の死」精読
9　 三島由紀夫「真夏の死」分析
10　安達征一郞「怨の儀式」精読
11　安達征一郞「怨の儀式」分析
12　川上弘美「神様」「神様2011」精読
13　川上弘美「神様」「神様2011」分析
14　小川洋子「愛犬ベネディクト」精読
15　小川洋子「愛犬ベネディクト」分析

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/59t7r40b534hpudkpbsc3tuntwvq3u23)



2023-S000009422-A1日本文学Ａ「教養ゼミ」（『徒然草』輪読）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大坪　亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　『徒然草』を輪読する。兼好法師が著した『徒然草』は、国
語の教科書で取り上げられることも多く、最も身近な古典文学
作品の一つといってよかろう。しかし、教科書に掲載されてい
るのは、『徒然草』全体のごく一部にしか過ぎない。『徒然
草』には、人生や恋愛といった、現代でも通用する普遍的な内
容を持つ章段もあれば、兼好周辺の環境や、彼が生きた時代を
色濃く反映した章段もあり、その内容は様々である。本授業で
は、ゼミ形式でこうした多彩な『徒然草』の章段を読み進めて
いく。すなわち、受講者は一つの章段を選び、辞書や注釈書、
その他の諸文献（データベースやデジタル資料も含む）を駆使
した発表資料を作成してプレゼンテーションを行い、他の受講
者や教員も交えたディスカッションを通じて、『徒然草』本文
のより精密な読解を目指す。本授業を通して、逐語的な現代語
訳にとどまらない、古典文学作品を読む楽しみを体験して欲し
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

『徒然草』の多彩な章段を原文に即して読解することができ
る。(DP1-1)(知識・理解)

辞書やデータベースといった、人文学研究における基礎的な
ツールを適切に利用することができる。(DP2-1)(技能)

『徒然草』の多彩な章段の読解を通じて、現代とは異なる時代
の社会・文化・人々の心性、ひいては自分とは異なる他社の考
えを理解する姿勢を身につける。(DP2-2)(態度・志向性)

プレゼンテーションを通して、確かな根拠に基づいて自分の考
えを適切に述べることができる。(DP3-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：発表担当者は、発表の2週間ほど前から資料作成の準備
に取りかかること。発表担当以外の受講生は、事前に次回読む
箇所を下読みしておき、自分なりの問題意識をもった上でディ
スカッションに臨むこと。
(60分)

復習：発表担当者は、授業後は、ディスカッションの内容を
ノートにまとめるなどして、理解を定着させること。発表担当
以外の受講生は、その日の内容をノートにまとめるなどして、
理解を定着させること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表内容、および発表担当以外の時間における授業参加度
(50%)。レポート(50%)。これらを総合して、上記到達目標の達
成度を測る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

西尾実・屋良岡康作『新訂 徒然草』岩波書店、1985年、
1243円、ISBN:400301121X

◎－－－　参考書　－－－◎

五味文彦『増補　徒然草の歴史学』角川ソフィア文庫、
2014年　ISBN 4044092168
小川剛生『兼好法師　徒然草に記されなかった真実』中公
新書、2017年　ISBN 412102463X
その他、適宜授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

古典の世界に親しみたいという、意欲のある学生の受講を
望む。発表に際しては、じゅうぶんな時間をかけて準備す
ること。担当以外の時間では、他者の発表をよく聞き、積
極的にディスカッションに参加することを望む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 発表の仕方
3 担当教員による模擬発表
4 『徒然草』の時代①
5 『徒然草』の時代②
6 都市に生きる①
7 都市に生きる②
8 兼好と東国①
9 兼好と東国②
10 不思議な出来事①
11 不思議な出来事②
12 酒について
13 賭けについて
14 人生について
15 まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
l3pffu099fghvo9vkr5q76e4rnmvim72)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　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。
　本授業は、講義形式とディスカッション形式の組み合わせに
より進める。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

昭和期以降の日本文学を通じて他者・異文化・異文脈への理解
を深めることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　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　ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝ(ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ授業)
　　　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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
lvz090z9qwkih9kitwuqzdcr34f2yfcz)



2023-S000009428-03日本文学Ｂ（島崎藤村『破戒』）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

畑中　佳恵

◎－－－　概要　－－－◎

　明治39（1906）年に刊行された島崎藤村『破戒』は、日本に
おける自然主義文学の本格的な出発点とされる。文学史や日本
史の授業で作品名を覚えた学生、被差別部落出身の青年教員が
父の戒めを破り自己を解放するという粗筋を知っている学生も
少なくないだろう。
　本授業ではこの長編小説を取り上げ、講義形式で細かく読み
進める。自然や人間心理の緻密な描写を味わいながら、作品の
背景にある時代状況、出自をめぐる差別の様相等に注目し、現
代にも通じる問題として考察したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．明治時代の小説に描かれた人間関係・風俗・社会問題を学
ぶことにより、他者・異文化・異文脈との接点を通じて培う態
度・志向性をもつことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

2．学んだ事柄を十分に理解し、責任ある発言・行動の基礎と
なる知識を増やすことができる。(DP3-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスおよび取り上げる作品に目を通し、不明な点を明らか
にして授業にのぞむこと。(60分)

講義資料を見直し、分からない用語や関心をもった事柄につい
て自分で調べること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験（知識を問う穴埋め問題と、指定のテーマについて
の論述問題）80％、平常点（授業への参加姿勢、質疑応答の内
容）20％を合わせて総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

島崎藤村『破戒』（新潮文庫、新潮社、2005年7月改版、
定価：本体750円、ISBN：9784101055077）

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜、紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　小説に描かれた暴力的な表現、差別と関わる表現につい
て考察することがある。
　遅刻、途中退出、私語、携帯機器の使用は厳禁する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　　　イントロダクション：作者と執筆状況について
（スタートアップ授業）
2　　　自然主義文学と「新平民」差別について
3～14 『破戒』講読（あらすじ、語注、本文の確認）
15　　 小説末尾の解釈をめぐって

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/4zf58r1iof9d3h3uhidlrod0kr4gbp8y)



2023-S000009428-04日本文学Ｂ（小さ子伝説の流れ）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

高橋　昌彦

◎－－－　概要　－－－◎

　「一寸法師」などに代表される小さい姿をした主人公が登場
する作品は、全国各地に残っている。これらを総称して「小さ
子伝説」という。その基は神話の世界まで遡り、神として崇め
られていたが、時代と共に嘲笑の対象へと変化していく。そし
て、中世に入ると、小さ子たちが幸せをつかむという作品が作
られていく。作者や作品を受容した人々は、いったいどのよう
な意図を作品に持たせようとしたのか。いくつかの類似した作
品を読み比べることで、変化の様子や影響関係が見えてくると
考えられる。そこには単純な差別ではない、弱者の気持ちが
あったはずである。知っているつもりで知らないストーリーや
結末が必ずそこには存在している。
　本授業は、「一寸法師」「小男の草子」などを講義形式で味
読しながら、昔の人の気持ちにふれたいと考えている。意味を
理解するために、必要に応じて現代語訳を施しながら読んでい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時代とともに昔話がどのように理解されてきたかを説明するこ
とができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に配布するプリントを読んでおくこと。(60分)

授業中にとったノートを整理しておくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業でとりあげた伝説に関する用語や考え方を理解でき、そ
れらを積極的に受け入れて自分の言葉で明確に説明できている
かという点を評価基準とする。定期試験の成績を80％、ミニッ
ツペイパーなど平素状況20％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　随時、プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日本古典文学に関する基礎的な知識を有することが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　御伽草子「一寸法師」①
３　〃②
４　〃③
５　〃④
６　〃⑤
７　「小男の草子」①
８　〃②
９　〃③
10　〃④
11　〃⑤
12　その他の小さ子伝説①
13　〃②
14　〃③
15　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pe4o9m9mx54wwdt998nxn48zk3y7lmmp)



2023-S000009428-05日本文学Ｂ（今昔物語集を読む：芥川龍之介の小説との関係を中心に）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

大木　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は講義形式で行う。

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1千を超え、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
め近代文学者が小説の題材としたことでも知られる。

本講義では、今昔物語集の説話とその説話に題材を取った芥川
龍之介の小説を比較する。さらに小説『藪の中』を映画化した
「羅生門」を鑑賞する。
説話・小説・映像がどう関わり、どう異なるか考えたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

芥が龍之介が小説の題材にした説話の内容を理解することがで
きる(DP2-2)(知識・理解)

今昔物語集に題材を取った芥川龍之介の作品の内容を理解し、
説話との違いを説明することができる(DP2-2)(知識・理解)

芥川龍之介の小説『藪の中』を映画化した「羅生門」を鑑賞
し、説話・小説・映像の違いを説明することができる(DP2-2)
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で次にやるところを読んでおく(20分)

授業でやったところを復習する(小テストの試験勉強を兼ねる)
(20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験80％(今昔物語集の説話と説話に取材した芥川龍之介
の小説の比較、また小説をを映画化した作品を鑑賞し、それぞ
れの違いを理解しているかを判断する）

平常点20％(授業中に全3回程度小テストを行う。テスト結果は
次の授業でフィードバックする。受けて終わりというわけでな
い。後の授業や定期試験に役立ててほしい)

◎－－－　テキスト　－－－◎

角川書店編　ビギナーズ・クラシックス日本の古典『今昔
物語集』　KADOKAWA 2002年 720円＋税　
ISBN978-4-04-357409-4
＊金文堂福大店でも購入できる

芥川龍之介の小説に関しては、プリントを配布する。

◎－－－　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。

映画「羅生門」は授業中にDVD鑑賞をする。欠席しないこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、イントロダクション（スタートアップ授業）

2～5　
読解と解説、鑑賞(数字は、巻と番号)
・今昔物語集28‐20長大な鼻をゆでては脂抜きをする高層
の食事風景…芥川龍之介『鼻』との比較考察

6～9
読解と鑑賞
・今昔物語集29‐18死体の捨て場所だった羅城門のある夜
のできごと…芥川龍之介『羅生門』との比較考察

10～14
読解と鑑賞
今昔物語集29‐23名刀と交換した弓矢でおどされ、妻を犯
された男…芥川龍之介『藪の中』及び、映画「羅生門」と
の比較考察　

＊この間３回程度の小テストを課す。「成績評価基準およ
び方法」参照  

15　その他の説話、まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wzfqfw341yp9n5bltbg4a1mpa367kytw)



2023-S000009428-06日本文学Ｂ（王朝物語を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

須藤　圭

◎－－－　概要　－－－◎

授業のテーマは「王朝物語を読む」です。この授業では、平安
時代以降に書かれたフィクションの王朝物語を鑑賞します。王
朝物語は、貴族たちの生活を中心に描いた古典文学作品のこと
ですが、そこには、権力、いじめ、ゴシップ、戦争、貧困、転
生、トランスジェンダーなど、現代にもつうじる多彩なテーマ
が描かれています。王朝物語の想像力を読み解きながら、日本
文学の可能性を問いなおします。なお、この授業は、講義形式
で行います。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

◆主な王朝物語の概略を説明することができる。(DP1-1)(技能)

◆王朝物語史の流れを理解できる。(DP2-1)(知識・理解)

◆王朝物語にあらわれた思考や価値観を理解し、自らの価値観
を見直すことができる。(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

◆予習：授業でとりあげる文学について、調べておきましょ
う。(120分)

◆復習：授業の復習をするとともに、関連する文学についても
調べておきましょう。(120分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

◆上記「到達目標」に対する達成度を、以下の基準で評価しま
す。
　
・定期試験（70％）。授業内容を適切に理解し、自らの考えを
まとめることができたかどうか。
　
・ミニッツペーパー（30％）。積極的に授業を受講し、感想や
意見を提出することができたかどうか。なお、ミニッツペー
パーの内容は、次回授業時にとりあげ、フィードバックを行い
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

◆プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

◆適宜、授業の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

◆江戸時代以前の古典文学を対象にしますが、古文読解の
知識は求めません。現代語訳を併記して講義します。
　
◆古典文学は、抜群に面白いです。たくさん読んでみてく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション（スタートアップ授業）
２　『竹取物語』
３　『うつほ物語』
４　『伊勢物語』
５　『源氏物語』
６　『狭衣物語』
７　『浜松中納言物語』
８　『夜の寝覚』
９　『とりかへばや』
１０　『松浦宮物語』
１１　『石清水物語』
１２　『我が身にたどる姫君』
１３　『恋路ゆかしき大将』
１４　『風に紅葉』
１５　まとめ　王朝物語のヒューマニティーズ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
p4r4mmr0x0bhqlwrk0sxvdjxqmxn04fa)



2023-S000009428-07日本文学Ｂ（幻想文学の構造と諸問題）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、教員による講義形式で進行する。授業の内容は、
幻想文学の、物語としてのパターンについての考察と、前期と
同様の、幻想文学に関する議論の中で、よく言及されるテーマ
の考察である。
　授業の前半では、ファンタジーなどの物語の構造について考
える。物語の構造とは、物語がもっている共通のパターンのこ
とである。そうしたパターンのいくつかについて紹介し、一見
すると全く違う作品に、共通するパターンがあることを学ぶ。
それは、あるパターンから生み出される物語の多様性について
知ることでもある。後半では、前期と同様に、具体的な個別の
テーマについて取り上げる。その内容は授業計画に記した通り
である。ただ、若干の変更がありえることは留意してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

あるパターンのもと生み出される物語の多様性と、幻想文学の
諸テーマの文化的・歴史的意味を理解することが出来る。
(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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、わからないところを調べておくこと(30分)

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　－－－◎

ない。授業中にレジメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　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、シラバスの説明及びイントロダクション（スタート
アップ授業）
２、フィクションについて
３、物語論の基本
４、行って帰る物語
５、登場人物の役割
６、主人公の変化
７、ドラマツルギー
８、視点
９、信頼できない語り手
10、狐の物語
11、夏目漱石のアーサー王伝説
12、ユートピア
13、ミステリー
14、女の幽霊の物語
15、まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
p32g9609y1v1rva34gupff9sh0536wsy)



2023-S000009428-09日本文学Ｂ（『徒然草』の世界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

大坪　亮介

◎－－－　概要　－－－◎

　『徒然草』を読む。兼好法師が著した『徒然草』は、国語の
教科書で取り上げられることも多く、最も身近な古典文学作品
の一つといえよう。しかし、教科書に掲載されているのは、当
然のことながら『徒然草』のごく一部にしか過ぎない。『徒然
草』には、人生や恋愛といった、現代でも通用する普遍的な内
容を持つ章段もあれば、兼好法師の周辺の環境や、彼が生きた
時代を色濃く反映した章段もあり、その内容は多種多彩であ
る。本授業では最新の研究成果も紹介しつつ、高校までの教科
書では味わえなかった『徒然草』の世界について理解を深め
る。なお、本授業は講義形式で行うが、授業内課題として受講
者が自身の考えや意見を述べる機会も設ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

『徒然草』の多彩な章段の読解を通じて、現代とは異なる時代
の社会・文化・人々の心性、ひいては自分とは異なる他者を理
解しようとする姿勢を身につける。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業前には指示があった授業範囲のテキストを下読み
し、参考図書の授業内容に関わる箇所を読んでおく。(60分)

復習：授業後には内容を各自ノートにまとめるなどして、理解
を定着させること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験および授業内課題等により、『徒然草』の内容、そし
て当時の社会や文化に関する理解度を測る。定期試験の成績を
70%、授業内課題への取り組み等の平常点を30%で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

西尾実・屋良岡康作『新訂 徒然草』岩波書店、1985年、
1243円、ISBN:400301121X

◎－－－　参考書　－－－◎

五味文彦『徒然草の歴史学』角川ソフィア文庫、2014年　
ISBN 4044092168
小川剛生『兼好法師　徒然草に記されなかった真実』中公
新書、2017年　ISBN 412102463X
その他、適宜授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

古典の世界に親しみたいという意欲のある学生の受講を望
む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（スタートアップ授業）
2 『徒然草』の時代①
3 『徒然草』の時代②
4 『徒然草』の時代③
5 都市に生きる①
6 都市に生きる②
7 都市に生きる③
8 兼好と東国①
9 兼好と東国②
10 不思議な出来事①
11 不思議な出来事②
12 人生について①
13 人生について②
14 前半のまとめ
15 後半のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
umng0yranbxqolc1uqu67kb7qj9wcbin)



2023-S000009428-10日本文学Ｂ「BB」（近代日本の短編小説を読む（宮沢賢治、芥川龍之介、志賀直哉ほか））

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2024/01/23　夜２限　　

野田　康文

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、日本の近代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、日本の近代文学を代表する作品――前期は長編小説、後期は
短編小説――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、大正から昭和の初期にかけて発表された、宮沢賢治、芥
川龍之介、志賀直哉らの短編小説を読みます。扱う作品は、どれも今
日でも読まれている、名作と評されるもので、日本人の教養として必
読の小説です。作者の生涯や当時の時代・文化の拝啓を踏まえつつ、
小説を読み解いていきます。また、授業の進行状況に応じて、中島敦
や太宰治らの小説も扱うことがあります。各作品とも、大事な場面を
中心に、設問付きの配布テキストで読んでいきます。講義では、ただ
本文を読むだけでは理解できない、時代的な背景や、作品の一言一句
にこめられた思想的な特徴などについても解説します。
　宮沢賢治や芥川龍之介、志賀直哉らは、みな現在でも評価の高い、
近代日本を代表する作家です。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、明治
以来、急激に近代化し、今の日本の基礎を築いていった時代に生きた
人たちの葛藤を理解し、それを自分の問題に引きつけて考える柔軟さ
を身につけるのに役立つでしょう。1つ1つの作品をじっくりと深く読
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　－－－◎

日本の近代文学の一端にふれることを通して、近代の日本文化につい
ての知識と教養を深める。(DP2-2)(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。（C）(DP3-1)(態
度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明することができる。（B）(DP4-2)(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）(30分)

復習としては、毎回の授業後、その日の講義の解説とキーワードに基
づいて、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。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では、各作品ごとに、読解すべき本文を設問付きで配布しま
す。受講者はまず、設問の答えを考えながら、本文を自分の力で読ん
でいきます。その後、各作品2～4回の授業を使って、読解のポイント
を設問を中心に解説します。解説を聴きながら、自分の読みと比べ、
キーワードを手がかりに設問の解答を自分の言葉で作成してくださ
い。出欠は基本的にはとりませんが、解説の前後に、設問の解答や講
義の感想を提出してもらいますので、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、講義内容やキーワー
ドが踏まえられているか、設問の問いにきちんと対応した答えとなっ
ているかを評価の基準とします。
　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「近代の日本文化についての知
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」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80％、平常点20％で評価します。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」を評価します。

◎－－－　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にあたって、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：スタートアップ授業：　近代日本の短編小説を読
む1（各作品、3回前後の授業で1セット。宮沢賢治、志賀
直哉、芥川龍之介ほか）
シラバスに沿った授業ガイダンス＆イントロダクション、
テキスト１の黙読及び解答作成
第2回：　近代日本の短編小説を読む2
作者紹介、テキスト１の読解のポイント及び、設問解説
（2～4回前後）
＊以下、第14回まで同様のプロセスで、進行状況に応じて
進めていく。
第3回：　近代日本の短編小説を読む3
第4回：　近代日本の短編小説を読む4
第5回：　近代日本の短編小説を読む5
第6回：　近代日本の短編小説を読む6
第7回：　近代日本の短編小説を読む7
第8回：　近代日本の短編小説を読む8
第9回：　近代日本の短編小説を読む9
第10回：　近代日本の短編小説を読む10
第11回：　近代日本の短編小説を読む11
第12回：　近代日本の短編小説を読む12
第13回：　近代日本の短編小説を読む13
第14回：　近代日本の短編小説を読む14
第15回：　近代日本の短編小説を読む15
全体まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
iacxfrmavrm4w09dxnmv22f5vi1japkt)



2023-S000009428-A0日本文学Ｂ「教養ゼミ」（ミャークフツ入門）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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練習、練習問題による文法の理解、暗
記した単語のテストなど、一般の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　－－－◎

ミャークフツに関する基礎的な知識と理解が身につき、説明で
きる。(DP1-1)(知識・理解)

ミャークフツを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見るこ
とができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな言語・方言があることを踏まえ、物事に柔軟に接す
ることができる(DP2-2)(知識・理解)

自分の使う伝統方言に誠実に責任を持つことができる(DP3-1)
(知識・理解)

◎－－－　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すること。(60分)

毎回課される単語テストを受けて授業に臨むこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ミャークフツの単語・文の理解、文の翻訳を基準に、授業での
発表（20%）、単語テスト（20%）、練習問題の提出
（30%）、期末課題（30%）で評価する。

◎－－－　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]』（インペリアルレコード）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特に専門知識は前提としない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.琉球方言と本土方言（スタートアップ授業）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
rd902wkc2ofxmai1i4rhb67xdj3wb4kj)



2023-S000009428-A1日本文学Ｂ「教養ゼミ」（日本近現代の短編小説を読む）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

