科目分類

総合教養科目 人間科学

対象学年

1・2・3・4

授業科目

哲学

学期

後期授業

担当教員

大前 太

科目コード

H021010

授業形態 講義

選択／必修 選択
単位数
2

授業の概要 【授業の目的】
かつて哲学は「万学の女王」と呼ばれていたが、科学の発展によってその座を奪われ、哲学固有の領域は次
第に狭まっている。そのなかで哲学に何らかの役割が期待されるとすれば、物事を根底から問い直すという一
貫した学的態度であろう。複雑な現代社会の諸問題に対処するためには、その問題について根底から考え
直してみることが必要である。受講生諸君が哲学という営みを通して様々な問題と格闘し、何らかの答えを
導き出せるようになることが本授業の目指すものである。

【授業の概要】
現代哲学で扱われる、知識の問題、言葉の問題、心の問題、倫理学の４分野を授業の対象とする。これら
は古くから哲学上の重要な論題とされてきたが、いまだに決着がついていない問題ばかりである。受講生には
課題として個別の問題について事前に考察してもらい、それを材料として授業を進めていく。授業では考え方
の大まかな道筋が示されるだけであり、あくまでも受講生自身が何らかの解答を導き出すことが求められる。
【到達目標】
・哲学の基本的な概念について具体例を挙げて説明することができる。（知識／理解）
・哲学上の諸問題について論理的かつ批判的に考察し、何らかの解答を導き出すことができる。（論理的思
考）
・倫理学上の諸問題についてガイドラインを作成することができる。（問題解決力）
【履修上の注意】
・受講者は事前に高校の倫理の教科書程度の知識を身につけておくこと。
・毎回の授業開始時に問題を課す。
・授業開始5分を経過して入室した場合、欠席扱いとする。
授業の内容

第１回 哲学とは何か
第２回 知識の問題(1)：知っているとはどういうことか
第３回 知識の問題(2)：どうすれば知識が正しいというこを確かめることができるのか
第４回 知識の問題(3)：われわれは外部の世界を知ることができるのか
第５回 私とは何であるのか
第６回 言葉の問題(1)：言葉は何を表すのか
第７回 言葉の問題(2)：言葉と論理
第８回 心の問題(1)：心と身体は別物か
第９回 心の問題(2)：心はどのように考えられるか
第１０回 倫理の問題(1)：カント主義と功利主義
第１１回 倫理の問題(2)：他人に迷惑をかけなければ何をやってもよいのか
第１２回 応用倫理学(1)：企業倫理学、環境倫理学
第１３回 倫理の問題(4)：生命倫理学
第１４回 倫理の問題(5)：バイオテクノロジーと倫理の問題
第１５回 まとめと振り返り
テキスト

資料をPDFにして演習用ファイルサーバにアップ。

参考文献
評価方法

3分の2以下の出席者に対しては成績評価を与えない。課題(30%)、期末試験(70%)の配分で成績評価を行

う。配点は、知識／理解30点、論理的思考50点、問題解決力20点。
その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 人間科学

対象学年

2・3・4

授業科目

比較宗教論

学期

前期授業

担当教員

大前 太

科目コード

H021020

授業形態 講義

選択／必修 選択
単位数
2

授業の概要 【授業の目的】
かつて科学の進展とともに20世紀中には宗教はその役割を終えるであろうという予測がなされた。しかしその予
測ははずれ、21世紀を迎えた今日でも宗教は様々な形で個人や社会に影響を与え続けている。現在世界
各地で起こっている様々な紛争を見ても、宗教上の対立が要因となっているケースが多い。そのような現代社
会における宗教上の諸問題に対処するためには、諸宗教に関する基本的な知識を身につけておく必要があ
ることは言うまでもない。本授業の目的は諸宗教に関する単なる知識にとどまらず、諸宗教を比較考察するこ
とによって諸宗教間の共通点と相異点を見いだすことにある。その先にあるのは諸宗教の対話の可能性を探
ることであり、比較宗教という学問が目指すところのものである。

【授業の概要】
本授業で比較の対象として取り上げる宗教は、世界宗教に位置づけられるキリスト教、イスラーム、仏教であ
るが、ユダヤ教やヒンドゥー教も比較の対象とする。比較の視点として、(1)開祖の死後、教団の運営に際して
どのような方針が取られたのか、(2)何が原因となって教団が分裂したのか、という2点について検討し、そのうえ
で各宗教間の共通点と相異点を見出す。授業形態は講義であるが、受講生の積極的な参加を促すため
に、授業中に意見を求める。また、受講生の理解度を確認するために、適宜小テストを実施する。
【到達目標】
・諸宗教の成り立ちと基本的な教義について説明できる。（知識／理解）
・諸宗教を比較し、それぞれの特徴を説明できる。（知識／理解、論理的思考）
・諸宗教における教団の形成について、具体例を挙げて説明できる。（知識／理解、論理的思考）
授業の内容