永井　太郎

◎－－－　概要　－－－◎

　この教養ゼミは、受講生によるディスカッションを中心に進
行する。授業一回につき短い小説を一つ読んでいく。授業で取
り上げる前に、前もってテキストをレジメにしたものを配布す
る。配布されたテキストを読んできてもらい、その作品の解釈
に関する質問をプリントにしたものに答えてもらう。作品の解
釈には、人によって様々な意見の相違がある。参加者には、作
品の解釈の問題について、自ら考え、ある立場に立ち、ゼミで
は、自らの立場から、他の人と討論をしてもらう。漠然と好き
だ、嫌いだ、よくわからないというのではなく、自分の意見を
明確に言語化し、他の人に対してその意見の根拠を説明するこ
と、そして同時に、自分の考えとは違う他人の意見を聞き、そ
れに対して、理解し、反論することを求める。なお、授業計画
に記した作品について、若干変更することもある。
　なお、作品の中には、やや長い作品も含まれている。そのた
め、きちんと予習をしてこないと授業に参加できない。この点
には留意していただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学について考えるための基礎的な知識を理解し、説明するこ
とが出来る。(DP1-1)(知識・理解)

個々の作品に関する知識についてよく理解し、説明することが
出来る。(DP2-1)(知識・理解)

様々な他者の意見や考えを踏まえた上で、ディスカッションに
参加することが出来る。(DP2-2)(知識・理解)

ディスカッションの中で、自分の意見を責任もって主張するこ
とが出来る。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の授業までに、作品本文の掲載されたレジメを必ず読んでく
ること(60分)

授業で読んだ作品を読み直して、演習で出た他の人の意見を踏
まえて、自分なりに考えなおすこと(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

作品に関する自分の意見を十分な根拠に基づいて説明できてい
るのかを評価の基準とする。
評価方法は授業ごとに提出するレポート（５０％）と授業にお
ける発言及び内容（５０％）による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない。こちらで準備したレジメを配付し
て授業を行う。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小説について自分の意見を述べる授業なので、小説が好き
な人、小説について考えるのが好きな人が望ましい。
また、概要でも述べたが、取り上げる作品には、やや長い
作品も含まれる。きちんと予習して、作品を読んでくるこ
とが出来る学生が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1、シラバスの説明及びイントロダクション（スタート
アップ授業）
2、ガイダンス
3、「よだかの星」
4、「地獄変」
5、「山椒魚」
6、「浦島さん」
7、「赤い繭」
8、「かわうそ」
9、「キッチン」
10、「ドライブ・マイ・カー」
11、「円弧」
12、「袋小路の男」
13、「小田切孝の言い分」
14、「生きる気まんまんだった女の子」
15、まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
vca5iok8rdz6itd2xkxrdmld3q2tupkb)



2023-S000009412-01東洋史Ａ（漢民族とは何か）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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。
 なお本授業は講義形式で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

東洋史の基礎的な知識を説明できる(DP1-1)(知識・理解)

現代日本の最重要課題である人口減と移民問題を資料を通じて
把握できる(DP4-1)(知識・理解)

過去の気候の復元方法について説明できる(DP2-1)(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(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料の熟読。(60分)

◎－－－　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　－－－◎

毎回資料を配信。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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（スタートアップ授業）
２．現代日本の人口・移民問題
３．漢民族とは何か（１）
４．漢民族とは何か（２）
５．万里の長城
６．漢と匈奴
７．遊牧民の流入
８．気候変動と歴史
９．過去の気候の復元（１）
10．過去の気候の復元（２）
11．騎馬民族の流入と中国
12．五胡十六国時代
13．北魏孝文帝の改革
14．胡漢融合
15．漢民族の変容

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
yxf6das490ehx8ta9058qh1cncczhiec)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　２０２２年１１月、世界の人口は、８０億人を超えたと国連
が発表した。最も人口の多い中国は１４億２５８８万人。第二
位のインドが１４億１７１７万人で、この両国の人口を合わせ
ると２８億４３０５万人を数え、アジアの２大国だけで世界人
口の実に３５％強を占める事になる。今年２０２３年には、イ
ンドの人口が中国を抜くことが確実視されてもいる。これら中
国・インドに、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、１
８・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。
 なお、本講義は、対面の講義形式で行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学４年間（６年間）の学びを支える基礎を身につけている
(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな他者の考え方・価値観があることを踏まえ、物事に
柔軟に接することができる(DP2-2)(技能)

自分自身の発言・行動に誠実に責任を持つことができる
(DP3-1)(態度・志向性)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成
長に貢献することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校の教科書や各種概説書などで事前に予習をしておくこと。
(30分)

講義終了後に講義内容に関する復習をしておくこと。(30分)

◎－－－　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（スタートアップ授業）
２．コロンブスとガマの大航海
３．鄭和の南海大遠征
４．アジアの物産とヨーロッパ（１）
５．アジアの物産とヨーロッパ（２）
６．中国茶とイギリス（１）
７．中国茶とイギリス（２）
８．アヘン戦争への道（１）
９．アヘン戦争への道（２）
１０．アヘン戦争の実相（１）
１１．アヘン戦争の実相（２）
１２．アヘン戦争とアロー戦争
１３．アヘン戦争の世界史的意味について
１４．１８・１９世紀の世界とアジア市場
１５．本講義のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
f7okppxrzj96lzr3oguemtmg51qau6bo)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　２０２２年１１月、世界の人口は８０億人を超えたと国連が
発表した。最も人口の多い中国は１４億２５８８万人。第二位
のインドの１４億１７１７万人で、この両国の人口を合わせる
と２８億４３０５万人を数え、アジアの２大国だけで世界人口
の実に３５％強を占める事になる。今年２０２３年には、イン
ドの人口が中国を抜くことが確実視されてもいる。これら中
国・インドに、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、１
８・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。
　なお、本講義は、対面の講義形式で行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学４年間（6年間）の学びを支える基礎を身につけている
(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな他者の考え方・価値観があることを踏まえ、物事に
柔軟に接することができる(DP2-2)(技能)

自分自身の発言・行動に誠実に責任を持つことができる
(DP3-1)(態度・志向性)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成
長に貢献することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校の教科書や各種概説書などで事前に予習をしておくこと。
(30分)

講義終了後に講義内容に関する復習をしておくこと。(30分)

◎－－－　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（スタートアップ授業）
２．コロンブスとガマの大航海
３．鄭和の南海大遠征
４．アジアの物産とヨーロッパ（１）
５．アジアの物産とヨーロッパ（２）
６．中国茶とイギリス（１）
７．中国茶とイギリス（２）
８．アヘン戦争への道（１）
９．アヘン戦争への道（２）
１０．アヘン戦争の実相（１）
１１．アヘン戦争の実相（２）
１２．アヘン戦争とアロー戦争
１３．アヘン戦争の世界史的意味について
１４．１８・１９世紀の世界とアジア市場
１５．本講義のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ex9w6jfnvqjam4j8w27ujifi3wb4yr2m)



2023-S000009412-04東洋史Ａ（中国近代史からの東アジア理解）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

大澤　武司

◎－－－　概要　－－－◎

いわゆる「西洋の衝撃」は、「中華」を中心とする華夷秩序を激震
させ、近代東アジア地域秩序を混沌たるものとした。「眠れる獅
子」であったはずの中国は帝国主義列強に蚕食され、さらには「東
夷」とみなしていた日本にまで敗北の屈辱を味わうこととなった。

本講義では、アヘン戦争以来、挫折を繰り返しながらも、国家の近
代化・脱半植民地化を模索した近代中国の歩みを学ぶ。いうまでも
なく、中国近代史の影響は現在にまで幅広く及んでいる。

たとえば、中国と台湾にそれぞれ「中国」の政権が存在し、「統
一」や「独立」、あるいは「現状維持」の狭間で互いを牽制しつつ
も対峙し続けているのは、まさに中国近代史の名残であり、それが
その後の国際政治によって固定化されたものである。

現在のみならず、将来の中国の姿、あるいは中台関係や日中関係、
あるいは中米関係、さらには東アジアの国際関係を考えるうえでも
重要な、国際政治上の諸アクターの行動を今日も規定し続ける中国
近代史を理解することが、本講義の狙いである。

なお、本授業は、主としてパワーポイントとこれに対応するレジュ
メを用いて教員がレクチャーを行う講義形式で行う。なお、講義の
終わりには、残り時間に応じて、課題を提示し、論述練習などを行
う。

＊なお、最新のニュースなども講義に盛り込むため、適宜スケ
ジュールが変更される場合もありうる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学での学びを支える基礎とするため、中国近代史を軸とする東ア
ジアの基礎的な歴史知識を獲得する。(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな分野の諸学問への理解を深めるため、中国近代史を軸と
する東アジアの基礎的な歴史知識を理解する。(DP2-1)(知識・理解)

他者・異文化・異文脈への理解を深めるため、中国近代史を軸とす
る東アジアの基礎的な歴史知識を理解する。(DP2-2)(知識・理解)

責任ある発言、行動の基礎とするため、中国近代史を軸とする東ア
ジアの基礎的な歴史知識を獲得する。(DP3-1)(知識・理解)

中国近代史を軸とする東アジアの基礎的な歴史知識を獲得し、共同
体の課題を当事者として捉えようとする態度・指向性を獲得する。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

受講前の予習として、各講義回の授業内容を確認のうえ、参考文献
の該当部分を事前に読み、授業に臨むこと。(60分)

授業後の復習として、授業内容および授業中に提示された課題につ
いて振り返りを行うこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度・コメントペーパーにおける記述の内容・中間レ
ポートなどを含む平常点を50%、定期試験の結果を50％として総合
的に評価する。試験の評価基準は、東洋史関する基礎的な知識の有
無、歴史学的考察の有無、独自性などとする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。適宜、プリントなどを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

吉澤誠一郎『清朝と近代世界』岩波新書、2010年
（ISBN978-4004312499）
川島真『近代国家への模索』岩波新書、2010年
（ISBN978-4004312505）
石川禎浩『革命とナショナリズム』岩波新書、2010年
（ISBN978-4004312512）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．スタートアップ授業（動画による授業オリエンテー
ション）
２．近代における中国認識－「伝統的中国社会」はどう見
られていたのか
３．「華夷秩序」と「西洋の衝撃」―アヘン戦争と不平等
条約体制の成立
４．清朝支配への挑戦―「太平天国」の革命性とその限界
５．近代化の模索（１）―「洋務運動」とは何か
６．近代化の模索（２）―「洋務運動」が目指したもの
７．東アジア近代史の転換点－日清戦争と東アジア三国の
歴史的分岐
８．改革の思想－戊戌維新と政治体制改革
９．「戊戌政変」を考える
10．革命の思想－孫文と「三民主義」
11．辛亥革命（１）－清朝の崩壊と中華民国の成立
12．辛亥革命（２）－清朝の崩壊と中華民国の成立
13．中華民国の迷走―革命の挫折と軍閥混戦
14．民族運動の高揚－「五四運動」と国共両党の誕生
15．まとめ

＊授業の進捗状況により若干の変更が発生する場合があり
ます。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gnmf9tpsi2lwoi9n1e89ahmzybytryax)



2023-S000009412-05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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　2022年１１月、世界の人口は、８０億人を超えたと国連が発
表した。最も人口の多い中国の１４億２５８８万人。第二位の
インドの１４億１７１７万人で、この両国の人口を合わせると
２８億４３０５万人を数え、アジアの２大国だけで世界人口の
実に３５％強を占める事になる。今年２０２３年には、インド
の人口が中国を抜くことが確実視されてもいる。これら中国・
インドに東南アジアの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、１
８・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。
　なお、本講義は、対面の講義形式で行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学４年間（６年間）の学びを支える基礎を身につけている
(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな他者の考え方・価値観があることを踏まえ、物事に
柔軟に接することができる(DP2-2)(技能)

自分自身の発言・行動に誠実に責任を持つことができる
(DP3-1)(態度・志向性)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成
長に貢献することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校の教科書や各種概説書などを読んで事前に予習をしておく
こと。(30分)

講義終了後に講義内容について復習をしておくこと。(30分)

◎－－－　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（スタートアップ授業）
２．コロンブスとガマの大航海
３．鄭和の南海大遠征
４．アジアの物産とヨーロッパ（１）
５．アジアの物産とヨーロッパ（２）
６．中国茶とイギリス（１）
７．中国茶とイギリス（２）
８．アヘン戦争への道（１）
９．アヘン戦争への道（２）
１０．アヘン戦争の実相（１）
１１．アヘン戦争の実相（２）
１２．アヘン戦争とアロー戦争
１３．アヘン戦争の世界史的意味について
１４．１８・１９世紀の世界とアジア市場
１５．本講義のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/33b1m1h0ksgvnmn8yqdrg2bfyxpmadmt)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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。
　本講義は講義形式で行う。

◎－－－　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。(DP1-1)(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。(DP2-1)(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。(DP2-2)(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、しっかりと復習するこ
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。(60分)

予習については、東洋史を含めて書籍・報道などで幅広く知識
や教養を身に付けること。とくに、大学生として恥ずかしくな
い読書量を確保すること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、東洋史に関する基本的な知識を身に付け、自分な
りの考えを表現できているかなどを基準とする。
以下の方法・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、自分の言葉で感想・疑問・
意見などをまとめる：30％
＊なお、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。必ずスタートアップ授
業のガイダンスを閲覧したうえで、出席すること。講義の
進行具合によって授業計画を変更する場合があり、その際
は授業中に指示する。
　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ので、この点を承知した者のみ
受講すること。
　さらに、本講義は、板書を中心に進めるので、授業を集
中して聞き、適宜ノートを取ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　イントロダクション（スタートアップ授業）
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 ―全盛期の光と影―
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6a7bgbh7fmx4unmjlaxcqmgzuf63vpv3)



2023-S000009412-A0東洋史Ａ「教養ゼミ」（現代中国・アジアについて語る）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山根　直生

◎－－－　概要　－－－◎

　日本をふくむ東アジアの国際情勢は複雑さを増している。経
済的には発展傾向にあるにもかかわらずどの国でも社会問題は
数多く、また、長い相互交流の歴史を持ちながらも国際関係は
穏やかでない。くわえてこれらの問題を報道し論評する際に
は、マスコミにせよインターネットにせよ、楽観・悲観、友好
的・嫌悪的と、非常に極端な姿勢ばかりが目立つように思われ
てならない。
　このゼミでは、こうしたアジアの国際関係・相互理解の問題
に関して、歴史学などの成果も交えつつ率直に語り、学んでい
くこととしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゼミ発表の基礎的な知識を修得する。(DP1-1)(知識・理解)

将来の進路を意識しつつそのために発表し議論する意識をつち
かう。(DP2-1)(態度・志向性)

多様な認識・価値観を認めつつそれらと議論することができ
る。(DP2-2)(技能)

ゼミ発表と議論を責任を持って果たすことができる。(DP3-1)
(態度・志向性)

ゼミ発表での不足について再考し補足することができる。
(DP3-2)(態度・志向性)

獲得した知識・スキルを二回のゼミ発表で活用することができ
る。(DP4-1)(知識・理解)

他学部他学科の学生との議論からも学ぶことができる。
(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自らの発表について準備する。(900分)

他者の発表について整理し保管する。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　二回の報告で報告者として資料に基づいた円滑な報告ができ
たか（配点70点程度）、参加者として報告内容を活かした議論
に加われたか（同30点程度）、以上を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定しない。ゼミ中に多数紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ中の私語・飲食・着帽・携帯電話の使用は厳に禁じ
る。発表前の準備にあたっては各自最大限努力すること。
遅刻欠席は一切認めない。四年生の就職活動など、やむを
得ない場合には事前に連絡し許可を得ること。
　ディスカッションに対して積極的な学生の参加を期待す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
02.自己紹介、発表順確定
03.個別発表1-3人目(一人発表25分)①
04.個別発表4-6人目（同上）
05.個別発表7-9人目（同上）③
06.個別発表10-12人目（同上）④
07.個別発表13-15人目（同上）
08.個別発表二回目1-2人目（一人発表40分）①
09.個別発表二回目3-4人目（同上）
10.個別発表二回目5-6人目（同上）③
11.個別発表二回目7-8人目（同上）④
12.個別発表二回目9-10人目（同上）
13.個別発表二回目11-12人目（同上）⑥
14.個別発表二回目13-14人目（同上）
15.個別発表二回目15人目（同上）⑧、総括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6wszxkp4ms0fpfhys51p977biosuiy7m)



2023-S000009418-01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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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。
　なお本授業は講義形式で行う。

◎－－－　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
(DP1-1)(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
(DP2-2)(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(DP2-1)(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(DP1-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布資料の熟読k。(60分)

◎－－－　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　－－－◎

毎回資料を配信。

◎－－－　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（スタートアップ授業）
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
10．『清俗紀聞』とイス
11．漢民族の衣服の変遷
12．漢民族の男女交流の変遷
13．恋愛小説の誕生
14．唐王朝よりのちの漢民族
15．現代の漢民族

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ppkvbyktwln33w6e4n9lxah589jkmbsa)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、その存在感を増す中国・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、近年経済的凋落が著しいば
かりか、２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵攻によっ
て、全世界に対する深刻な危機をもたらしている。しかし、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、日本からの
視点ではなく、１９世紀世界の視野から欧米列強とアジア世界
の問題を考えていく。
　なお、本講義は、対面の講義形式で行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学４年間（６年間）の学びを支える基礎を身につけている
(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな他者の考え方・価値観があることを踏まえ、物事に
柔軟に接することができる(DP2-2)(技能)

自分自身の発言・行動に誠実に責任を持つ(DP3-1)(態度・志向
性)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成
長に貢献することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校の教科書や各種概説書などで事前に予習をしておくこと。
(30分)

講義終了後に講義内容に関して復習をしておくこと。(30分)

◎－－－　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（スタートアップ授業）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/29c3cmjmesy4vytq7l4869ip6lk97hqi)



2023-S000009418-03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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、その存在感を増す中国・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、近年経済的凋落が著しいば
かりか、２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵攻によっ
て、全世界に対する深刻な危機をもたらしている。しかし、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、日本からの
視点ではなく、１９世紀世界の視野から欧米列強とアジア世界
の問題を考えていく。
　なお、本講義は、対面の講義形式で行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学４年間（６年間）の学びを支える基礎を身につけている
(DP1-1)(知識・理解)

さまざま領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事
を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな他者の考え方・価値観があることを踏まえ、物事に
柔軟に接することができる(DP2-2)(技能)

自分自身の発言・行動に誠実に責任を持つことができる
(DP3-1)(態度・志向性)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成
長に貢献することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校の教科書や各種概説書などで事前に予習をしておくこと。
(30分)

講義終了後に講義内容に関する復習をしておくこと。(30分)

◎－－－　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（スタートアップ授業）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
v2uixqji7gm7xir55yj1yiknv97jvrys)



2023-S000009418-04東洋史Ｂ（中国現代史からの東アジア理解）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

大澤　武司

◎－－－　概要　－－－◎

中国現代史の起点は1919年5月4日に発生した「五四運動」であるとも
いわれるが、その後の中国の近代化・脱半植民地化の挑戦、さらには
脱封建社会を目指す革命運動や日本の中国侵略への抵抗、そしてその
総仕上げとなる国共内戦など、中華人民共和国誕生に至る歩みは波乱
に満ちたものであった。

そして、毛沢東を最高指導者として新中国を建国した中国共産党は、
建国直後の中国を「新民主主義段階」と認識し、長期計画による社会
主義社会の実現を目指した。だが、経済復興の進展と国内統治体制の
確立は、最高指導者であった毛沢東に自信を抱かしめ、急進的な諸政
策を採用させるに至った。その結果、「革命国家」の建設が最優先と
された毛沢東時代が終焉するまで、すなわち「前半 30 年」の現代中
国は、中国人民にとってまさに苦難の連続であったといえる。

とはいえ、生産力の増大、すなわち経済建設を最優先とする「改革開
放」政策を採用した鄧小平時代がすべての中国人民にバラ色の生活を
もたらしたわけではない。社会格差の拡大をはじめ、解決すべき問題
は山積している。他方、改めていうまでもなく、近年の中国の経済成
長は驚くべきものである。そして、これを前提とする中国の「大国
化」は、隣人である我々アジアの人々にとっても多大な影響を与えつ
つある。そこで本講義は、このように変貌を遂げつつある中国を理解
するため、「社会主義国家」を標榜する中華人民共和国がいかなる道
を歩んできたのか理解することを狙いとする。

なお、本授業は、主としてパワーポイントとこれに対応するレジュメ
を用いて教員がレクチャーを行う講義形式で行う。なお、講義の終わ
りには、残り時間に応じて、課題を提示し、論述練習などを行う。

＊なお、最新のニュースなども講義に織り込むため、適宜スケジュー
ルが変更される場合もありうる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学での学びを支える基礎とするため、中国現代史を軸とする東アジ
アの基礎的な歴史知識を獲得する。(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな分野の諸学問への理解を深めるため、中国現代史を軸とす
る東アジアの基礎的な歴史知識を理解する。(DP2-1)(知識・理解)

他者・異文化・異文脈への理解を深めるため、中国現代史を軸とする
東アジアの基礎的な歴史知識を理解する。(DP2-2)(知識・理解)

責任ある発言、行動の基礎とするため、中国現代史を軸とする東アジ
アの基礎的な歴史知識を獲得する。(DP3-1)(知識・理解)

中国現代史を軸とする東アジアの基礎的な歴史知識を獲得し、共同体
の課題を当事者として捉えようとする態度・指向性を獲得する。る。
(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

受講前の予習として、各講義回の授業内容を確認のうえ、参考文献の
該当部分を事前に読み、授業に臨むこと。(60分)

授業後の復習として、授業内容および授業中に提示された課題につい
て振り返りを行うこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度・コメントペーパーにおける記述の内容・中間レ
ポートなどを含む平常点を50%、定期試験の結果を50％として総合的
に評価する。試験の評価基準は、東洋史に関する基礎的な知識の有
無、歴史学的考察の有無、独自性などとする

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。適宜、プリントなどを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

石川禎浩『革命とナショナリズム』岩波新書、2010年
（ISBN978-4004312512）
久保亨『社会主義への挑戦』岩波新書、2011年
（ISBN978-4004312529）
高原明生・前田宏子『開発主義の時代へ』岩波新書、2014
年（ISBN978-4004312536）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．スタートアップ授業（動画による授業オリエンテー
ション）
２．「東洋史A」（「辛亥革命」以降のふりかえり）
３．国民革命の時代（１）－第一次国共合作から「北伐」
へ
４．国民革命の時代（２）－「 四・一二クーデタ」と中
国の再統一
５．侵略と抵抗（１）－満州事変の衝撃
６．侵略と抵抗（２）－中国共産党の成長
７．侵略と抵抗（３）－第二次国共合作と盧溝橋事件
８．革命の成就－太平洋戦争から国共内戦へ
９．新中国の成立－統治基盤の確立と国家統合への挑戦
10．毛沢東型社会主義建設の展開（１）－反右派闘争と大
躍進
11．毛沢東型社会主義建設の展開（２）前半－経済調整政
策と毛沢東の焦り
12．毛沢東型社会主義建設の展開（２）後半－「内乱」と
しての文化大革命①
13．毛沢東型社会主義建設の展開（２）後半－「内乱」と
しての文化大革命②
14．改革開放の時代（１）－毛沢東時代から鄧小平時代へ
15．改革開放の時代（２）－鄧小平時代から「大国中国」
の時代へ

＊授業の進捗状況により若干の変更が発生する場合があ
る。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
pj8fu2yviyc3x70cao8zy7yy3qrajcrv)



2023-S000009418-05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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

則松　彰文

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、その存在感を増す中国・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、近年経済的凋落が著しいば
かりか、２０２２年２月のロシアによるウクライナ侵攻によっ
て、全世界に対する深刻な危機をもたらしている。しかし、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、日本からの
視点ではなく、１９世紀世界の視野から欧米列強とアジア世界
の問題を考えていく。
　なお、本講義は、対面の講義形式で行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学４年間（６年間）の学びを支える基礎を身につけている
(DP1-1)(知識・理解)

さまざまな領域の学問を学ぶことを通じて広い視野を培い、物
事を多角的に見ることができる(DP2-1)(知識・理解)

さまざまな他者の考え方・価値観があることを踏まえ、物事に
柔軟に接することができる(DP2-2)(技能)

自分自身の発言・行動に誠実に責任を持つことができる
(DP3-1)(態度・志向性)

チーム・地域・社会に主体的に関わり、人々の間をつないで成
長に貢献することができる(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

高校の教科書や各種概説書などで事前に予習をしておくこと。
(30分)

講義終了後に講義内容に関する復習をしておくこと。(30分)

◎－－－　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（スタートアップ授業）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
r1y804ef6zhg69osihlzzicu73x53sm5)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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、三国時代の歴史を主な
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。
　本講義は講義形式で行う。

◎－－－　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。(DP1-1)(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。(DP2-1)(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。(DP2-2)(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、しっかりと復習するこ
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。(60分)

予習については、東洋史を含めて書籍・報道などで幅広く知識
や教養を身に付けること。とくに、大学生として恥ずかしくな
い読書量を確保すること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、東洋史に関する基本的な知識を身に付け、自分な
りの考えを表現できているかなどを基準とする。
以下の方法・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、自分の言葉で感想・疑問・
意見などをまとめる：30％
＊なお、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。必ずスタートアップ授業のガイダンスを閲
覧したうえで、出席すること。講義の進行具合によって授
業計画を変更する場合があり、その際は授業中に指示す
る。
　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ので、この点を承知した者のみ
受講すること。
　さらに、本講義は、板書を中心に進めるので、授業を集
中して聞き、適宜ノートを取ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　イントロダクション（スタートアップ授業）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
iwdl6dfu203vlpexagw0rgbsmkobc5r5)



2023-S000009418-A0東洋史Ｂ「教養ゼミ」（現代中国・アジアについて語り、議論する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山根　直生

◎－－－　概要　－－－◎

　日本をふくむ東アジアの国際情勢は複雑さを増している。経
済的には発展傾向にあるにもかかわらずどの国でも社会問題は
数多く、また、長い相互交流の歴史を持ちながらも国際関係は
穏やかでない。くわえてこれらの問題を報道し論評する際に
は、マスコミにせよインターネットにせよ、楽観・悲観、友好
的・嫌悪的と、非常に極端な姿勢ばかりが目立つように思われ
てならない。
　このゼミでは、こうしたアジアの国際関係・相互理解の問題
に関して、歴史学などの成果も交えつつ率直に語り、学んでい
くこととしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゼミ発表の基礎的な知識を修得する。(DP1-1)(知識・理解)

将来の進路を意識しつつそのために発表し議論する意識をつち
かう。(DP2-1)(態度・志向性)

多様な認識・価値観を認めつつそれらと議論することができ
る。(DP2-2)(技能)

ゼミ発表と議論を責任を持って果たすことができる。(DP3-1)
(態度・志向性)

ゼミ発表での不足について再考し補足することができる。
(DP3-2)(態度・志向性)

獲得した知識・スキルを二回のゼミ発表で活用することができ
る。(DP4-1)(知識・理解)

他学部他学科の学生との議論からも学ぶことができる。
(DP4-2)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自らの発表について準備する。(900分)

他者の発表について整理し保管する。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　二回の報告で報告者として資料に基づいた円滑な報告ができ
たか（配点70点程度）、参加者として報告内容を活かした議論
に加われたか（同30点程度）、以上を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　指定しない。ゼミ中に多数紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ中の私語・飲食・着帽・携帯電話の使用は厳に禁じ
る。発表前の準備にあたっては各自最大限努力すること。
遅刻欠席は一切認めない。四年生の就職活動など、やむを
得ない場合には事前に連絡し許可を得ること。
　ディスカッションに対して積極的な学生の参加を期待す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01.イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
02.自己紹介、発表順確定
03.個別発表1-3人目(一人発表25分)①
04.個別発表4-6人目（同上）
05.個別発表7-9人目（同上）③
06.個別発表10-12人目（同上）④
07.個別発表13-15人目（同上）
08.個別発表二回目1-2人目（一人発表40分）①
09.個別発表二回目3-4人目（同上）
10.個別発表二回目5-6人目（同上）③
11.個別発表二回目7-8人目（同上）④
12.個別発表二回目9-10人目（同上）
13.個別発表二回目11-12人目（同上）⑥
14.個別発表二回目13-14人目（同上）
15.個別発表二回目15人目（同上）⑧、総括

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
srzs8cfu0uncc52to3l28oq29y9aeeko)



2023-S000009433-01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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、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を取り
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美術館についても紹介します。
　本授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　なお、毎回の授業スライド抄録や復習問題、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）。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう。(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ii39u32ysu6l362s7ryuepdjxxe3t07p)



2023-S000009433-02芸術Ａ「BB」（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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：火・二部１時限　　試験時間割：2023/08/01　夜１限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。
　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　－－－◎

1 文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解し、それを説
明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

2 文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を理解し、
それを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

3 文化遺産、世界遺産、近代化遺産に関する学問諸領域を知
り、広い視野を培い、物事を多角的に理解する。(DP2-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと。
(60分)

復習：授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと。
(60分)

◎－－－　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％、定期試験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
ISBN-10：4902116359　ISBN-13：978-4902116359

◎－－－　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  イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
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)

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
g5tu2kfc80ov4vb20ef1m8yged9sem4i)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、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を取り
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美術館についても紹介します。
　本授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　なお、毎回の授業スライド抄録や復習問題、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）。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう。(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cu2lytamch299fvwbg5myy1eddt5s0nk)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、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を取り
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美術館についても紹介します。
　本授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　なお、毎回の授業スライド抄録や復習問題、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）。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう。(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
dhcb01ho53kcsj1jig5i4ljvnd6pp53q)



2023-S000009433-05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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、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を取り
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美術館についても紹介します。
　本授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　なお、毎回の授業スライド抄録や復習問題、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）。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明する
ことができる。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう。(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/8972bq9z4tprax2bdqkmft2u9o07s445)



2023-S000009433-06芸術Ａ（西洋美術の歴史１―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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　高校までの世界史の授業で、文化史がメインで取り上げられ
ることはありませんが、文化もまた、国家や政治、経済などと
同じく、歴史の重要な構成要素の一つです。

　この講義では、古代から20世紀までの西洋美術の歴史を学び
ます。ローマやパリ、ニューヨークなど欧米の都市を毎回一つ
取り上げ、その都市に関連する絵画・彫刻・建築などを見てい
きます。紀元前5世紀のアテネから20世紀のニューヨークま
で、それぞれの時代に繁栄した都市を軸に、約2500年にわたる
壮大な西洋文明の歴史を辿ります。

　『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術
史」』や『東京藝大で教わる西洋美術の見かた』がベストセ
ラーになるなど、昨今、一般教養としての西洋美術史に対する
関心が高まっています。皆さんもこの授業を通じて、欧米の美
術の歴史を学び、過去を手掛かりに現代を理解し、未来を見通
す力を養ってください。
　
　なお、この授業は講義形式で進めます。また、毎回の講義終
了時にミニッツペーパーをFUポータルから入力していただき
ます（詳しくは授業時にご説明します）。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)
(知識・理解)

芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見
ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントやノートを読み返し、授業内容を正確に理解できたか
どうか確認する。(30分)

講義を聴いて興味を持った芸術家や美術作品について、図書館
やインターネットなどで調べる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は次のとおりです。
・西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけることができた
か。
・芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に
見ることができるようになったか。

成績評価方法は次のとおりです。
・定期試験　70％
・ミニッツペーパー（感想カード）　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・就職活動やインターン等を理由とした欠席は自己都合に
よる欠席とみなします。
・授業で用いるスライドのコピー等は配布できませんので
予めご了承ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回
アテネ：古代ギリシャの美術
第3回
ローマ１：古代ローマの美術
第4回
イスタンブール：ビザンティンの美術
第5回
フィレンツェ：初期ルネサンスの美術
第6回
ローマ２：盛期ルネサンスとバロックの美術
第7回
ウィーン：北方ルネサンスの美術
第8回
マドリード：17世紀のスペイン美術
第9回
アムステルダム：17世紀のオランダ美術
第10回
パリ１：17世紀・18世紀のフランス美術
第11回
ロンドン：18世紀のイギリス美術
第12回
パリ２：新古典主義とロマン主義
第13回
パリ３：印象派とキュビスム
第14回
ニューヨーク：ダダと第二次世界大戦後の美術
第15回
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
z6rxj962a0i4kije8olqwqirz8aga49r)



2023-S000009433-07芸術Ａ（西洋美術の歴史１―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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　高校までの世界史の授業で、文化史がメインで取り上げられ
ることはありませんが、文化もまた、国家や政治、経済などと
同じく、歴史の重要な構成要素の一つです。

　この講義では、古代から20世紀までの西洋美術の歴史を学び
ます。ローマやパリ、ニューヨークなど欧米の都市を毎回一つ
取り上げ、その都市に関連する絵画・彫刻・建築などを見てい
きます。紀元前5世紀のアテネから20世紀のニューヨークま
で、それぞれの時代に繁栄した都市を軸に、約2500年にわたる
壮大な西洋文明の歴史を辿ります。

　『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術
史」』や『東京藝大で教わる西洋美術の見かた』がベストセ
ラーになるなど、昨今、一般教養としての西洋美術史に対する
関心が高まっています。皆さんもこの授業を通じて、欧米の美
術の歴史を学び、過去を手掛かりに現代を理解し、未来を見通
す力を養ってください。
　
　なお、この授業は講義形式で進めます。また、毎回の講義終
了時にミニッツペーパーをFUポータルから入力していただき
ます（詳しくは授業時にご説明します）。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)
(知識・理解)

芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見
ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントやノートを読み返し、授業内容を正確に理解できたか
どうか確認する。(30分)

講義を聴いて興味を持った芸術家や美術作品について、図書館
やインターネットなどで調べる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は次のとおりです。
・西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけることができた
か。
・芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に
見ることができるようになったか。

成績評価方法は次のとおりです。
・定期試験　70％
・ミニッツペーパー（感想カード）　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・就職活動やインターン等を理由とした欠席は自己都合に
よる欠席とみなします。
・授業で用いるスライドのコピー等は配布できませんので
予めご了承ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回
アテネ：古代ギリシャの美術
第3回
ローマ１：古代ローマの美術
第4回
イスタンブール：ビザンティンの美術
第5回
フィレンツェ：初期ルネサンスの美術
第6回
ローマ２：盛期ルネサンスとバロックの美術
第7回
ウィーン：北方ルネサンスの美術
第8回
マドリード：17世紀のスペイン美術
第9回
アムステルダム：17世紀のオランダ美術
第10回
パリ１：17世紀・18世紀のフランス美術
第11回
ロンドン：18世紀のイギリス美術
第12回
パリ２：新古典主義とロマン主義
第13回
パリ３：印象派とキュビスム
第14回
ニューヨーク：ダダと第二次世界大戦後の美術
第15回
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
m7akz9zkx0edvrdf6snu768b107shnb2)



2023-S000009433-08芸術Ａ（西洋美術の歴史１―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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/26　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　高校までの世界史の授業で、文化史がメインで取り上げられ
ることはありませんが、文化もまた、国家や政治、経済などと
同じく、歴史の重要な構成要素の一つです。

　この講義では、古代から20世紀までの西洋美術の歴史を学び
ます。ローマやパリ、ニューヨークなど欧米の都市を毎回一つ
取り上げ、その都市に関連する絵画・彫刻・建築などを見てい
きます。紀元前5世紀のアテネから20世紀のニューヨークま
で、それぞれの時代に繁栄した都市を軸に、約2500年にわたる
壮大な西洋文明の歴史を辿ります。

　『世界のビジネスエリートが身につける教養「西洋美術
史」』や『東京藝大で教わる西洋美術の見かた』がベストセ
ラーになるなど、昨今、一般教養としての西洋美術史に対する
関心が高まっています。皆さんもこの授業を通じて、欧米の美
術の歴史を学び、過去を手掛かりに現代を理解し、未来を見通
す力を養ってください。
　
　なお、この授業は講義形式で進めます。また、毎回の講義終
了時にミニッツペーパーをFUポータルから入力していただき
ます（詳しくは授業時にご説明します）。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)
(知識・理解)

芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見
ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントやノートを読み返し、授業内容を正確に理解できたか
どうか確認する。(30分)

講義を聴いて興味を持った芸術家や美術作品について、図書館
やインターネットなどで調べる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は次のとおりです。
・西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけることができた
か。
・芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に
見ることができるようになったか。

成績評価方法は次のとおりです。
・定期試験　70％
・ミニッツペーパー（感想カード）　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。プリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・就職活動やインターン等を理由とした欠席は自己都合に
よる欠席とみなします。
・授業で用いるスライドのコピー等は配布できませんので
予めご了承ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回
アテネ：古代ギリシャの美術
第3回
ローマ１：古代ローマの美術
第4回
イスタンブール：ビザンティンの美術
第5回
フィレンツェ：初期ルネサンスの美術
第6回
ローマ２：盛期ルネサンスとバロックの美術
第7回
ウィーン：北方ルネサンスの美術
第8回
マドリード：17世紀のスペイン美術
第9回
アムステルダム：17世紀のオランダ美術
第10回
パリ１：17世紀・18世紀のフランス美術
第11回
ロンドン：18世紀のイギリス美術
第12回
パリ２：新古典主義とロマン主義
第13回
パリ３：印象派とキュビスム
第14回
ニューヨーク：ダダと第二次世界大戦後の美術
第15回
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
m3etjxs3c9zwkacwgbtiyuvbbmzrj72a)



2023-S000009433-09芸術Ａ（日本の美術館のこれまでー明治期から2000年代にかけて）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2023/07/26　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。演劇や音楽
のホールと並んで、日本の芸術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、その意義や成り立ち、歴史については、ほとんど知られていな
いのが現状です。
本講義では、近現代の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、どのように整備され、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年代にかけて
の道のりを歴史的に考察することで、美術館の役割、そして社会の
動向との関係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
験をもち、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もっていま
す。さらに現在もインディペンデント・キュレーターとして、美術
に関する企画や美術批評などの活動を継続しています。福岡・九州
を始めとする全国の美術館の具体的な最近の事例をもとに、こうし
た実務経験を活かして、ビジュアル的にもわかりやすい授業を行っ
ていきます。

なお、本授業はスライドを利用した教員によるレクチャーを中心に
行います。毎回授業後にポータルサイトの小テスト機能を利用して
授業感想文を提出してもらうので、授業テーマについて自分なりの
意見や感想を考えながら受講してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

近現代の日本の美術館史について基本的な知識を身につけ、その概
略を説明することができる(DP1-1)(知識・理解)

日本の美術館の活動を通じて、社会と文化とのさまざまな関係性を
理解できる(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回で取り上げる美術館について、事前に公式サイト
を閲覧し概容を把握しておくこと(30分)

復習：授業後に再び公式サイト等の関連項目を熟覧し、その回の
テーマを振り返り理解を深めること(30分)

また受講期間中に、できるだけ美術館訪問やオンラインイベントの
利用などの実体験を行うこと(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
1，授業感想文
各回の授業内容を理解した上で、感想や意見が自分自身の言葉で述
べられているか否かを評価基準とする（到達目標1）
2. 定期試験
美術館の歴史を社会の動向とともに捉えながら、その役割を積極的
に理解しようする姿勢を持てているかを評価基準とする（到達目標
1,2)

評価方法：
授業感想文(50%）と定期試験の成績(50%）で総合評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。必要に応じて、年表資料などを配布する。

◎－－－　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　－－－◎

1. 本授業では、知識の受容だけではなく自分の目で見て、感
じ、考え、表現することに重きをおく。美術館利用体験の有
無、多少は問わない。
2.  試験問題は授業内で扱った美術館事象をもとに総合的に出
題されるため、出席率の低さは成績に一定のしかたで反映さ
れることになる。また授業感想文の内容評価も重視するの
で、遅刻・欠席をしないこと。
3. 毎回の講義スライドは、授業後にFUポータルで共有予定。
授業連絡のメールや講義照会を定期的にチェックすること。
4. なお、授業内容を予告なしに変更する場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1，  【スタートアップ授業：動画配信】
イントロダクション　　授業の目的とシラバスの解説

2, 美術館とは何か？(1) 語源や定義、使命（ミッション）
3, 美術館とは何か？(2) 鑑賞の意味

4， 美術館の原点(1）1870年代～1940年代
言葉から始まった美術館、建物ありきの美術館：東京府美術
館から、東京都美術館へ
5， 美術館の原点(2) コレクションと美術館：大原美術館

6， 第1期・戦後から70年代の美術館(1) 催事施設としての美術
館：福岡県文化会館から、福岡県立美術館へ
7， 第1期・戦後から70年代の美術館(2) 近代美術館の誕生：神
奈川県立近代美術館、東京国立近代美術館、兵庫県立近代美
術館
8， 第1期・戦後から70年代の美術館(3) ブリジストン美術館・
石橋美術館から、アーティゾン美術館へ

9， 第2期・70年代から80年代の美術館(1) 機関としての美術
館：北九州市立美術館
10, 第2期・ 70年代から80年代の美術館(2) 機関としての美術
館：福岡市美術館
11, 第2期・70年代から80年代の美術館(3) 独自のコレクション
形成を目指して：九州の県立美術館

12, 第3期・80年代後半から2000年代の美術館(1) 機能としての
美術館：福岡アジア美術館　
13, 第3期・80年代後半から2000年代の美術館(2) 現代美術館の
誕生：広島市現代美術館、熊本市現代美術館
14, 第3期・80年代後半から2000年代の美術館(3) 美術館ネット
ワークについて

15,　まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/s2u8c49u8ahojjh30g7qvjcziqc0qlek)



2023-S000009434-01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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、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。
　この授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　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ムードルで
配付しますから、授業後にやってみるようにしましょう。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）　

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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）ボルゲーゼ美術館
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）：マネの革新
１５　印象派の画家たち

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
qtqrsmry6vg9b2fi1r8beelv4hvmheky)



2023-S000009434-02芸術Ｂ「BB」（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 　　授業の種類：対面授業科目　　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：火・二部１時限　　試験時間割：2024/01/23　夜１限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。
　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　－－－◎

1 文化遺産、世界遺産、近代化遺産の概念を理解し、それを説
明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

2 文化遺産、世界遺産、近代化遺産の代表的な事例を理解し、
それを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

3 文化遺産、世界遺産、近代化遺産に関する学問諸領域を知
り、広い視野を培い、物事を多角的に理解する。(DP2-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと。
(60分)

復習：授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと。
(60分)

◎－－－　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％、定期試験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
ISBN-10：4902116359　ISBN-13：978-4902116359

◎－－－　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  イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/0t9zxr6zqnt72fuwj37zzfhtrjg00klv)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、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。
　この授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　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ムードルで
配付しますから、授業後にやってみるようにしましょう。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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）ボルゲーゼ美術館
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）：マネの革新
１５　印象派の画家たち

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7o8f56il2rdgzdot9w4t5ktpots0f9bh)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、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。
　この授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　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ムードルで
配付しますから、授業後にやってみるようにしましょう。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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）ボルゲーゼ美術館
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）：マネの革新
１５　印象派の画家たち

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ofr8b9wl06090wzngid2wwef5wfs7frb)



2023-S000009434-05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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

浦上　雅司

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、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。
　この授業はパワーポイントを用いて実際の美術作品を見なが
ら、その特質について共に考える形式で行います。
　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ムードルで
配付しますから、授業後にやってみるようにしましょう。
　毎回の小テストをムードルで提供しますので、ムードル登録
は必須です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．美術に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

２．授業中に取り扱われた美術作品や美術の流れについて理解
し、他者に説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業内容とそこで扱う作品について「小学館世界美術全
集」などで調べておきましょう(30分)

予習：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)

復習：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)

復習：ムードルで配布する復習問題を家でやってみましょう。
（次回の冒頭に答え合わせをします）(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期筆記試験を課します。

・また、毎回、ムードルで提供する小テストをやってもらいま
す。

・成績評価は定期試験とムードル小テストを総合して行いま
す。

・各回の小テスト合計４０点（到達目標１に対する到達度によ
り評価）

・定期試験６０点（到達目標１、２に対する到達度により評
価）

◎－－－　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　スタートアップ授業（動画配信）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）ボルゲーゼ美術館
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）：マネの革新
１５　印象派の画家たち

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
rrlcn4n78wuagyz1rsp5a2469bjm4za1)



2023-S000009434-06芸術Ｂ（西洋美術の歴史２－美術作品を鑑賞する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　テレビ番組『びじゅチューン』でも紹介されている、よく知
られた西洋美術の絵や彫刻などを毎回１点取り上げ、美術作品
の見方と西洋美術の歴史を学びます。

　毎回の授業のはじめに、作品をじっくり見て、そこに何が表
されているのか、自分の言葉で書いていただきます（こうした
作業は「作品記述（ディスクリプション）」といいます）。そ
の上で、誰が作ったのか、どこにあるのか、何が表されている
のか、どうして制作されたのか、誰のために作られたのか、ど
のように評価されたのか、といった観点から作品を理解してい
きます。

　古代から中世、ルネサンス、バロック、印象派など近現代に
いたるまでの西洋美術史の流れについても学習します。

　今日では、西洋美術の有名な絵などのイメージが、テレビの
CMやCDのジャケット、Tシャツやソックスなどにも利用さ
れ、私たちの身近なところで新たな意味を獲得しています。西
洋美術を学ぶことで、私たちが生きる現代をもより深く見るこ
とができるようになるでしょう。

　なお、この授業は講義形式で進めます。また、毎回の講義開
始時に作品記述を、終了時にミニッツペーパーをFUポータル
から入力していただきます（詳しくは授業時にご説明しま
す）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)
(知識・理解)

芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見
ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントやノートを読み返し、授業内容を正確に理解できたか
どうか確認する。(30分)

講義を聴いて興味を持った芸術家や美術作品について、図書館
やインターネットなどで調べる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は次のとおりです。
・西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけることができた
か。
・芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に
見ることができるようになったか。

成績評価方法は次のとおりです。
・定期試験　70％
・毎回の講義時の課題　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・就職活動やインターン等を理由とした欠席は自己都合に
よる欠席とみなします。
・授業で用いるスライドのコピー等は配布できませんので
予めご了承ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回
古代：《ミロのヴィーナス》
第3回
中世：《貴婦人と一角獣》
第4回
初期ルネサンス：ボッティチェリ《ヴィーナスの誕生》
第5回
盛期ルネサンス：ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》
第6回
北方ルネサンス：ブリューゲル《バベルの塔》
第7回
バロック：フェルメール《牛乳を注ぐ女》
第8回
ロマン主義：ドラクロア《民衆を導く自由の女神》　
第9回
写実主義：ミレー《落穂拾い》
第10回
印象派：ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞
踏会》
第11回
ポスト印象派：ゴーギャン《われわれはどこから来たの
か、われわれは何者か、われわれはどこへ行くのか》
第12回
象徴主義：ベックリン《死の島》
第13回
アール・ヌーヴォー：ガレ《ひとよ茸ランプ》
第14回
20世紀：マティス《ダンスⅡ》
第15回
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/8mfkwm2i3fzkx9oj0m72837658pk85jx)



2023-S000009434-07芸術Ｂ（西洋美術の歴史２－美術作品を鑑賞する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　テレビ番組『びじゅチューン』でも紹介されている、よく知
られた西洋美術の絵や彫刻などを毎回１点取り上げ、美術作品
の見方と西洋美術の歴史を学びます。

　毎回の授業のはじめに、作品をじっくり見て、そこに何が表
されているのか、自分の言葉で書いていただきます（こうした
作業は「作品記述（ディスクリプション）」といいます）。そ
の上で、誰が作ったのか、どこにあるのか、何が表されている
のか、どうして制作されたのか、誰のために作られたのか、ど
のように評価されたのか、といった観点から作品を理解してい
きます。　

　古代から中世、ルネサンス、バロック、印象派など近現代に
いたるまでの西洋美術史の流れについても学習します。

　今日では、西洋美術の有名な絵などのイメージが、テレビの
CMやCDのジャケット、Tシャツやソックスなどにも利用さ
れ、私たちの身近なところで新たな意味を獲得しています。西
洋美術を学ぶことで、私たちが生きる現代をもより深く見るこ
とができるようになるでしょう。

　なお、この授業は講義形式で進めます。また、毎回の講義開
始時に作品記述を、終了時にミニッツペーパーをFUポータル
から入力していただきます（詳しくは授業時にご説明しま
す）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)
(知識・理解)

芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見
ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントやノートを読み返し、授業内容を正確に理解できたか
どうか確認する。(30分)

講義を聴いて興味を持った芸術家や美術作品について、図書館
やインターネットなどで調べる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は次のとおりです。
・西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけることができた
か。
・芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に
見ることができるようになったか。

成績評価方法は次のとおりです。
・定期試験　70％
・毎回の講義時の課題　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・就職活動やインターン等を理由とした欠席は自己都合に
よる欠席とみなします。
・授業で用いるスライドのコピー等は配布できませんので
予めご了承ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回
古代：《ミロのヴィーナス》
第3回
中世：《貴婦人と一角獣》
第4回
初期ルネサンス：ボッティチェリ《ヴィーナスの誕生》
第5回
盛期ルネサンス：ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》
第6回
北方ルネサンス：ブリューゲル《バベルの塔》
第7回
バロック：フェルメール《牛乳を注ぐ女》
第8回
ロマン主義：ドラクロア《民衆を導く自由の女神》　
第9回
写実主義：ミレー《落穂拾い》
第10回
印象派：ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞
踏会》
第11回
ポスト印象派：ゴーギャン《われわれはどこから来たの
か、われわれは何者か、われわれはどこへ行くのか》
第12回
象徴主義：ベックリン《死の島》
第13回
アール・ヌーヴォー：ガレ《ひとよ茸ランプ》
第14回
20世紀：マティス《ダンスⅡ》
第15回
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
khrsw815dwtocvvrdyf38ltrz12mrwwa)



2023-S000009434-08芸術Ｂ（西洋美術の歴史２－美術作品を鑑賞する）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/18　１時限　　

落合　桃子

◎－－－　概要　－－－◎

　テレビ番組『びじゅチューン』でも紹介されている、よく知
られた西洋美術の絵や彫刻などを毎回１点取り上げ、美術作品
の見方と西洋美術の歴史を学びます。

　毎回の授業のはじめに、作品をじっくり見て、そこに何が表
されているのか、自分の言葉で書いていただきます（こうした
作業は「作品記述（ディスクリプション）」といいます）。そ
の上で、誰が作ったのか、どこにあるのか、何が表されている
のか、どうして制作されたのか、誰のために作られたのか、ど
のように評価されたのか、といった観点から作品を理解してい
きます。

　古代から中世、ルネサンス、バロック、印象派など近現代に
いたるまでの西洋美術史の流れについても学習します。

　今日では、西洋美術の有名な絵などのイメージが、テレビの
CMやCDのジャケット、Tシャツやソックスなどにも利用さ
れ、私たちの身近なところで新たな意味を獲得しています。西
洋美術を学ぶことで、私たちが生きる現代をもより深く見るこ
とができるようになるでしょう。

　なお、この授業は講義形式で進めます。また、毎回の講義開
始時に作品記述を、終了時にミニッツペーパーをFUポータル
から入力していただきます（詳しくは授業時にご説明しま
す）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)
(知識・理解)

芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に見
ることができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントやノートを読み返し、授業内容を正確に理解できたか
どうか確認する。(30分)

講義を聴いて興味を持った芸術家や美術作品について、図書館
やインターネットなどで調べる。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は次のとおりです。
・西洋の芸術に関する基礎的な知識を身につけることができた
か。
・芸術学を学ぶことを通じて広い視野を培い、物事を多角的に
見ることができるようになったか。

成績評価方法は次のとおりです。
・定期試験　70％
・毎回の講義時の課題　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

『カラー版西洋美術史（増補新装版）』　ISBN
978-4568400649

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・就職活動やインターン等を理由とした欠席は自己都合に
よる欠席とみなします。
・授業で用いるスライドのコピー等は配布できませんので
予めご了承ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
イントロダクション（スタートアップ授業）
第2回
古代：《ミロのヴィーナス》
第3回
中世：《貴婦人と一角獣》
第4回
初期ルネサンス：ボッティチェリ《ヴィーナスの誕生》
第5回
盛期ルネサンス：ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》
第6回
北方ルネサンス：ブリューゲル《バベルの塔》
第7回
バロック：フェルメール《牛乳を注ぐ女》
第8回
ロマン主義：ドラクロア《民衆を導く自由の女神》　
第9回
写実主義：ミレー《落穂拾い》
第10回
印象派：ルノワール《ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞
踏会》
第11回
ポスト印象派：ゴーギャン《われわれはどこから来たの
か、われわれは何者か、われわれはどこへ行くのか》
第12回
象徴主義：ベックリン《死の島》
第13回
アール・ヌーヴォー：ガレ《ひとよ茸ランプ》
第14回
20世紀：マティス《ダンスⅡ》
第15回
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
f3j8ohgwq1fy5k0927a7zzbgtah2vu5g)



2023-S000009434-09芸術Ｂ（日本の美術館のこれから）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　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：2024/01/18　１時限　　

川浪　千鶴

◎－－－　概要　－－－◎

明治時代にその原点を持つ日本の美術館は、今や公立、私立、類似施設ま
で含めると1000館近くにのぼるといわれ、芸術文化の拠点のひとつとし
て、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、そもそも美術館は何のために存在し、どんな役割を担った文化施
設なのでしょうか？　
美術館は元来不変的な存在ではなく、その時代の求めによって誕生し、時
代ごとに変化し続け現在に至っています。政治や経済など、社会のあり方
を映し出す鏡のような存在ということができます。コロナ禍の時代は私た
ちに、これまでの当たり前が当たり前ではないという事実を突きつけてい
ます。新しい日常を過ごすなか、アートや美術館のあり方を探りながら、
私たちの生活と社会のこれからについても、併せ考えてみたいと思いま
す。
本講義では、日本の美術館の歴史、設立理念、コレクション、活動事例な
どをもとに、美術館の可能性をさまざまな観点から検証していきます。特
に第4期・2000年以降の美術館の開館動向や美術事象をテーマ別に紹介
し、美術館の未来を拓く潜在力について、多角的に探っていく予定です。
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。さらに現在もインディ
ペンデント・キュレーターとして、美術に関する企画や美術批評などの活
動を継続しています。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、こうした実務経験
を活かして、ビジュアル的にもわかりやすい授業を行っていきます。

なお、本授業はスライドを利用した教員によるレクチャーを中心に行いま
す。毎回授業後にポータルサイトの小テスト機能を利用して授業感想文を
提出してもらうので、授業テーマについて自分なりの意見や感想を考えな
がら受講してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代日本を代表する美術館の理念や活動事例を学び、その特徴を説明する
ことができる(DP1-1)(知識・理解)

美術館と社会との関係性を理解し、さまざまな領域における可能性を自分
の言葉で表現できる
(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業回で取り上げる美術館について、事前に公式サイトを閲覧
し概容を把握しておくこと(30分)

復習：授業後に再び公式サイト等の関連項目を熟覧し、その回のテーマを
振り返り理解を深めること(30分)

また受講期間中に、できるだけ美術館訪問やオンラインイベントの利用な
どの実体験を行うこと(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
1，授業感想文
各回の授業内容を理解した上で、感想や意見が自分自身の言葉で述べられ
ているか否かを評価基準とする（到達目標1）
2. 定期試験
美術館の社会における役割とその可能性を積極的に理解し、言語化する姿
勢を持てているかを評価基準とする（到達目標2)

評価方法：
授業感想文(50%）と定期試験の成績(50%）で総合評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。必要に応じて、年表資料などを配布する。

◎－－－　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　－－－◎

1. 本授業では、知識の受容だけではなく自分の目で見て、
感じ、考え、表現することに重きをおく。美術館利用体験
の有無、多少は問わない。
2.  試験問題は授業内で扱った美術館事象をもとに総合的
に出題されるため、出席率の低さは成績に一定のしかたで
反映されることになる。また授業感想文の内容評価も重視
するので、遅刻・欠席をしないこと。
3. 毎回の講義スライドは、授業後にFUポータルで共有予
定。授業連絡のメール、講義照会等を定期的にチェックす
ること。
4. なお、授業内容を予告なしに変更する場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1，　【スタートアップ授業（動画配信）】
イントロダクションー授業の目的とシラバスの解説

2, 美術館とは何か？(1)―定義と使命（ミッション）
3, 美術館とは何か？(2)ー歴史

4, テーマ(1) 変貌するミッション：熊本市現代美術館
5, テーマ(2) 地域と風土：青森県立美術館、青森アート
ミュージアム5館連携協議会
6, テーマ(3) 地域と観光：金沢21世紀美術館、ベネッセ
アートサイト直島
7, テーマ(4) 教育／ケア：東京都美術館
8, テーマ(5) 価値観の問い直し：福岡アジア美術館、鞆の
津ミュージアム
9, テーマ(6) 危機の時代・震災：リアス・アーク美術館ほ
か
10, テーマ(7) 危機の時代・コロナ禍：福岡市美術館、世田
谷美術館
11, テーマ(8) 社会教育と社会参画：つなぎ美術館、坂本善
三美術館
12, テーマ(9) ジェンダー：森美術館ほか
13, テーマ(10) 多様性：国立新美術館ほか

14, ふりかえりーこれまでのテーマを元に
15, まとめー「これからの美術館」とは？

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xvno5z3sgu0rxmv1kavryy4e8mlf7snw)



2023-S000009414-01西洋史Ａ（ヨーロッパ近現代史の論点）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

福元　健之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は講義形式で、ヨーロッパを中心とした西洋世界の近現代史
を学びます。暗記に苦しんだ高校までの授業を思い出すひともいる
かもしれませんが、この講義では暗記は重要ではありません。

歴史を学ぶのは、それが現代に対して大きな影響を与えているから
であったり、そこから現代の問題を解決するヒントがえられたりす
るからです。目的があれば、単なる暗記ではなく、歴史から考える
ことが容易になります。

じつは歴史は非常に政治的なものでもあります。歴史に関する言説
のなかには、不正確あるいは意図的に捻じ曲げられた解釈もあり、
これが、国家間あるいは異文化間のコミュニケーションを妨げた
り、社会における差別や偏見を助長したりします。

この講義では、世界史のなかでももっとも重要な問題を扱いなが
ら、歴史を正確に理解するための基礎的なことを学ぶことになりま
す。それを通じて、グローバル化する世界を生きるうえで重要な知
識・技能・態度を習得してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ近現代史の基礎的な知識を習得する(DP1-1)(知識・理解)

文脈にそって思考する基礎的な技能を習得する(DP1-1)(技能)

異文化に開かれた基礎的な態度・志向性を習得する(DP1-1)(態度・志
向性)

歴史を多角的な視角から理解することができる(DP2-1)(知識・理解)

歴史を考えるための様々な方法や視点を習得する(DP2-1)(技能)

過去から学んだことを現代社会に活かすことができる(DP2-1)(態度・
志向性)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に（彼らの側に立って）考え
ることができる(DP2-2)(知識・理解)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に考えるための方法や視点を
習得する(DP2-2)(技能)

現代日本における様々な出自のひとびとに対して開かれた態度・志
向性を習得する(DP2-2)(態度・志向性)

正しい歴史認識とはどのようなものかを自ら判断できる(DP3-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次回の概要を説明するので、そのことについて自分なりに調
べること（予習）(30分)

毎回の講義の内容を復習すること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記①・②から成績は評価します。
①小テスト（30％）：講義内容の理解度（知識・理解）や、質問な
どによる積極的な受講態度（態度・志向性）を基準に評価します。
②定期試験（70％）：論述する方式の試験をします。講義で扱った
出来事や概念が適切に理解できているか（知識・理解）、論理的な
記述・明晰な文章にするための表現ができているか（技能）、異文
化に開かれた態度で書かれているか（態度・志向性）、を基準に評
価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。授業中に資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・私語厳禁
・遅刻した者は、講義の終了後に必ず理由を説明するこ
と。正当ではない理由の場合、欠席とする
・スマートフォンや携帯電話を机の上に出したままにして
はならない

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．大西洋奴隷貿易
３．イギリス産業革命
４．フランス革命
５．社会主義
６．歴史のなかの移民
７．帝国と植民地
８．第一次世界大戦
９．ロシア革命
１０．消費と女性
１１．ナチズム
１２．ホロコースト
１３．福祉国家
１４．欧州統合
１５．歴史認識問題（まとめ）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/0ah6yirbju5ap816vs4wpdzatu3qyo5b)



2023-S000009414-02西洋史Ａ（ヨーロッパ近現代史の論点）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

福元　健之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は講義形式で、ヨーロッパを中心とした西洋世界の近現代史を
学びます。暗記に苦しんだ高校までの授業を思い出すひともいるかも
しれませんが、この講義では暗記は重要ではありません。

歴史を学ぶのは、それが現代に対して大きな影響を与えているからで
あったり、そこから現代の問題を解決するヒントがえられたりするか
らです。目的があれば、単なる暗記ではなく、歴史から考えることが
容易になります。

じつは歴史は非常に政治的なものでもあります。歴史に関する言説の
なかには、不正確あるいは意図的に捻じ曲げられた解釈もあり、これ
が、国家間あるいは異文化間のコミュニケーションを妨げたり、社会
における差別や偏見を助長したりします。

この講義では、世界史のなかでももっとも重要な問題を扱いながら、
歴史を正確に理解するための基礎的なことを学ぶことになります。そ
れを通じて、グローバル化する世界を生きるうえで重要な知識・技
能・態度を習得してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ近現代史の基礎的な知識を習得する(DP1-1)(知識・理解)

文脈にそって思考する基礎的な技能を習得する(DP1-1)(技能)

異文化に開かれた基礎的な態度・志向性を習得する(DP1-1)(態度・志
向性)

歴史を多角的な視角から理解することができる(DP2-1)(知識・理解)

歴史を考えるための様々な方法や視点を習得する(DP2-1)(技能)

過去から学んだことを現代社会に活かすことができる(DP2-1)(態度・
志向性)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に（彼らの側に立って）考える
ことができる(DP2-2)(知識・理解)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に考えるための方法や視点を習
得する(DP2-2)(技能)

現代日本における様々な出自のひとびとに対して開かれた態度・志向
性を習得する(DP2-2)(態度・志向性)

正しい歴史認識とはどのようなものかを自ら判断できる(DP3-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次回の概要を説明するので、そのことについて自分なりに調べ
ること（予習）(30分)

毎回の講義の内容を復習すること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記①・②から成績は評価します。
①小テスト（30％）：講義内容の理解度（知識・理解）や、質問など
による積極的な受講態度（態度・志向性）を基準に評価します。
②定期試験（70％）：論述する方式の試験をします。講義で扱った出
来事や概念が適切に理解できているか（知識・理解）、論理的な記
述・明晰な文章にするための表現ができているか（技能）、異文化に
開かれた態度で書かれているか（態度・志向性）、を基準に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。授業中に資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・私語厳禁
・遅刻した者は、講義の終了後に必ず理由を説明するこ
と。正当ではない理由の場合、欠席とする
・スマートフォンや携帯電話を机の上に出したままにして
はならない

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．大西洋奴隷貿易
３．イギリス産業革命
４．フランス革命
５．社会主義
６．歴史のなかの移民
７．帝国と植民地
８．第一次世界大戦
９．ロシア革命
１０．消費と女性
１１．ナチズム
１２．ホロコースト
１３．福祉国家
１４．欧州統合
１５．歴史認識問題（まとめ）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xqak1bwrr0g8hpe78zd7far66z1f44df)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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　－－－◎

西洋史（古代～中世）についての基礎知識を身につけ、それら
を説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

「現在の歴史性」を理解し、ものごとを相対的に考えられるよ
うにする。(DP2-2)(知識・理解)

西洋史の知識を基礎として、現在の諸問題を歴史的に考えるこ
とができる。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レジメの用語の確認(60分)

レジメの用語の確認(60分)

レジメの用語の確認(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％（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）。ただし出席率（2/3以上の出
席）が前提。

◎－－－　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（スタートアップ授業動画配信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/5snxpjjdkic0buaxwjo7gozgyv3tz215)



2023-S000009414-04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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。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、既存の社会が壊滅的な被害を受
け、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。
　初回は動画配信によるスタートアップ授業とし、残りの14回
は対面とする。

◎－－－　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
基礎的な知識を身につけ、説明できるようにする。(DP1-1)(知
識・理解)

各学問が生まれた近代という時代背景について基礎的な知識を
身につけ、それらを説明できるようにする。(DP2-1)(知識・理
解)

他者や異文化に関する歴史的背景について、それらを説明でき
るようにする。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として前回の授業で配布した資料を見直しておくこと。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：ヨーロッパ人の世界進出と近代世界の形成に関する
基本的な知識を身につけ、説明できているかどうかを評価の基
準とする。
評価方法：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：スタートアップ授業（動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cj63igakhxupyezg7xyk96dvse8ohq14)



2023-S000009414-05西洋史Ａ（中世ヨーロッパ）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　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。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、講義形式にて実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史学、とくに西洋史に関する基礎的な知識を理解し、それを
説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

現代社会とは異なる中世ヨーロッパ世界の特質を理解し、それ
を説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

中世ヨーロッパ史に関する正確な理解に基づいて、現代社会の
特質を考えることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　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、不明な点は次回の授業で質問するようにしてく
ださい。(60分)

◎－－－　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　－－－◎

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
ウィンストン・ブラック（著）、大貫俊夫（監訳）『中世
ヨーロッパ：ファクトとフィクション』（平凡社、2021
年）　ISBN 4582447139
 ジョン・H.アーノルド（著）、図師 宣忠／赤江雄一
（訳）『中世史とは何か』（岩波書店、2022年）　ISBN
4000615777
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。欠席・遅刻に
注意し、各講義のあとは復習を忘れないようにしてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
２．中世史とは何か？
３．前提（１）－地理、自然環境、時代区分
４．前提（２）－古代ローマの遺産
５．前提（３）－キリスト教
６．前提（４）－ゲルマンの要素
７．中世ヨーロッパ史の流れ
８．封建社会の成立
９．中世都市
１０．中世後期の危機
１１．黒死病の影響（１）
１２．黒死病の影響（２）
１３．黒死病の影響（３）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
v21d9ayehlny77eeortecus6ic3qof7s)



2023-S000009414-06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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/31　４時限　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は講義形式で行います。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、既存の社会が壊滅的な被害を受
け、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。
　初回は動画配信によるスタートアップ授業とし、残りの14回
は対面とする。

◎－－－　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
基礎的な知識を身につけ、説明できるようにする。(DP1-1)(知
識・理解)

各学問が生まれた近代という時代背景について基礎的な知識を
身につけ、それらを説明できるようにする。(DP2-1)(知識・理
解)

他者や異文化に関する歴史的背景について、それらを説明でき
るようにする。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として前回の授業で配布した資料を見直しておくこと。
(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：ヨーロッパ人の世界進出と近代世界の形成に関する
基本的な知識を身につけ、説明できているかどうかを評価の基
準とする。
評価方法：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：スタートアップ授業（動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wbo6u5vjne1ia8yxrdzqzt67l36qw9o5)



2023-S000009414-09西洋史Ａ「BB」（ヨーロッパ古代・中世）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2023/07/31　夜１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　－－－◎

西洋史の基礎的な知識を身につける。(DP1-1)(知識・理解)

西洋史の学習によって「現在の歴史性」を理解する。(DP2-1)
(知識・理解)

西洋史の学習によって相対的な考え方を身につける。(DP2-2)
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レジメの正午の確認(600分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％（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）。ただし出席率（2/3以上の出
席）が前提。

◎－－－　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（スタートアップ授業動画配信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
f6loxk9hgx1rdilwqle5bmr04enhqd9l)



2023-S000009414-A0西洋史Ａ「教養ゼミ」（疫病の歴史を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

渡邉　裕一

◎－－－　概要　－－－◎

　新型コロナ感染症の世界的流行は、いまだ終息をみておりま
せん。ここ数年間における疫病の流行と社会の混乱について
は、皆さん自身がリアルタイムで体験し、人間の無力を思い知
らされた人も多いでしょう。しかし、人類が未知の感染症や疫
病に直面したのは、新型コロナ感染症が初めてではありませ
ん。疫病の歴史を知ることで、新型コロナ以後の社会について
皆さんとともに考えてみたいと思います。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、少人数のゼミ形式で実施します。グループワーク
や受講生同士のディスカッションも取り入れて実施しますの
で、受講生の積極的な参加を期待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

疫病の歴史に関する基礎的な知識を身につけ、それらを説明す
ることができる。(DP1-1)(知識・理解)

歴史学の基礎を踏まえて、感染症および疫病の歴史を考察する
ことができる。(DP2-1)(知識・理解)

歴史上の疫病に直面した社会や人々の考え方や価値観を理解し
たうえで、現代社会の問題点を歴史的な視点から考えることが
できる。(DP2-2)(知識・理解)

グループワーク等での活動や発言の機会で、自分の考えや意見
を責任をもって表現することができる。(DP3-1)(態度・志向性)

グループで課題を設定し、異なる意見をもつ他者とも協力し
て、課題の解決に取り組むことができる。(DP4-2)(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、主体的・積
極的な学習を進め、理解を深める努力をしてください。予備知
識は必要ありませんが、グループ発表前には、グループ単位で
の予習・発表準備が必要になります。(60分)

授業後は各自で内容の復習を行い、不明な点は次回の授業で質
問するようにしてください。(30分)

◎－－－　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、
授業への貢献度等の平常点（60％）および発表（40％）によ
り、その到達度を総合的に評価します。平常点については、主
体的な取り組みができたか否かが重要な評価基準となります。
発表では、自ら問いを立て、適切な文献や映像資料を参考に
し、その問いに対する独自の見解を導き出し、それを論理的・
客観的な言葉で説得的にプレゼンできるかどうかを評価の重要
な基準とします。
　このクラスは定期試験中には試験は実施しません。再試験も
実施しませんので、ご注意ください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。必要に応じて資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

渡邉裕一「災難の後に―ペストが流行れば金貸しが儲か
る？」福岡大学人文学部歴史学科編『18歳からの歴史学入
門』（彩流社、2019年）　ISBN 9784779125546
甚野尚志編『疫病・終末・再生: 中近世キリスト教世界に
学ぶ』（知泉書館、2021年）　ISBN 486285348X
その他の文献は、授業中に適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特別な予備知識は必要ありませんが、主体的・積極的に
授業に参加してください。無断欠席はやめてください。第
1回目の授業で、その他の注意点について述べます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
２．感染症とは？　
３．新型コロナ感染症について
４．疫病の歴史を考える
５．具体例　ペスト①
６．具体例　ペスト②
７．具体例　ペスト③
８．課題の設定
９．文献調査①
１０．文献調査②
１１．文献調査③
１２．発表①
１３．発表②
１４．発表③
１５．まとめ
＊受講者の希望や授業の進度に応じて変更の可能性があり
ます

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
jkfo1r1soff7ghr0qr0umsq5ulidgkh8)



2023-S000009420-01西洋史Ｂ（環境と開発の西洋史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

福元　健之

◎－－－　概要　－－－◎

今日では、「持続可能な開発目標」（SDGs）という言葉を省庁や企
業の活動のなかにたくさん見つけることができます。「オーガニッ
ク」や「エシカル（倫理的）な消費」といった言葉も、多くのひとが
耳にしたことがあるのではないでしょうか。人類の経済活動は、地球
の環境を汚染し、やがて資源が枯渇すれば、文明的な生活そのものが
脅かされるということが世界中で真剣に議論されています。

本授業は講義形式で、ヨーロッパを中心とした西洋世界の歴史を学ぶ
ことで、こうした現代の問題について歴史的に考えることを目指しま
す。地球の広い範囲に植民地を形成し、資源を交換・略奪し、工業化
を達成した西洋世界の歴史は、いま人類が抱えている問題を反省する
うえで重要なヒントに満ちています。

なぜ世界は平等に発展することができなかったのか。また、不平等を
解消することがなぜこれほど困難なのか。これらを半期のあいだ考え
ることで、社会や経済のあり方に関して近視眼的ではない、歴史的な
展望をえることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界の経済や環境の歴史に関する基礎的な知識を習得する(DP1-1)(知
識・理解)

現代の問題を歴史的文脈の中で考える基礎的な技能を習得する
(DP1-1)(技能)

社会問題の解決に関心をもつ基礎的な態度・志向性を習得する
(DP1-1)(態度・志向性)

歴史を多角的な視角から理解することができる(DP2-1)(知識・理解)

歴史を考えるための様々な方法や視点を習得する(DP2-1)(技能)

過去から学んだことを現代社会に活かすことができる(DP2-1)(態度・
志向性)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に（彼らの側に立って）考える
ことができる(DP2-2)(知識・理解)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に考えるための方法や視点を習
得する(DP2-2)(技能)

国際的な問題の解決に向けて世界に開かれた態度・志向性を習得する
(DP2-2)(態度・志向性)

正しい歴史認識とはどのようなものかを自ら判断できる(DP3-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次回の概要を説明するので、そのことについて自分なりに調べ
ること（予習）(30分)

毎回の講義の内容を復習すること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記①・②から成績は評価します。
①小テスト（30％）：講義内容の理解度（知識・理解）や、質問など
による積極的な受講態度（態度・志向性）を基準に評価します。
②定期試験（70％）：論述する方式の試験をします。講義で扱った出
来事や概念が適切に理解できているか（知識・理解）、論理的な記
述・明晰な文章にするための表現ができているか（技能）、異文化に
開かれた態度で書かれているか（態度・志向性）、を基準に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。授業中に資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・私語厳禁
・遅刻した者は、講義の終了後に必ず理由を説明するこ
と。正当ではない理由の場合、欠席とする
・スマートフォンや携帯電話を机の上に出したままにして
はならない

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．近世のアジアとヨーロッパ
３．大西洋を移動したヒトとモノ
４．砂糖の生産と消費
５．人権の及ぶ範囲
６．工業化と都市化
７．アメリカ南部の綿花と奴隷
８．奴隷解放宣言の理想と現実
９．経済先進国の多極化
１０．帝国と開発
１１．フォードの自動車工場
１２．ナチスの経済政策
１３．国際連合とWHO
１４．SGDsへの道
１５．現代奴隷制について（まとめ）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
o6zo5odga5vcl2k48mmrkvv6iut1m9kv)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、講義形式にて実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史学、とくに西洋史に関する基礎的な知識を理解し、それを
説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

現代社会とは異なる中・近世ヨーロッパ世界の特質を理解し、
それを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

中近世ヨーロッパ史に関する正確な理解に基づいて、現代社会
の特質を考えることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　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、不明な点は次回の授業で質問するようにしてく
ださい。(60分)

◎－－－　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。欠席・遅刻に
注意し、各講義のあとは復習を忘れないようにしてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
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．宗教改革と農民戦争
９．急進派からみた宗教戦争
１０．宗派化の時代
１１．カトリックの動向
１２．宗教改革500周年
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wqnf9jg2e9e1k8yswur4yjadzda54gpe)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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　－－－◎

西洋史の学習によって「現在の歴史性」を理解する。(DP2-1)
(知識・理解)

西洋史の学習によって相対的な見方ができるようにする。
(DP2-2)(知識・理解)

西洋史の基礎的な事象を説明できるようにする。(DP1-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レジュメの用語の確認。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％（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）。ただし出席率（2/3以上の出
席）が前提。

◎－－－　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（スタートアップ授業動画
配信）
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.工業化の諸問題１
７.工業化の諸問題２
８.近代独仏関係とユダヤ人問題１
９.近代独仏関係とユダヤ人問題２
１０.近代独仏関係とユダヤ人問題３
１１.東欧ユダヤ人ザメンホフの夢
１２．ナチとユダヤ人１（アーリア条項とニュルンベルク
法）
１３.ナチとユダヤ人２（四カ年計画と第三帝国の経済社
会体制）
１４.ナチとユダヤ人３（経済の脱ユダヤ化とアーリア
化）
１５.ナチとユダヤ人４（六月行動とポグロム１９３８
年）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
t1jpl8bgojb6j7m5p8edakf18l7nsa69)



2023-S000009420-04西洋史Ｂ（環境と開発の西洋史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　４時限　　

福元　健之

◎－－－　概要　－－－◎

今日では、「持続可能な開発目標」（SDGs）という言葉を省庁や企
業の活動のなかにたくさん見つけることができます。「オーガニッ
ク」や「エシカル（倫理的）な消費」といった言葉も、多くのひとが
耳にしたことがあるのではないでしょうか。人類の経済活動は、地球
の環境を汚染し、やがて資源が枯渇すれば、文明的な生活そのものが
脅かされるということが世界中で真剣に議論されています。

本授業は講義形式で、ヨーロッパを中心とした西洋世界の歴史を学ぶ
ことで、こうした現代の問題について歴史的に考えることを目指しま
す。地球の広い範囲に植民地を形成し、資源を交換・略奪し、工業化
を達成した西洋世界の歴史は、いま人類が抱えている問題を反省する
うえで重要なヒントに満ちています。

なぜ世界は平等に発展することができなかったのか。また、不平等を
解消することがなぜこれほど困難なのか。これらを半期のあいだ考え
ることで、社会や経済のあり方に関して近視眼的ではない、歴史的な
展望をえることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界の経済や環境の歴史に関する基礎的な知識を習得する(DP1-1)(知
識・理解)

現代の問題を歴史的文脈の中で考える基礎的な技能を習得する
(DP1-1)(技能)

社会問題の解決に関心をもつ基礎的な態度・志向性を習得する
(DP1-1)(態度・志向性)

歴史を多角的な視角から理解することができる(DP2-1)(知識・理解)

歴史を考えるための様々な方法や視点を習得する(DP2-1)(技能)

過去から学んだことを現代社会に活かすことができる(DP2-1)(態度・
志向性)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に（彼らの側に立って）考える
ことができる(DP2-2)(知識・理解)

歴史上の様々な他者や文化を、内在的に考えるための方法や視点を習
得する(DP2-2)(技能)

国際的な問題の解決に向けて世界に開かれた態度・志向性を習得する
(DP2-2)(態度・志向性)

正しい歴史認識とはどのようなものかを自ら判断できる(DP3-1)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、次回の概要を説明するので、そのことについて自分なりに調べ
ること（予習）(30分)

毎回の講義の内容を復習すること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

下記①・②から成績は評価します。
①小テスト（30％）：講義内容の理解度（知識・理解）や、質問など
による積極的な受講態度（態度・志向性）を基準に評価します。
②定期試験（70％）：論述する方式の試験をします。講義で扱った出
来事や概念が適切に理解できているか（知識・理解）、論理的な記
述・明晰な文章にするための表現ができているか（技能）、異文化に
開かれた態度で書かれているか（態度・志向性）、を基準に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。授業中に資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・私語厳禁
・遅刻した者は、講義の終了後に必ず理由を説明するこ
と。正当ではない理由の場合、欠席とする
・スマートフォンや携帯電話を机の上に出したままにして
はならない

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．近世のアジアとヨーロッパ
３．大西洋を移動したヒトとモノ
４．砂糖の生産と消費
５．人権の及ぶ範囲
６．工業化と都市化
７．アメリカ南部の綿花と奴隷
８．奴隷解放宣言の理想と現実
９．経済先進国の多極化
１０．帝国と開発
１１．フォードの自動車工場
１２．ナチスの経済政策
１３．国際連合とWHO
１４．SGDsへの道
１５．現代奴隷制について（まとめ）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
d53pjrgcf8niuefgwl2ublmuc4yysqfi)



2023-S000009420-05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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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　－－－◎

西洋史の基礎的用語を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

西洋史の学習によって「現在の歴史性」を理解する。(DP2-1)
(知識・理解)

西洋史の学習によって相対的な見方を身につける。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レジュメの用語の確認。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％（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）。ただし出席率（2/3以上の出
席）が前提。

◎－－－　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（スタートアップ授業動画
配信）
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.工業化の諸問題１
７.工業化の諸問題２
８.近代独仏関係とユダヤ人問題１
９.近代独仏関係とユダヤ人問題２
１０.近代独仏関係とユダヤ人問題３
１１.東欧ユダヤ人ザメンホフの夢
１２．ナチとユダヤ人１（アーリア条項とニュルンベルク
法）
１３.ナチとユダヤ人２（四カ年計画と第三帝国の経済社
会体制）
１４.ナチとユダヤ人３（経済の脱ユダヤ化とアーリア
化）
１５.ナチとユダヤ人４（六月行動とポグロム１９３８
年）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
gbfvwgd1m7aggy2abqclgy0zy7xg06q5)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/24　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。

授業の進め方や学習の方法
　本授業は、講義形式にて実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

歴史学、とくに西洋史に関する基礎的な知識を理解し、それを
説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

現代社会とは異なる中・近世ヨーロッパ世界の特質を理解し、
それを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

中近世ヨーロッパ史に関する正確な理解に基づいて、現代社会
の特質を考えることができる。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　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、不明な点は次回の授業で質問するようにしてく
ださい。(60分)

◎－－－　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。欠席・遅刻に
注意し、各講義のあとは復習を忘れないようにしてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
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．宗教改革と農民戦争
９．急進派からみた宗教戦争
１０．宗派化の時代
１１．カトリックの動向
１２．宗教改革500周年
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cxtfg3uzvjyeocabho0v02i5xk9oglbn)



2023-S000009420-09西洋史Ｂ「BB」（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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2024/01/22　夜１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　－－－◎

西洋史の基礎的な用語を説明できる。(DP1-1)(知識・理解)

西洋史の学習によって「現在の歴史性」を理解する。(DP2-1)
(知識・理解)

西洋史の学習によって相対的な見方を身につける。(DP2-2)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レジュメの用語の確認。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験100％（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）。ただし出席率（2/3以上の出
席）が前提。

◎－－－　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（スタートアップ授業動画
配信）
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.工業化の諸問題１
７.工業化の諸問題２
８.近代独仏関係とユダヤ人問題１
９.近代独仏関係とユダヤ人問題２
１０.近代独仏関係とユダヤ人問題３
１１.東欧ユダヤ人ザメンホフの夢
１２．ナチとユダヤ人１（アーリア条項とニュルンベルク
法）
１３.ナチとユダヤ人２（四カ年計画と第三帝国の経済社
会体制）
１４.ナチとユダヤ人３（経済の脱ユダヤ化とアーリア
化）
１５.ナチとユダヤ人４（六月行動とポグロム１９３８
年）

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/8wb8os3fy12zew3nq5pt3ej22bhdcnqv)



2023-S000009420-A0西洋史Ｂ「教養ゼミ」（「私たち」から見る日米関係史）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

森　丈夫

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は演習形式で行います。誰でも知っているように「ア
メリカ合衆国」という国は、今の日本にとてつもなく大きな影
響を及ぼしている国です。最大の貿易相手の一つというだけで
なく、日本の経済・外交・内政を大きく左右し、文化的規範と
もなってきました。
　しかし、アメリカとの付き合いは今に始まったことではあり
ません。19世紀半ばのペリーの来航以来、時に近代化の模範と
して、時に敵国として、時に移民の送り先として、時に・・・
と、日本とアメリカは数多くの面で密接な関係を結んできまし
た。現在の日本とアメリカが結んでいる経済・外交・軍事・文
化の関係は、こうした歴史発展の中から生まれてきたものと
いっていいでしょう。
　本ゼミでは、このような日本とアメリカの関係の歴史を学び
たいと思います。授業では、まず現在の日本を観察して、どの
ような形で日本の政治・文化・経済にアメリカが影響を与えて
いるかを考えます。以降、明治から現代までの日米関係史に関
する勉強を行います。
　授業では、受講生全員が参考文献の読解やビデオ鑑賞を行な
い、共通の知識を身に着けた上で意見交換を行います。半期を
通じて、およそ全体の７割の授業で、受講者全員に参考文献の
読解が求められます。文献は論文や本の一部です。
　初回は動画配信によるスタートアップ授業とし、残りの14回
は対面とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日米関係史の基礎的な理解を身につけ、現代の日本社会におい
てアメリカが持つ意味を説明できるようにする。(DP1-1)(知
識・理解)

レポートの作成に関する基礎的な方法と習慣を身につける。
(DP2-1)(態度・志向性)

異なる時代に生きる人々へ理解を身につけ、説明できるように
する。(DP2-2)(知識・理解)

グループ学習において、議論に加わり、全体の理解を向上でき
るようにする。(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

受講生は毎回の授業の準備として、必ず参考文献の読解とミ
ニッツペーパーの作成を行う。(90分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：参考文献を読解する、ないしはビデオを鑑賞するな
どし、その内容を理解した上で、意見を形成できたかどうかを
評価の基準とする。
評価方法：配点は、ミニッツペーパー（①課題のテキストを予
習し、指定した問いについて意見を述べる、②ビデオを鑑賞
し、指定した問いについて意見を述べる）6割、授業中の意見
発表4割。
定期試験を実施しない科目のため、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・およそ半期全体の７割の授業で、受講者全員に参考文献
の読解が義務づけられます。
・ゼミは、学生が主体となって行うので、出席は必須とな
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション：スタートアップ授業（動画配信）
2 日米関係を理解する
3 日本人にとってのアメリカ
4 在日米軍基地問題
5 戦前の日米関係①
6 戦前の日米関係②大衆社会
7 戦前の日米関係③アメリカのイメージ
8 太平洋戦争
9 占領期の日米関係①
10 占領期の日米関係②
12 占領期の日米関係③
13 安保と日米関係①安保条約
14 安保と日米関係②安保闘争
15 戦後の日米関係③アメリカと大衆文化

　　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
qec8f91zgdp0y8x3r4sm9vd0cmadw88u)



2023-S000009444-01西洋教育史（子どもと教育の「当たり前」を再考する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/02　６時限　　

岡野　亜希子

◎－－－　概要　－－－◎

誰もが必ず経験しているというのが「教育」の特徴の一つで
す。そのような教育を対象にしているという意味で、教育に関
する学問は他の学問に比べてなじみやすく身近なものであると
言えます。しかしながら、いざ教育を社会問題として考えよう
とすると、今度は自分の経験が先入観や偏見につながってしま
うこともあります。自分の経験を大切にしながらも、それだけ
ではない多面的・客観的な見方で教育に関わる様々な事象をと
らえなおすことができるようになるには、どうすればよいで
しょうか。この科目では、現在の私たちの教育観に深くかか
わっている教育思想を知り、私たちが普段「当たり前」だと感
じている子どもや教育に関する事柄をあらためて見直してみま
す。本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な教育思想や教育論を知る(DP1-1)(知識・理解)

教育思想や教育論があらわれた背景を考えることができるよう
になる(DP2-1)(知識・理解)

教育思想や教育論が登場した背景をふまえて、子どもや教育を
めぐる課題を考えることができるようになる(DP2-2)(知識・理
解)

課題作成を通じて、自分の考えを客観的・論理的に表現するこ
とができるようになる(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、シラバスを参考に事前に資料などを確認する(30
分)

復習として、自分でとったノートやメモ、講義内で示した資料
や参考図などを確認しながら課題に取り組む(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上にあげた到達目標が達成されているかどうかを、定期試験を
中心に中間テストや小レポートなど用いて評価します。定期試
験や課題の内容は授業内で詳しく説明します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しないが、必要に応じて資料を配布する

◎－－－　参考書　－－－◎

『いま、教室に生きる教育の思想と歴史』　ISBN
978-4-86555-106-8C30
『教育思想史』　ISBN 978-4641123847
そのほかの参考図書は講義内で紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

みなさんが安心して受講できるようにしたいと考えていま
す。そのため、他の人の学習や講義の進行を妨げる行為は
厳禁です。また、講義中に課題を出して提出してもらうこ
とがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：概要、進め方、評価の仕方（ス
タートアップ授業）
2．古代ギリシアの教育とその思想
3．中世の教育とその思想(1)
4．中世の教育とその思想(2)
5．近代の教育思想(1)中世から近代へ
6．近代の教育思想(2)子どもの発見
7．前半のまとめ
8．人権概念の登場と子どもの権利
9．公教育の思想
10．児童中心主義(1)
11．学校教育と教授学習理論の発展
12．児童中心主義(2)
13．日本への影響
14．現在の教育課題を考える
15．これまでのまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
mng1k88bkfil5j7if2oq9f6r2i548p7p)



2023-S000009444-02西洋教育史（子どもと教育の「当たり前」を再考する）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/02　６時限　　

岡野　亜希子

◎－－－　概要　－－－◎

誰もが必ず経験しているというのが「教育」の特徴の一つで
す。そのような教育を対象にしているという意味で、教育に関
する学問は他の学問に比べてなじみやすく身近なものであると
言えます。しかしながら、いざ教育を社会問題として考えよう
とすると、今度は自分の経験が先入観や偏見につながってしま
うこともあります。自分の経験を大切にしながらも、それだけ
ではない多面的・客観的な見方で教育に関わる様々な事象をと
らえなおすことができるようになるには、どうすればよいで
しょうか。この科目では、現在の私たちの教育観に深くかか
わっている教育思想を知り、私たちが普段「当たり前」だと感
じている子どもや教育に関する事柄をあらためて見直してみま
す。本授業は講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的な教育思想や教育論を知る(DP1-1)(知識・理解)

教育思想や教育論があらわれた背景を考えることができるよう
になる(DP2-1)(知識・理解)

教育思想や教育論が登場した背景をふまえて、子どもや教育を
めぐる課題を考えることができるようになる(DP2-2)(技能)

課題作成を通じて、自分の考えを客観的・論理的に表現するこ
とができるようになる(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、シラバスを参考に事前に資料などを確認する(30
分)

復習として、自分でとったノートやメモ、講義内で示した資料
や参考図などを確認しながら課題に取り組む(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上にあげた到達目標が達成されているかどうかを、定期試験を
中心に中間テストや小レポートなど用いて評価します。定期試
験や課題の内容は授業内で詳しく説明します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しないが、必要に応じて資料を配布する

◎－－－　参考書　－－－◎

『いま、教室に生きる教育の思想と歴史』　ISBN
978-4-86555-106-8C30
『教育思想史』　ISBN 978-4641123847
そのほかの参考図書は講義内で紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

みなさんが安心して受講できるようにしたいと考えていま
す。そのため、他の人の学習や講義の進行を妨げる行為は
厳禁です。また、講義中に課題を出して提出してもらうこ
とがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：概要、進め方、評価の仕方（ス
タートアップ授業）
2．古代ギリシアの教育とその思想
3．中世の教育とその思想(1)
4．中世の教育とその思想(2)
5．近代の教育思想(1)中世から近代へ
6．近代の教育思想(2)子どもの発見
7．前半のまとめ
8．人権概念の登場と子どもの権利
9．公教育の思想
10．児童中心主義(1)
11．学校教育と教授学習理論の発展
12．児童中心主義(2)
13．日本への影響
14．現在の教育課題を考える
15．これまでのまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
d8nzrjh263suc7zisj31cjrwmeww4jn3)



2023-S000009444-03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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/02　６時限　　

勝山　吉章

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、講義形式で行う。
　古代ギリシャ・ローマからの西洋の教育の歴史を振り返りな
がら、教育のあり方を語っていきたい。古代から教育は、人間
性を育み、人間理性による認識を啓発するものとして営まれて
きた。そのことが人間としてのあり方、生き方を青少年に深く
熟考させてきた。理想的な人間とは何か。理想的な生き方とは
何か。本来、教育とはそういう人間自身の内面の問いかけに発
するものであり、その内面の問いかけに応える場として学校が
形成されてきた。アリストテレスは、スクールの語源であるス
コーレ（閑暇）こそが、自由人の特権であり、学びの場である
と説いた。本講義は、西洋の教育を通して人間とは何か、理性
や中庸を重んじストイックに生きるとは何かを論じていきた
い。
　授業は、テキストを読み進めながら。適度に画像や動画を示
しながら立体的に進めていく所存である。受講生はテキストの
授業の予定箇所を事前に読み、理解しておくことが求められ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋教育史に関する基礎的知識を身につける。(DP1-1)(知識・
理解)

西洋教育史を通して広い視野を培い、物事を多角的に見るよう
になる。(DP2-1)(態度・志向性)

西洋教育史を通して異文化、異文脈への理解を深めることが出
来る。(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業予定のテキストの内容をよく読んでおくこと。場合によっ
ては、高校の世界史の教科書を見直しておくこと。(30分)

授業内容振り返りながら、要点をノート等に整理しておくこ
と。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「知識・理解」としては、西洋の教育の成り立ち、その制度や
思想などについて知り、異文化について理解したかどうかを定
期試験で評価し、多角的な視野を持ち得たかどうかの「態度・
志向性」については授業中に課す課題において評価する。
評価の方法は、定期試験の結果、授業中の課題、授業の際の参
加状況等で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

勝山他『いま、教室に生きる教育の思想と歴史』あいり出
版 ISBN978-4-86555-106-8 C3037  2000円

◎－－－　参考書　－－－◎

勝山他『西洋の教育の歴史を知る』あいり出版　ISBN
9784901903479

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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。
なお担当者は、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．ガイダンス（スタートアップ授業）
2．古代ギリシャの教育
3．ソクラテス・プラトン・アリストテレスの教育思想(1)
4．ソクラテス・プラトン・アリストテレスの教育思想
（2）
5.古代ローマの教育
6．中世僧院の教育
7．大学と都市国家の誕生
8．ルネッサンスと教育
9．宗教改革と教育
10．科学革命と教育
11. コメニウスの教育思想
12．ルソーの教育思想
13．ペスタロッチの教育思想
14．フレーベルの教育思想
15．まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/8hxpk4tcvd1xe10ceegn3tz1b0ich0dg)



2023-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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/02　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ます。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ます。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なの
です。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しま
す。
　講義の内容として、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きます。
　　本授業では、パワーポイントを活用した講義形式で進めて
いきます。毎時間、講義資料となるプリントを配布します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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
(DP1-1)(知識・理解)

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(DP2-1)(知識・理解)

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(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの指定されたページを読む(60分)

復習：テキストの授業内容にかかわるページを読み、授業内容
の理解を深める(30分)

復習：授業の終わりに提示される課題（各回の授業テーマに関
わる質問）に取り組む(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
（到達目標1）
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（到達目標2）
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（到達目標3）

　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『いま、教室に生きる教育の思想と歴史』あ
いり出版、2023年
ISBN978-4-86555-106-8C3037　（2000円）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。不適切な受講態度や他
の受講者の迷惑になる受講態度に対しては厳しく対応しま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 イントロダクション：スタートアップ授業（動画
配信）
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　　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/7fbexcdqj10k2bxj75zo1gimbnlzt586)



2023-S000009444-05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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/08/02　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ます。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ます。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なの
です。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しま
す。
　講義の内容として、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きます。
　　本授業では、パワーポイントを活用した講義形式で進めて
いきます。毎時間、講義資料となるプリントを配布します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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
(DP1-1)(知識・理解)

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(DP2-1)(知識・理解)

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(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの指定されたページを読む(60分)

復習：テキストの授業内容にかかわるページを読み、授業内容
の理解を深める(30分)

復習：授業の終わりに提示される課題（各回の授業テーマに関
わる質問）に取り組む(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
（到達目標1）
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（到達目標2）
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（到達目標3）

　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『いま、教室に生きる教育の思想と歴史』あ
いり出版、2023年
ISBN978-4-86555-106-8C3037　（2000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎時間、質問カードを配布します。不適切な受講態度や他
の受講者の迷惑になる受講態度に対しては厳しく対応しま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 イントロダクション：スタートアップ授業（動画
配信）
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　　　

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
amdnmcwnqtzghixiw1at685dy8v04bt7)



2023-S000009426-01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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

授業形態：講義型

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　－－－◎

1. 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。(DP1-1)(態度・志向性)

2. 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り、広い視野を得
て、ものごとを多角的に見ることができるようになる。
(DP2-1)(技能)

3.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。(DP2-2)(態度・志向性)

4. ミュージカル作品のさまざまな登場人物の生き方を学ぶこと
により、責任ある発言・行動を行う態度・志向性が身につく
(DP3-1)(態度・志向性)

5. ミュージカル作品のさまざまな登場人物の生き方を学ぶこと
により、さまざまな人々の関係構築に貢献できる技能が身につ
く。(DP4-2)(技能)

◎－－－　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。(60
分)

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。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート10%（到達目標の1と3）、定期試験90%（到達目標の2
と4と5)

◎－－－　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　－－－◎

池田雅之『猫たちの舞踏会：エリオットとミュージカル
「キャッツ」』角川ソフィア文庫　ISBN 9784044093013

◎－－－　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) イントロダクション（スタートアップ授業）
(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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
px6rmprl8awwic5woxuyisp9uztf4z68)



2023-S000009426-02西洋文学Ａ（現実と夢）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

山中　博心

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツの18世紀、19世紀の詩人の内「古典主義」、「ロマン
主義」の詩人ゲーテ、シラー、ヘルダーリン、ハイネの詩を読
む。現実を見据えながら調和を求める者、内面の夢を膨らます
者、いずれにしても大きな枠の中で生かされていると言える。
　主観的なものと客観的なものの総合を考える。
毎回提出するミニッツペーパーの中身もそれに準じる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学と言葉に関する基本的知識の獲得(DP1-1)(知識・理解)

世界と自己との関係を構築(DP1-2)(態度・志向性)

西洋と日本の文化的背景の理解(DP2-2)(知識・理解)

人文、社会、自然科学を概括する(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：該当詩人に関するテキストの解説を読んでおくこと(30
分)

復習：学んだ詩を次の詩と関連づけること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回のミニッツペーパー（28点：２点  14回）
定期試験：72点
　
達成目標１～４に即して評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

庄野幸吉・檜山哲彦編
『ドイツ名詩選』（岩波文庫）970円　ISBN4-00-324601-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の予習、復習が全体の理解につながることを心がける

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業
２　クロップシュトック
３　ゲーテ
４　ゲーテ
５　ゲーテ
６　シラー
７　ヘルダーリン
８　ヘルダーリン
９　ノヴァーリス
10  　クライスト
11   ハイネ
12　ハイネ
13  ハイネ
14  ハイネ
15  前期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
lqrzxbpde3y6p50qv52wj082ed3o1jpu)



2023-S000009426-03西洋文学Ａ（恋愛の歴史IーLGBTQの問題を考える）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

鈴木　隆美

◎－－－　概要　－－－◎

　古代ギリシャ、ローマから連綿と続く西洋文学の伝統の中で、恋
愛は中心的なテーマの一つでありました。しかしながら時代ごとの
恋愛のイメージは、古代と現在では天と地ほども違います。本講義
では、古代ギリシャ、ローマから、フランス、ドイツ、イギリスな
どの文学作品の抜粋を読むことによって、時代ごとの恋愛表象の変
遷を見ていきます。その中で、どのように制度としての恋愛（恋愛
とはこうあるべき、という時代ごとの規範）が変わっていったのか
を見ていきます。前期は中世までを取り扱います。
　そうした作業を通じて、西洋文化の中に深く根を下ろした恋愛と
いう文化現象に対する理解を深めると同時に、それがどのように日
本に受容されたのか、ということも考えていきます。具体的には、
講義の内容と関係するような、現代日本のヒット曲の歌詞を取り上
げ、学生の意見、感想を取り上げながら分析していく、ということ
を行います。
　また近年のジェンダー論、クイア研究の視点から、文学作品を読
み直す、ということも実践していきます。現代は「男はこうあるべ
き、女はこうあるべき」というジェンダー規範がひどく揺らいでい
る時代だと言えるでしょう。そのような視点から、過去の文学作品
を読み直すことにより、得られる知見は馬鹿にできないものです。
本講義は基本的に全てLGBTQの問題に深く関わる内容ともなって
います。
　そのように様々な文学作品の読解を通じて、文学の魅力、文学の
持つ力を少しでも感じてもらえれば、あるいはその小さなきっかけ
になれば、講義担当者としてはうれしく思います。
　講義は基本的にレクチャー形式て行いますが、適宜参加者による
討議の時間を設けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋文学が持つ、文化を規定する力について、基礎的な事柄を理解
し、特に恋愛文化に関する歴史の概要を理解している。(DP1-1)(知
識・理解)

文学、哲学、クイア論に対する基礎的なビジョンを持つことができ
る(DP2-1)(知識・理解)

恋愛文化を通じ、日本と西洋の異質性について理解している
(DP2-2)(知識・理解)

西洋の恋愛文化に関して、LGBTQの問題を理解しつつ意見を述べ
ることができる(DP3-1)(態度・志向性)

西洋における恋愛文化に関する知識をもとに、現在の日本の状況に
関して、意見を述べることが出来る。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、各回に対応する教科書の章をよく読み、分からない部
分をまとめておくこと。(45分)

復習として、各回の講義内容をまとめ、分からない部分、疑問に
思った部分を自分でまとめておくこと。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験では西洋文学における恋愛表象の基礎知識
について問います。また、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論述が論理的に展開されているかど
うかを評価します。定期試験を５割（到達目標１、２、３、４、
５）、ミニッツペーパーを５割（到達目標１、２、３、４、５）と
して成績評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木隆美『恋愛制度、束縛の２５００年史ー古代ギリシャ
から現代日本まで』光文社新書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

男はこうあるべき、女はこうあるべき、という決め付けの
中で生きている人には不快な要素があるかもしれません。
そのような人には履修をお勧めしません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．古代ギリシャの恋愛１
３．古代ギリシャの恋愛２
４．古代ギリシャの恋愛３
５．古代ローマの恋愛１
６．古代ローマの恋愛２
７．古代ローマの恋愛３
８．まとめ、フォローアップと意見交換
９．中世宮廷恋愛１
10.  中世宮廷恋愛2
12.  中世宮廷恋愛3
13.  中世宮廷恋愛4
14.  フォローアップと意見交換
15.  まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
xzk8vu4w7khen7ddparep1qxvmilw4ph)



2023-S000009426-04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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　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、彼自身の小説『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。講義では、ただ本文
を読むだけでは理解できない、外国文学ならではの時代的・文化的な背景
や、作品の一言一句にこめられた思想的な特徴などについても解説しま
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、現代日本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。(DP1-1)(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。(DP2-1)(技能)

上記のことを自分の言葉で説明する力をつける。(DP3-1)(態度・志向性)

異文化への理解(DP2-2)(知識・理解)

共同体の課題を当事者として捉えようとする態度・志向性(DP4-2)(態度・
志向性)

◎－－－　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）
(30分)

　復習としては、毎回の授業後、その日の講義の解説とキーワードに基づ
いて、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。(30分)

◎－－－　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、
設問の答えを考えながら、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、キーワードを手がかりに設問の解答
を自分の言葉で作成してください。出欠は基本的にはとりませんが、解説
の後に、設問の解答や講義の感想を提出してもらいますので、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、講義
内容やキーワードが踏まえられているか、設問の問いにきちんと対応した
答えとなっているかを評価の基準とします。
　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、「外国文学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」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80％、平常点20％で評価します。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」を評価します。

◎－－－　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にあたって、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：スタートアップ授業：　トマス・ハーディの短編
小説を読む1
シラバスに沿った講義ガイダンス＆イントロダクション、
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
me36musupq90e0054utcdvpuuitl6l4p)



2023-S000009426-05西洋文学Ａ（エミール・ゾラ『制作』と19世紀フランスの都市文化・芸術）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　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。

　具体的な授業の進め方としては、講義形式の授業です。スライド
を見ながら授業を進めて行きますが、スライドの中には、問題が用
意されています。授業内で皆さんを指名しながら答えを考えてもら
うことで授業内容の理解を深めて行きます。授業後、次の授業まで
に解答する小テストを出します。小テストの内容を復習することで
授業内容の理解を促進し、期末テストの対策にしてもらいます。ま
た授業の中で一度1000字程度の小レポートも課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で扱う文学作品に関して基礎的な知識を理解し、説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

文学作品を学問的に考察するために必要な方法論を理解し、説明で
きる。(DP2-1)(知識・理解)

作品中で描かれる19世紀フランスの文化・社会と現代の日本の文
化・社会を比較し、共通点と差異を理解し説明することができる。
(DP2-2)(知識・理解)

授業内で指名された場合、自らの意見を責任を持って表現できる。
(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書・プリントで次回授業内容と関係する内容について予習して
おく。(30分)

授業内容を復習し小テストに解答するとともに、授業内容に関する
質問をコメント欄に書きこむ。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の判断基準は下のような割合となります。
　・定期試験の点数：50％　
　・1000字ほどの小レポート：20％
　・小テスト：20％
　・平常点：10％

・到達目標DP1-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内
容を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内
容を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-2に関しては、自らの身近な問題と文学作品の内容
を学問的に関連づけることを課題とする小レポートによって到達度
を評価します。
・到達目標DP3-1に関しては、平常点で到達度を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しません。
授業内でプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『いま、なぜゾラか』　ISBN 4-89434-306-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業内で講義内容に関して発言を求める機会がありま
す。その際の発言内容によっては平常点を減点する場合が
あることを理解した上で授業を履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）イントロダクション：スタート・アップ授業（動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/3f4lmsdifqh5eqilp0y8e8e438j36ki3)



2023-S000009426-07西洋文学Ａ（エミール・ゾラ『制作』と19世紀フランスの都市文化・芸術）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　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。

　具体的な授業の進め方としては、講義形式の授業です。スライド
を見ながら授業を進めて行きますが、スライドの中には、問題が用
意されています。授業内で皆さんを指名しながら答えを考えてもら
うことで授業内容の理解を深めて行きます。授業後、次の授業まで
に解答する小テストを出します。小テストの内容を復習することで
授業内容の理解を促進し、期末テストの対策にしてもらいます。ま
た授業の中で一度1000字程度の小レポートも課します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

授業で扱う文学作品に関して基礎的な知識を理解し、説明できる。
(DP1-1)(知識・理解)

文学作品を学問的に考察するために必要な方法論を理解し、説明で
きる。(DP2-1)(知識・理解)

作品中で描かれる19世紀フランスの文化・社会と現代の日本の文
化・社会を比較し、共通点と差異を理解し説明することができる。
(DP2-2)(知識・理解)

授業内で指名された場合、自らの意見を責任を持って表現できる。
(DP3-1)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

参考書・プリントで次回授業内容と関係する内容について予習して
おく。(30分)

授業内容を復習し小テストに解答するとともに、授業内容に関する
質問をコメント欄に書きこむ。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の判断基準は下のような割合となります。
　・定期試験の点数：50％　
　・1000字ほどの小レポート：20％
　・小テスト：20％
　・平常点：10％

・到達目標DP1-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内
容を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内
容を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-2に関しては、自らの身近な問題と文学作品の内容
を学問的に関連づけることを課題とする小レポートによって到達度
を評価します。
・到達目標DP3-1に関しては、平常点で到達度を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しません。
授業内でプリントを配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

『いま、なぜゾラか』　ISBN 4-89434-306-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業内で講義内容に関して発言を求める機会がありま
す。その際の発言内容によっては平常点を減点する場合が
あることを理解した上で授業を履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１）イントロダクション：スタート・アップ授業（動画配
信）
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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
w53bhune8d1ojacfso2o9casad1lekyd)



2023-S000009426-09西洋文学Ａ（シェイクスピアの悲劇と歴史劇）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/28　４時限　　

鶴田　学

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容
ここでは、イギリス文学を代表するウィリアム・シェイクスピ
アの演劇を通じて、イギリス・ルネサンスの文学について学び
ます。シェイクスピアは実に多才な作家で喜劇、悲劇、歴史
劇、ロマンス劇といった様々なジャンルの作品を残しています
が、ここでは特に『ロミオとジュリエット』や『ハムレット』
などが有名な悲劇と『ヘンリー五世』などの英国史劇、
『ジューリアス・シーザー』などのローマ史劇に焦点を当てま
す。文学に親しむことと平行して、イギリスの歴史・文化に関
するトピックにも言及します。

授業の進め方や学習の方法
教員によるレクチャー形式で進められ、シェイクスピア研究・
上演に関する国内外の最新の情報も盛り込んでいきます。学生
は、その回に扱う作品の概要を教科書に沿って理解しておくこ
と、必要に応じてノートを取ることが求められます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. シェイクスピアの悲劇・歴史劇に関する基礎的な知識を身に
つけ、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

2. シェイクスピアの悲劇・歴史劇の筋や内容を理解し、それら
を説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

3. シェイクスピアの悲劇・歴史劇に現れる近代初期イギリスの
文化に関心を持ち、異文化を理解する志向性を伸ばす。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で扱う作品のあらすじを教科書で確認し、必要に応
じて部分的に日本語訳を読んでくること。(60分)

復習：作品の有名な一節を音読したり、暗唱すること。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の80％は、定期試験期間中に実施する筆記試験により
ます。残り20％は掲示板への書き込みを含む授業参加によりま
す。定期試験では「シェイクスピアの悲劇・歴史劇に関する基
礎的な知識」と「筋や内容」を記号式の客観問題と記述を織り
交ぜて評価します。それには代表的な悲劇、歴史劇の背景、舞
台表象などを押さえていることも含まれます（到達目標1,2）。
掲示板への書き込みや意見交換を含む授業参加によって、「異
文化を理解する志向性」を評価します（到達目標3）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『あらすじで読むシェイクスピア全作品』
河合祥一郎著　　価格￥864
ISBN 9784396113490

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義や試験は原則として日本語で行われますが、シェイク
スピアの特徴を正しく理解するために一部に英語を読むこ
とがあります。直接英語力を問うような問題や英文和訳の
出題はありませんが、英語という言語や英国文化に興味が
あることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　授業計画
1.イントロダクション（スタートアップ授業）
2.『ロミオとジュリエット』
3.『ハムレット』
4. 主人公ハムレットの独白
5.『マクベス』
6. 悲劇のまとめ
7.『ヘンリー六世』三部作
8.『リチャード三世』
9.『リチャード二世』
10.『ヘンリー四世』二部作
11.『ヘンリー五世』
12. 歴史劇のまとめ
13.『ジューリアス・シーザー』
14.『コリオレイナス』
15.全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ob16d2ncylqqu8zyb2u6hbclad4cipqo)



2023-S000009426-A0西洋文学Ａ「教養ゼミ」（Speculative Japan 2）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

Reading literature helps you understand your world.
Talking about the different meanings of each piece of literature helps you develop
your thinking and discussion skills.
You will be developing your own opinion as you practice agreeing and
disagreeing, partially agreeing, and partially disagreeing.

You will be given a short test at the beginning of every class, so you can show that
you have successfully completed the homework and understood the basic themes
of each story.

You will study how to read and discuss short stories.
You will take part in discussion activities.
By the end of the course, you will be able to agree and disagree with other
students as you about the main themes of a short story.

We will talk about the way Japan is imagined in the Speculative Japan stories. As
we imagine the future possibilities of Japan, we will think about Japan now.

Group activities will include:
Participating in discussions
Helping other students when they do not understand
Asking questions when you do not understand
Working together to score the individual presentation of other students

Individual activities will include:
Preparing a powerpoint set of discussion questions
Making a brief presentation about some aspect of Japanese life that is thematically
connected to the weekly reading

Although the class is taught in English, some students might mix Japanese and
English at the beginning of the course. As the course goes on, hopefully more
English will be spoken. It is also possible that exchange students will take this
course. Fukuoka University students and exchange students should help each
other.

This class will be conducted in lecture and group presentation formats.

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)(知識・理解)

社会やそれを踏まえた自分自身に対する理解を身につけている。(DP2-1)
(知識・理解)

他者・異文化・異文脈への理解を身につけている。(DP2-2)(知識・理解)

責任ある発言・行動の基礎となる知識を身につけている。(DP3-1)(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの範囲を和訳して予習をしておくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken). Each week, the class is
the exam.

Students who arrive late, or without their student ID, will be treated as absent.
Missing the beginning of each class means not understanding what has happened
in the previous week and not understanding the goals for that particular class.

Punctual class attendance, with the reading homework finished before coming to
class, and with the textbook ready to actively participate in discussions 70%
Individual presentation 20%
Individual role in group 10%

I will not explain the evaluation system in class. You must read it for yourself.

◎－－－　テキスト　－－－◎

Speculative Japan 第二巻
"The Man Who Watched the Sea" and Other Tales of Japanese Science
Fiction and Fantasy

ISBN-13: 978-4-902075-18-2

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kurodahan.com/mt/j/catalog/j0025cate.html
http://www.kurodahan.com

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Theoretically, this should be fun for you.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview: individual presentations, group evaluation of individual
presentations (Score and reasons for that score).（スタートアップ授業）
2安房 直子
"A Gift from the Sea" 海からの贈り物
翻訳：Sheryl A. HOGG
3 円城 塔
"Freud" Freud
翻訳：Kevin STEINBACH
4 大原 まり子
"The Whale that Sang on the Milky Way Network" 銀河ネットワークで歌
を歌ったクジラ
翻訳：Nancy H. ROSS
5 小川 一水
"Old Vohl's Planet" 老ヴォールの惑星
翻訳：Jim HUBBERT
6 恩田 陸
"The Big Drawer" 大きな引き出し
翻訳：Nora Stevens HEATH
7 梶尾 眞治
"Emanon: A Reminiscence" おもいでエマノン
翻訳：Edward LIPSETT
8 北國 浩二
"Midst the Mist" 靄の中
翻訳：Rossa O'MUIREARTAIGH
9 小林 泰三
"The Man Who Watched the Sea" 海を見る人
翻訳：Anthea MURPHY
10 高樹 のぶ子
"Melk's Golden Acres" メルクの黄金畑
翻訳：Dink TANAKA
11 2009 黒田藩プレス翻訳賞受賞作
谷甲 州
"Q-Cruiser Basilisk" 仮装巡洋艦バシリスク
翻訳：Simon VARNAM
12 中井 紀夫
"Mountaintop Symphony" 山の上の交響楽
翻訳：Terry GALLAGHER
13 堀 晃
"Open Up" 開封
翻訳：Roy BERMAN
14 山尾 悠子
"Perspective" 遠近法
翻訳：Ginny Tapley TAKEMORI
15 Course review

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/ioxbgh952s0umwzgvk3krb0wd37icro1)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

Please make this type of PowerPoint
(Please make this type of PowerPoint.pptx)



2023-S000009432-01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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

授業形態：講義型

　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　－－－◎

1.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。(DP1-1)(態度・志向性)

2. 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り、広い視野を得
て、ものごとを多角的に見ることができるようになる。
(DP2-1)(技能)

3. 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。(DP2-2)(態度・志向性)

4. ミュージカル作品のさまざまな登場人物の生き方を学ぶこと
により、責任ある発言・行動を行う態度・志向性が身につく
(DP3-1)(態度・志向性)

5. ミュージカル作品のさまざまな登場人物の生き方を学ぶこと
により、さまざまな人々の関係構築に貢献できる技能が身につ
く。(DP4-2)(技能)

◎－－－　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。(60
分)

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。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート10%（到達目標の1と3）、定期試験90%（到達目標の2
と4と5)

◎－－－　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) イントロダクション（スタートアップ授業）
(2) マンマ・ミーア！１
(3) マンマ・ミーア！２/ 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

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
c2w5vo3tbee0iq55ahwgpmo08j5k0fic)



2023-S000009432-02西洋文学Ｂ（混沌と希望）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

山中　博心

◎－－－　概要　－－－◎

　19世紀から20世紀への転換期の詩人と第二次世界大戦前後の
ナチズムとユダヤ人問題に焦点を当てた詩を読む。ゲオルゲ、
ホフマンスタール、リルケとツェランの詩が中心となる。ニー
チェの「神は死んだ」の後は価値観の喪失をいかに埋めるかが
問題になる。またツェランの場合、ナチスの引き起こした「あ
り得ない」事態に対して通常の言葉が不能となり、言葉による
現実の構築がよりリアルなものになってくる。
　毎回ミニッツペーパーを提出することになるが、主観的なも
のと客観的なものを総合することが肝要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学と言葉に関する基本的知識の獲得(DP1-1)(知識・理解)

世界と自分との関係を構築する(DP1-2)(態度・志向性)

人文、社会、自然科学を概括する(DP2-1)(知識・理解)

西洋と日本の文化的背景の違いを理解する(DP2-2)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：当該詩人に関するテキストの解説を読んでおくこと(30
分)

復習：学んだ詩を次の詩と関連づけること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回のミニッツペーパー（28点　２点x 14回）
定期試験　72点

到達目標の1～4に即して評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

庄野幸吉・檜山哲彦編『ドイツ名詩選』（岩波文庫）970
円
ISBN4-00-324601-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の予習、復習が全体の理解につながることを心に銘記
する

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　スタートアップ授業
２　ニーチェ
３　デーメル、ヴェーデキント
４　ゲオルゲ
５　ゲオルゲ
６　ホフマンスタール
７　ホフマンスタール
８　リルケ
９　リルケ　
10　リルケ
11　ヘッセ
12 　 ツェラン
13　　ツェラン
14  　ツェラン
15   後期のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
bdgw4lfr4kf8bvpjzvfamtp0lzsz68we)



2023-S000009432-03西洋文学Ｂ（恋愛の歴史IIーLGBTQの問題を考える）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

鈴木　隆美

◎－－－　概要　－－－◎

　古代ギリシャ、ローマから連綿と続く西洋文学の伝統の中で、
恋愛は中心的なテーマの一つでありました。しかしながら時代ご
との恋愛のイメージは、古代と現在では天と地ほども違います。
本講義では、古代ギリシャ、ローマから、フランス、ドイツ、イ
ギリスなどの文学作品の抜粋を読むことによって、時代ごとの恋
愛表象の変遷を見ていきます。その中で、どのように制度として
の恋愛（恋愛とはこうあるべき、という時代ごとの規範）が変
わっていったのかを見ていきます。後期は主に近代以降のテクス
トを扱います。
　そうした作業を通じて、西洋文化の中に深く根を下ろした恋愛
という文化現象に対する理解を深めると同時に、それがどのよう
に日本に受容されたのか、ということも考えていきます。具体的
には、講義の内容と関係するような、現代日本のヒット曲の歌詞
を取り上げ、学生の意見、感想を取り上げながら分析していく、
ということを行います。
　また近年のジェンダー論、クイア研究の視点から、文学作品を
読み直す、ということも実践していきます。現代は「男はこうあ
るべき、女はこうあるべき」というジェンダー規範がひどく揺ら
いでいる時代だと言えるでしょう。そのような視点から、過去の
文学作品を読み直すことにより、得られる知見は馬鹿にできない
ものです。本講義は基本的に全てLGBTQの問題に深く関わる内容
ともなっています。
　そのように様々な文学作品の読解を通じて、文学の魅力、文学
の持つ力を少しでも感じてもらえれば、あるいはその小さなきっ
かけになれば、講義担当者としてはうれしく思います。
　講義は基本的にレクチャー形式て行いますが、適宜参加者によ
る討議の時間を設けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋文学が持つ、文化を規定する力について、基礎的な事柄を理
解し、特に恋愛文化に関する歴史の概要を理解している。(DP1-1)
(知識・理解)

西洋文学、西洋哲学、クイア論に対する基礎的なビジョンを持つ
ことができる。(DP2-1)(知識・理解)

恋愛文化を通じ、日本と西洋の異質性について理解している
(DP2-2)(知識・理解)

西洋の恋愛文化に関して、LGBTQの問題を理解しつつ意見を述べ
ることができる。(DP3-1)(態度・志向性)

西洋における恋愛文化に関する知識をもとに、現在の日本の状況
に関して、意見を述べることが出来る。(DP4-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、各回に対応する部分の教科書の章を読んで、分から
ない部分をまとめておくこと。(45分)

復習として、各回の授業内容を整理し、よく分からない部分、疑
問点をまとめておくこと。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末におこなう定期試験では西洋文学における恋愛表象の基礎知
識について問います。また、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論述が論理的に展開されてい
るかどうかを評価します。定期試験を５割、ミニッツペーパーを
５割として成績評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木隆美　『恋愛制度、束縛の２５００年史ー古代ギリ
シャから現代日本まで』光文社新書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

後期のみも履修可能ですが、その際はテキストをよく読
み、対応する内容を理解してから受講してください。

現在のジェンダー規範（男はこうあるべき、女はこうある
べき）から逃れようと思っていない人に対しては、不快な
要素があるかもしれません。そのような人には履修をお勧
めしません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション（スタートアップ授業）
２．ロマンティックラブ１
３．ロマンティックラブ２
４．ロマンティックラブ３
５．ロマンティックラブ４
６．ロマンティックラブ５
７．まとめとフォローアップ、意見交換
８．現代の恋愛１
９．現代の恋愛２
10. 現代の恋愛３
11. 現代の恋愛４
12. 現代の恋愛５
13. 現代の恋愛６
14. 現代の恋愛７
15. まとめとフォローアップ、意見交換

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
w593kds0tl7j5mjfdgb9votn40w5xg61)



2023-S000009432-04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 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　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。大事な場面を中心に、設問を考えな
がら指定のテキストで読んでいきます。講義では、ただ本文を読むだけ
では理解できない、外国文学ならではの時代的・文化的な背景や、作品
の一言一句にこめられた思想的な特徴などについても解説します。
　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、現代日本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。（A）(DP1-1)(知識・理解)

外国文学を読み解く感受性や想像力を身につける。（C）(DP2-1)(態
度・志向性)

上記のことを自分の言葉で説明することができる。（B）(DP3-1)(態
度・志向性)

異文化、ゐ文脈への理解(DP2-2)(知識・理解)

共同体の課題を当事者として捉えようとする態度・志向性(DP4-2)(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プリントと指定のテキストを、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）(30分)

復習としては、毎回の授業後、その日の講義の解説とキーワードに基づ
いて、その回の設問の解答を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。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業では毎回、読解すべきテキストの範囲を指示し、設問プリントを
配布します。受講者はまず、設問の答えを考えながら、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、
キーワードを手がかりに設問の解答を自分の言葉で作成してください。
出欠は基本的にはとりませんが、解説の後に、設問の解答や講義の感想
を提出してもらいますので、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、講義内容やキーワードが踏まえら
れているか、設問の問いにきちんと対応した答えとなっているかを評価
の基準とします。
　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、「外国文学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」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80％、平常点20％で評価します。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」を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

メリメ著・工藤庸子訳『カルメン／タマンゴ』光文社古典
新訳文庫。（金文堂書店福大店で購入可）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

設問の解答用紙を提出するにあたって、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：スタートアップ授業：　『カルメン』を読む1
シラバスに沿った授業ガイダンス＆イントロダクション、
作者紹介
第2回：　『カルメン』を読む2
テキスト1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2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3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4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5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6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7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8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9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10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11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12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13の黙読及び作品解説、設問解法の手引き
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、全体
まとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
nshuuq0xtlyxy7w413ytmxklevsfz63l)



2023-S000009432-05西洋文学Ｂ（フランス・オペラにおける文学と音楽の融合）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

林　信蔵

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、文学と音楽の要素が融合して成り立っている演劇で
あるオペラを題材とし、文学と音楽の融合という観点からオペラを鑑
賞する面白さを学ぶとともに、ヨーロッパにおいてオペラが占めた文
化的な役割も併せて学習します。
　まず、オペラの起源や歴史、基本的な成り立ちや構成、詩と音楽の
合わせ方、ミュージカルとの共通点や差異などを総論として学びま
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作品、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》などを中心に鑑賞していきます。
　音楽的特徴（ライト・モチーフ、トリスタン和音、全音音階など）
の説明も一部しますが、楽譜が読めるなど専門的な知識がなければ授
業内容が理解できないというものではありません。

　基本的な授業の進め方としては、講義形式の授業で、スライドで内
容を解説しつつ、必要に応じてDVDを鑑賞します。その際、学生を指
名して、意見や感想などの発言を求めることがあります。
　授業後、ポータルのアンケート機能を活用した小テストを行いま
す。さらに、1000字程度の小レポートを一度課します。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

オペラの歴史や成り立ちについての基礎的な知識を理解し、説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

音楽性・文学性・演出など多元的な要素から成り立つオペラを考察す
る方法の基礎を理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

オペラが西洋の文化において果たしている役割について理解し、説明
できる。(DP2-2)(知識・理解)

授業内で発言を求められた時、自分の見解を責任持って表現できる。
(DP3-1)(態度・志向性)

オペラという総合芸術を考察することで、知識やスキルを分野横断的
に活用・応用・工夫する技能を身につけることができる。(DP4-1)(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントの内容で次回授業と関係のある部分を予習する。(30分)

授業内容を復習して小テストに解答する。授業内容に関する質問をコ
メント欄に書きこむ。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の判断基準は下のような割合となります。
　・定期試験の点数：50％　
　・1000字ほどの小レポート：20％
　・小テスト：20％
　・平常点：10％

・到達目標DP1-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内容
を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内容
を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-2に関しては、西洋文化とオペラの芸術としての特性
を関連づけることを課題とした小レポートによって到達度を評価しま
す。
・到達目標DP3-1に関しては、平常点で到達度を評価します。
・到達目標DP4-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内容
を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しません。
授業内でプリントを配布します。

◎－－－　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　－－－◎

授業内で講義内容に関して発言を求める機会があります。
その際の発言内容によっては平常点を減点する場合がある
ことを理解した上で授業を履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
２　アリアとレチタティーヴォ①
３　アリアとレチタティーヴォ②
４　グランド・オペラとオペラ＝コミック①
５　グランド・オペラとオペラ＝コミック②
６　ライト・モチーフとテーマソング①
７　ライト・モチーフとテーマソング②
８　オペラとバレエ
９　オペラと政治性
10  オペラにおける音楽と文学の融合
11  《タイス》①
12  《タイス》②
13  《ペレアスとメリザンド》①
14  《ペレアスとメリザンド》②
15  まとめ・授業アンケート

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zvamxz3niatacykikf2r8fz3qy0j7wi7)



2023-S000009432-07西洋文学Ｂ（フランス・オペラにおける文学と音楽の融合）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

林　信蔵

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、文学と音楽の要素が融合して成り立っている演劇で
あるオペラを題材とし、文学と音楽の融合という観点からオペラを鑑
賞する面白さを学ぶとともに、ヨーロッパにおいてオペラが占めた文
化的な役割も併せて学習します。
　まず、オペラの起源や歴史、基本的な成り立ちや構成、詩と音楽の
合わせ方、ミュージカルとの共通点や差異などを総論として学びま
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作品、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》などを中心に鑑賞していきます。
　音楽的特徴（ライト・モチーフ、トリスタン和音、全音音階など）
の説明も一部しますが、楽譜が読めるなど専門的な知識がなければ授
業内容が理解できないというものではありません。

　基本的な授業の進め方としては、講義形式の授業で、スライドで内
容を解説しつつ、必要に応じてDVDを鑑賞します。その際、学生を指
名して、意見や感想などの発言を求めることがあります。
　授業後、ポータルのアンケート機能を活用した小テストを行いま
す。さらに、1000字程度の小レポートを一度課します。
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

オペラの歴史や成り立ちについての基礎的な知識を理解し、説明でき
る。(DP1-1)(知識・理解)

音楽性・文学性・演出など多元的な要素から成り立つオペラを考察す
る方法の基礎を理解し、説明できる。(DP2-1)(知識・理解)

オペラが西洋の文化において果たしている役割について理解し、説明
できる。(DP2-2)(知識・理解)

授業内で発言を求められた時、自分の見解を責任持って表現できる。
(DP3-1)(態度・志向性)

オペラという総合芸術を考察することで、知識やスキルを分野横断的
に活用・応用・工夫する技能を身につけることができる。(DP4-1)(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

プリントの内容で次回授業と関係のある部分を予習する。(30分)

授業内容を復習して小テストに解答する。授業内容に関する質問をコ
メント欄に書きこむ。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績の判断基準は下のような割合となります。
　・定期試験の点数：50％　
　・1000字ほどの小レポート：20％
　・小テスト：20％
　・平常点：10％

・到達目標DP1-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内容
を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内容
を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。
・到達目標DP2-2に関しては、西洋文化とオペラの芸術としての特性
を関連づけることを課題とした小レポートによって到達度を評価しま
す。
・到達目標DP3-1に関しては、平常点で到達度を評価します。
・到達目標DP4-1に関しては、定期試験と小テストによって授業内容
を十分に理解し、正確に説明できているかについて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しません。
授業内でプリントを配布します。

◎－－－　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　－－－◎

授業内で講義内容に関して発言を求める機会があります。
その際の発言内容によっては平常点を減点する場合がある
ことを理解した上で授業を履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション：スタートアップ授業（動画配
信）
２　アリアとレチタティーヴォ①
３　アリアとレチタティーヴォ②
４　グランド・オペラとオペラ＝コミック①
５　グランド・オペラとオペラ＝コミック②
６　ライト・モチーフとテーマソング①
７　ライト・モチーフとテーマソング②
８　オペラとバレエ
９　オペラと政治性
10  オペラにおける音楽と文学の融合
11  《タイス》①
12  《タイス》②
13  《ペレアスとメリザンド》①
14  《ペレアスとメリザンド》②
15  まとめ・授業アンケート

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
cuqurn5sys9ob1id3nwthlrdtx3bwven)



2023-S000009432-09西洋文学Ｂ（シェイクスピアの喜劇とロマンス劇）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/22　４時限　　

鶴田　学

◎－－－　概要　－－－◎

授業の内容
ここでは、イギリス文学を代表するウィリアム・シェイクスピ
アの演劇を通じて、イギリス・ルネサンスの文学について学び
ます。シェイクスピアは実に多才な作家で喜劇、悲劇、歴史
劇、ロマンス劇といった様々なジャンルの作品を残しています
が、ここでは特に『夏の夜の夢』や『ヴェニスの商人』などが
有名な喜劇と『あらし』などのロマンス劇に焦点を当てます。
文学に親しむことと平行して、イギリスの歴史・文化に関する
トピックにも言及します。講義は、教員によるレクチャー形式
で進められ、シェイクスピア研究・上演に関する国内外の最新
の情報も盛り込んでいきます。学生は、その回で扱う作品の概
要を教科書に沿って理解しておくことが求められます。

授業の進め方や学習の方法
教員によるレクチャー形式で進められ、シェイクスピア研究・
上演に関する国内外の最新の情報も盛り込んでいきます。学生
は、その回に扱う作品の概要を教科書に沿って理解しておくこ
と、必要に応じてノートを取ることが求められます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. シェイクスピアの喜劇・ロマンス劇に関する基礎的な知識を
身につけ、それらを説明することができる。(DP1-1)(知識・理
解)

2. シェイクスピアの喜劇・ロマンス劇の筋や内容を理解し、そ
れらを説明することができる。(DP2-1)(知識・理解)

3. シェイクスピアの喜劇・ロマンス劇に現れる近代初期イギリ
スの文化に関心を持ち、異文化を理解する志向性を伸ばす。
(DP2-2)(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で扱う作品のあらすじを教科書で確認し、必要に応
じて部分的に日本語訳を読んでくること。(60分)

復習：作品の有名な一節を音読したり、暗唱すること(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の80％は、定期試験期間中に実施する筆記試験により
ます。残り20％は掲示板への書き込みを含む授業参加によりま
す。定期試験では「シェイクスピアの喜劇・ロマンス劇に関す
る基礎的な知識」と「筋や内容」を記号式の客観問題と記述を
織り交ぜて評価します。それには代表的な喜劇、ロマンス劇の
背景、舞台表象などを押さえていることも含まれます（到達目
標1,2）。掲示板への書き込みや意見交換を含む授業参加によっ
て、「異文化を理解する志向性」を評価します（到達目標
3）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『あらすじで読むシェイクスピア全作品』
河合祥一郎著　　価格￥864
ISBN 9784396113490

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義や試験は原則として日本語で行われますが、シェイク
スピアの特徴を正しく理解するために一部に英語を読むこ
とがあります。直接英語力を問うような問題や英文和訳の
出題はありませんが、英語という言語や英国文化に興味が
あることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション（スタートアップ授業）
2.『間違いの喜劇』
3.『恋の骨折り損』
4.『じゃじゃ馬馴らし』
5. 初期の喜劇のまとめ
6.『夏の夜の夢』
7.『ヴェニスの商人』
8.『から騒ぎ』
9.『お気に召すまま』
10.『十二夜』
11. 中期の喜劇のまとめ
12. 演劇と詩
13.『冬物語』
14.『あらし』
15.全体のまとめ

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zr4631pt3pcc3kprk2qg0hzo2u0hskcu)



2023-S000009432-A0西洋文学Ｂ「教養ゼミ」（Speculative Japan 3）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：演習　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

Reading literature helps you understand your world.
Talking about the different meanings of each piece of literature helps you develop
your thinking and discussion skills.
You will be developing your own opinion as you practice agreeing and
disagreeing, partially agreeing, and partially disagreeing.

You will be given a short test at the beginning of every class, so you can show that
you have successfully completed the homework and understood the basic themes
of each story.

You will study how to read and discuss short stories.
You will take part in discussion activities.
By the end of the course, you will be able to agree and disagree with other
students as you about the main themes of a short story.

We will talk about the way Japan is imagined in the Speculative Japan stories. As
we imagine the future possibilities of Japan, we will think about Japan now.

Group activities will include:
Participating in discussions
Helping other students when they do not understand
Asking questions when you do not understand
Working together to score the individual presentation of other students

Individual activities will include:
Preparing a powerpoint set of discussion questions
Making a brief presentation about some aspect of Japanese life that is thematically
connected to the weekly reading

Although the class is taught in English, some students might mix Japanese and
English at the beginning of the course. As the course goes on, hopefully more
English will be spoken. It is also possible that exchange students will take this
course. Fukuoka University students and exchange students should help each
other.

This class will be conducted in lecture and group presentation formats.

◎－－－　到達目標　－－－◎

文学に関する基礎的な知識を身につけている。(DP1-1)(知識・理解)

社会やそれを踏まえた自分自身に対する理解を身につけている。(DP2-1)
(知識・理解)

他者・異文化・異文脈への理解を身につけている。(DP2-2)(知識・理解)

:責任ある発言・行動の基礎となる知識を身につけている。(DP3-1)(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの範囲を和訳して予習をしておくこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken). Each week, the class is
the exam.

Students who arrive late, or without their student ID, will be treated as absent.
Missing the beginning of each class means not understanding what has happened
in the previous week and not understanding the goals for that particular class.

Punctual class attendance, with the reading homework finished before coming to
class, and with the textbook ready to actively participate in discussions 70%
Individual presentation 20%
Individual role in group 10%

I will not explain the evaluation system in class. You must read it for yourself.

◎－－－　テキスト　－－－◎

Speculative Japan 3
ISBN: 978-4-902075-30-4
http://www.kurodahan.com
Kurodahan Press Book No. FG-JP0024-L
For Japanese versions of this collection of short stories, please go to the Speculative Japan 2
webpage and click on the Japanese link for each story. Please buy the Japanese book from
amazon.co.jp (Some books are ¥1より).

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kurodahan.com/mt/e/catalog/jp0024cate.html
http://www.kurodahan.com/

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

It is very important that you attend EVERY class. If you must be absent, please email me
_before_ class. It is also very important that you complete the READING HOMEWORK
_before_ class.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask questions.
When giving your presentation, do not read. You must speak to your audience and make eye
contact.
Remember spinach: 報告、連絡、相談.
Being late for class is calculated as an absence.
Forgetting your textbook is calculated as an absence.
Forgetting your student card is calculated as an absence.
You must attend class to pass the course.
注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction（スタートアップ授業）
2 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
3 朝松　健
"A White Camellia in a Vase" 立華　白椿
翻訳： Joe EARLE
綾辻行人
"Heart of Darkness" 心の闇
翻訳: Daniel JACKSON
4 小川 一水
"To the Blue Star" 青い星まで飛んでいけ
翻訳: Edward LIPSETT
5 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
6 恩田 陸
"The Warning" 忠告
翻訳：Mikhail S. IGNATOV
2010年黒田藩プレス翻訳賞受賞作品
7 加門七海
"A Piece of Butterfly's Wing"  蝶の断片
翻訳：Angus TURVILL
2011年黒田藩プレス翻訳賞課題作品
8 菅 浩江
"Five Sisters" 五人姉妹
翻訳: Ginny Tapley TAKEMORI
8 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
9 高野 史緒
"Lest You Remember" 空忙の鉢
翻訳: Jim HUBBERT
10 藤田 雅矢
"Angel French" エンゼルフレンチ
翻訳: Pamela IKEGAMI
11 松崎 有理
"The Finish Line" あがり （第１回創元SF短編賞受賞）
翻訳: Nora Stevens HEATH
皆川 博子
"Sunset" 夕陽が沈む
翻訳: Karen SANDNESS
9 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
10 森 奈津子
"It's All Thanks to Saijō Hideki"　西城秀樹のおかげです
翻訳: Anthea MURPHY
11 山田 正紀
"Silver Bullet" 銀の弾丸
翻訳: Stephen CARTER
12 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
13 Japanese documentary DVD about some aspect of Japanese life
14 Discussion as course review: what have you learned this semester? What was important for
you?
15 Course review: how has your way of reading literature changed?

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/a0c4hryqz3dsfohwjyatbdqeu24ikrt1)

◎－－－　添付ファイル　－－－◎

Please make this type of PowerPoint
(Please make this type of PowerPoint.pptx)



2023-S000009403-01論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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
方で構成できる力を養うことに繋げる。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的思考・論述に必要となる接続表現の使い方を理解し、そ
れらについて説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「接続表現
の使い方」「論証図の作成」などの論理的思考力が十分身につ
いているかどうかを評価基準とする。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 議論の接続
05. 議論の構造をつかまえる-1
06. 議論の構造をつかまえる-2
07. 議論の構造をつかまえる-3
08. 中間確認テスト
09. 中間確認テストの解答・解説
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 論証構造の分析-3
13. 演繹と推測-1
14. 演繹と推測-2
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
bh07ludnt05nq4isyiak4ljom2tkkhiq)



2023-S000009403-02論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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
方で構成できる力を養うことに繋げる。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的思考・論述に必要となる接続表現の使い方を理解し、そ
れらについて説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「接続表現
の使い方」「論証図の作成」などの論理的思考力が十分身につ
いているかどうかを評価基準とする。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 議論の接続
05. 議論の構造をつかまえる-1
06. 議論の構造をつかまえる-2
07. 議論の構造をつかまえる-3
08. 中間確認テスト
09. 中間確認テストの解答・解説
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 論証構造の分析-3
13. 演繹と推測-1
14. 演繹と推測-2
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/67p40tddvw6vqah9bbfd0w078oc2p1vc)



2023-S000009403-03論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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
方で構成できる力を養うことに繋げる。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的思考・論述に必要となる接続表現の使い方を理解し、そ
れらについて説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「接続表現
の使い方」「論証図の作成」などの論理的思考力が十分身につ
いているかどうかを評価基準とする。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 議論の接続
05. 議論の構造をつかまえる-1
06. 議論の構造をつかまえる-2
07. 議論の構造をつかまえる-3
08. 中間確認テスト
09. 中間確認テストの解答・解説
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 論証構造の分析-3
13. 演繹と推測-1
14. 演繹と推測-2
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
u8yk7u61mefwi4oaoy2qjhr6febmhlz0)



2023-S000009403-04論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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
方で構成できる力を養うことに繋げる。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的思考・論述に必要となる接続表現の使い方を理解し、そ
れらについて説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「接続表現
の使い方」「論証図の作成」などの論理的思考力が十分身につ
いているかどうかを評価基準とする。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 議論の接続
05. 議論の構造をつかまえる-1
06. 議論の構造をつかまえる-2
07. 議論の構造をつかまえる-3
08. 中間確認テスト
09. 中間確認テストの解答・解説
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 論証構造の分析-3
13. 演繹と推測-1
14. 演繹と推測-2
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
m1n5fjpohkprnspp6wslusjzgmqn9xwp)



2023-S000009403-06論理学Ａ（知性の作法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　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。
　この授業は、講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論証や推論の構造を理解し、評価できる。(DP1-1)(技能)

論文や論説を評価し批判的に検討することができるようにな
る。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

練習問題をやっておくこと。(45分)

◎－－－　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。FUポータル→授業関連→授業支
援→課題提出のプリントを各自プリントアウトして準備す
ること。

◎－－－　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　イントロダクション：論証と推論の構造（スタート
アップ授業）
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　否定の構造(3)
   　多重量化の否定
５　条件構造(1)
   　逆、裏、対偶
６　条件構造(2)
   　非存在（全称）と存在（特称）
７　条件構造(3)
　　　条件構造に基づく論証
８　論証できること、できないこと(1)
　　　何ものかの存在を論証すること
９　論証できること、できないこと(2)
　　　消去法と条件構造
10　論証の構造
　　　前提と帰結
11  論証図式(1)
　　　複合論証
12　論証図式(2)
　　　省略のある論証
13　論証の評価(1)
　　　演繹的論証と帰納的論証
14　論証の評価(2)
　　　複合論証の評価
15　論証の評価(3)
　　  練習問題

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/93uu1hnh8itu53e3cwpk7f0uy57jvebe)



2023-S000009403-07論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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
方で構成できる力を養うことに繋げる。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的思考・論述に必要となる接続表現の使い方を理解し、そ
れらについて説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「接続表現
の使い方」「論証図の作成」などの論理的思考力が十分身につ
いているかどうかを評価基準とする。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 議論の接続
05. 議論の構造をつかまえる-1
06. 議論の構造をつかまえる-2
07. 議論の構造をつかまえる-3
08. 中間確認テスト
09. 中間確認テストの解答・解説
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 論証構造の分析-3
13. 演繹と推測-1
14. 演繹と推測-2
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/8pyt2b8jxgo747m29izpcy92gmg0jdxb)



2023-S000009403-08論理学Ａ（論理学の初歩）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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
方で構成できる力を養うことに繋げる。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的思考・論述に必要となる接続表現の使い方を理解し、そ
れらについて説明することができる。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「接続表現
の使い方」「論証図の作成」などの論理的思考力が十分身につ
いているかどうかを評価基準とする。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
02. 接続表現の使い方-1
03. 接続表現の使い方-2
04. 議論の接続
05. 議論の構造をつかまえる-1
06. 議論の構造をつかまえる-2
07. 議論の構造をつかまえる-3
08. 中間確認テスト
09. 中間確認テストの解答・解説
10. 論証構造の分析-1
11. 論証構造の分析-2
12. 論証構造の分析-3
13. 演繹と推測-1
14. 演繹と推測-2
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/6n1vemw031f72r1ma20l4gap3c2bc7yr)



2023-S000009403-09論理学Ａ（知性の作法）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2023/07/29　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。
　この授業は、講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論証や推論の構造を理解し、評価できる。(DP1-1)(技能)

論文や論説を評価し批判的に検討することができるようにな
る。(DP2-1)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

練習問題をやっておくこと。(45分)

◎－－－　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。FUポータル→授業関連→授業支
援→課題提出のプリントを各自プリントアウトして準備す
ること。

◎－－－　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　イントロダクション：論証と推論の構造（スタート
アップ授業）
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　否定の構造(3)
   　多重量化の否定
５　条件構造(1)
   　逆、裏、対偶
６　条件構造(2)
   　非存在（全称）と存在（特称）
７　条件構造(3)
　　　条件構造に基づく論証
８　論証できること、できないこと(1)
　　　何ものかの存在を論証すること
９　論証できること、できないこと(2)
　　　消去法と条件構造
10　論証の構造
　　　前提と帰結
11  論証図式(1)
　　　複合論証
12　論証図式(2)
　　　省略のある論証
13　論証の評価(1)
　　　演繹的論証と帰納的論証
14　論証の評価(2)
　　　複合論証の評価
15　論証の評価(3)
　　  練習問題

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
ddw10zq1gsc7v3zfxhsliofsdi9667ho)



2023-S000009404-01論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

演繹と推測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。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「演繹と推
測の区別」「逆・裏・対偶」など、とりわけ批判的に文章を検
討するための力が十分身についているかどうかを評価基準とす
る。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
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. 中間確認テスト
08. 中間確認テストの解答・解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 否定
12. 存在文を含む論証
13. 消去法
14. 背理法とこれまでの総復習
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
vktm7ieilouj4yi3ekuwmymrcgu6wytl)



2023-S000009404-02論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

演繹と推測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。 (DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「演繹と推
測の区別」「逆・裏・対偶」など、とりわけ批判的に文章を検
討するための力が十分身についているかどうかを評価基準とす
る。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
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. 中間確認テスト
08. 中間確認テストの解答・解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 否定
12. 存在文を含む論証
13. 消去法
14. 背理法とこれまでの総復習
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/3c3pv7l9jl0v8y168wri9yg68cfrqyq5)



2023-S000009404-03論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

演繹と推測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。 (DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。
(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。
(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「演繹と推
測の区別」「逆・裏・対偶」など、とりわけ批判的に文章を検
討するための力が十分身についているかどうかを評価基準とす
る。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
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. 中間確認テスト
08. 中間確認テストの解答・解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 否定
12. 存在文を含む論証
13. 消去法
14. 背理法とこれまでの総復習
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zsafz1rml2ke8t4zgdu44ccyaq8r3z0y)



2023-S000009404-04論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

演繹と推測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。 (DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「演繹と推
測の区別」「逆・裏・対偶」など、とりわけ批判的に文章を検
討するための力が十分身についているかどうかを評価基準とす
る。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
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. 中間確認テスト
08. 中間確認テストの解答・解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 否定
12. 存在文を含む論証
13. 消去法
14. 背理法とこれまでの総復習
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/1zt4qokjqb0cznv4mrz23dndu3wghudg)



2023-S000009404-06論理学Ｂ（知性の限界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　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。
　この授業は、講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理学の方法と論理的真理を理解する。(DP1-1)(知識・理解)

論理的真理と諸学問上の真理の違いを理解する。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

練習問題をやっておくこと。(45分)

◎－－－　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　－－－◎

テキストは使用しない。以下からプリントをプリントアウ
トして出席すること。プリントの所在：FUポータル→授
業関連→授業支援→課題提出

◎－－－　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　イントロダクション：論理とは何か（スタートアップ
授業）
２　日常言語と真理関数・真理表
３　推理と可能世界
４　妥当性とトートロジー
５　伝統的論理学
６　述語論理の表記
７　関係と多重量化
８　関数
９　解釈とモデル
10　妥当性とモデル
11　公理論的方法
12　証明と仮定からの演繹
13  定理とメタ定理の証明
14　健全性の完全性の証明
15　述語論理の公理系

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/
s/1y8onegyggeo0rd9uj20vehdwxafle6j)



2023-S000009404-07論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

演繹と推測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。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「演繹と推
測の区別」「逆・裏・対偶」など、とりわけ批判的に文章を検
討するための力が十分身についているかどうかを評価基準とす
る。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
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. 中間確認テスト
08. 中間確認テストの解答・解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 否定
12. 存在文を含む論証
13. 消去法
14. 背理法とこれまでの総復習
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
zhxver07gnkhvatcptvc4vsc9wot6vcm)



2023-S000009404-08論理学Ｂ（批判する技術）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

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。
　なお、この授業は教員による講義(キーノートによるスライ
ドを利用)に加え、毎回の授業のなかで30-40分程度、履修者自
身に実際に演習問題を解いてもらう時間を設けている。授業時
間内に演習問題に対する解答・解説を行うので、履修者は各自
で答え合わせ・採点をしつつ、自身が理解できている点・理解
が追いついていない点をそれぞれ把握するよう心がけてもらい
たい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

演繹と推測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。(DP1-1)(知識・理解)

論理的な観点から、論証や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。(DP2-1)(技能)

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。(DP2-1)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業前にFUBoxにて資料を配布する。まずはそれぞれの回
で、どのような内容が教授されるのか、事前に資料に目を通し
て予習しておくこと。(30分)

毎授業後には、その日に学んだ内容を再確認した上で、再度同
じ演習問題に自身で制限時間を区切って取り組むこと。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　中間確認テスト（30%）、最終確認テスト（40％）、および
授業ごとの演習への参加と点数報告（30%）で評価する。各確
認テストでは、授業で学ぶ各単元の内容、すなわち「演繹と推
測の区別」「逆・裏・対偶」など、とりわけ批判的に文章を検
討するための力が十分身についているかどうかを評価基準とす
る。
　　なお、本授業は定期試験を実施しないため、 再試験を受験
することができません。

◎－－－　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。
　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。
　なお、この授業では「受講確認・点数報告」および「確
認テストの解答送信」の際に、webフォームによる集計を
行う。そのため、ネット接続でき、なおかつQRコードを
読み取ることのできるスマートフォンやタブレット端末、
あるいはPCなどの用意があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

01. イントロダクション（スタートアップ授業）
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. 中間確認テスト
08. 中間確認テストの解答・解説
09. 否定
10. 全称文と存在文
11. 否定
12. 存在文を含む論証
13. 消去法
14. 背理法とこれまでの総復習
15. 最終確認テスト

※ 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。

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
yn3psb0sqeg6xtt5buqujk37xfe7ysw2)



2023-S000009404-09論理学Ｂ（知性の限界）

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業の種類：対面授業科目　　授業形態：講義　　実務経験：無し　　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：2024/01/23　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。
　この授業は、講義形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理学の方法と論理的真理を理解する。(DP1-1)(知識・理解)

論理的真理と諸学問上の真理の違いを理解する。(DP2-1)(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

練習問題をやっておくこと。(45分)

◎－－－　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　－－－◎

テキストは使用しない。以下からプリントをプリントアウ
トして出席すること。プリントの所在：FUポータル→授
業関連→授業支援→課題提出

◎－－－　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　イントロダクション：論理とは何か（スタートアップ
授業）
２　日常言語と真理関数・真理表
３　推理と可能世界
４　妥当性とトートロジー
５　伝統的論理学
６　述語論理の表記
７　関係と多重量化
８　関数
９　解釈とモデル
10　妥当性とモデル
11　公理論的方法
12　証明と仮定からの演繹
13  定理とメタ定理の証明
14　健全性の完全性の証明
15　述語論理の公理系

◎－－－　スタートアップ授業　－－－◎

スタートアップ授業
(https://fukuoka-u.box.com/s/
wrld7u0zyfae7vxvxc0782xxm8njrz1q)