第１回 宗教とは何か
第２回 ユダヤ教概観：ユダヤ教の成り立ちと基本的教義
第３回 ユダヤ教概観：キリスト教およびイスラームに対するユダヤ教の影響
第４回 キリスト教概観(1)：キリスト教の成り立ちと基本的教義
第５回 キリスト教概観(2)：ローマ・カトリック教会と東方教会
第６回 キリスト教概観(3)：プロテスタント諸教会
第７回 イスラーム教概観(1)：イスラームの成り立ちと基本的教義
第８回 イスラーム教概観(2)：イスラーム法とは何か
第９回 イスラーム概観(3)：スンナ派とシーア派
第１０回 仏教概観(1)：仏教の成り立ちと基本的教義
第１１回 仏教概観(2)：インドにおける仏教の興隆と滅亡
第１２回 仏教概観(3)：アジアにおける仏教の伝播
第１３回 諸宗教の比較(1)
第１４回 諸宗教の比較(2)
第１５回 まとめと振り返り
テキスト

プリント配布

参考文献
評価方法

3分の2以下の出席者に対しては成績評価を与えない。小テスト(30%) 、期末試験(70%)の配分で成績評価
を行う。配点は、知識50点、論理的思考50点。

その他

【履修上の注意】

・受講生は高校の倫理の教科書程度の知識を身につけておくこと。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 人間科学

対象学年

2・3・4

科目分類

総合教養科目 人間科学

対象学年

2・3・4

授業科目

日本思想史

学期

後期授業

授業科目

心理学入門

学期

前期授業

担当教員

井上厚史

担当教員

川中 淳子

科目コード

H021040

選択／必修 選択必修
単位数
2

科目コード

H021050

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 【授業の概要】
─「津和野」を哲学する─
かつて「山陰の小京都」として観光人気スポットだった島根県津和野町は、今やきびしい過疎高齢化に直
面する地方都市の一つになっている。しかし、最近東京からの移住してきた若者たちによって津和野を盛り上
げる新たな試みが始まっており、「新生津和野」の息吹が感じられるようになってきた。そこで本講義では、津
和野の歴史、伝統、まちづくり等を深く理解し、「可能性としての津和野」を哲学したいと思う。
講義内容は、現在の津和野のナマの姿をつたえるために、津和野町教育委員会や同観光課の方にもご協
力いただき、最新の取り組みを紹介しながら、進めていく予定である。

授業形態

授業の概要 【授業の目的】
・個別の「心の理解」の重要性を認識する。
・心の動きについて関心を持つ。
・心の健康について理解する。

【到達目標】
・心の健康に関する基礎知識を、自分の言葉で具体例を用いながら説明できる。
・心の動きや健康について関心を持ち続けることができる。
授業の内容

２ 到達目標
・日本人の戦後民主主義に対する考え方を理解することができる
・『石見タイムズ』の特徴を理解することができる
・戦後の石見地方の発展について理解することができる
三人社から出版された『石見タイムズ』全11巻の中から、毎回興味深い「社説」を取り上げて解説する。『石
見タイムズ』は、敗戦直後に発行された新聞であるため、まだ古文調で記事が書かれているが、古文が読め
ない学生でも読解できるようわかりやすく解説するつもりである。

第１回 イントロダクション
授業の進め方／なぜ心理学を学ぶのか
第２回 心理学の各分野①
知覚心理学、学習心理学
第３回 心理学の各分野②
社会心理学、発達心理学、教育心理学、臨床心理学
第４回 人格理解①
人格理解をゆがめる要因
第５回 人格理解②
心理検査
第６回 発達①
アイデンティティ論
第７回 発達②
発達理論
第８回 発達③
発達障害
第９回 無意識
第１０回 自我の防衛機制
第１１回 心の健康①
適応と不適応
第１２回 心の健康②
今日的な心の問題
第１３回 コミュニケーション
第１４回 カウンセリング
第１５回 まとめ

授業の内容

第１回 イントロダクション〜「津和野」の現状と課題
第２回 歴史（その１）〜津和野藩の歴史
第３回 歴史（その２）〜津和野と近代化
第５回 創刊号（1947年7月1日）の社説「改題にのぞみ」
第６回 1947年8月20日社説「文化運動と新しき農村」
第７回 1948年2月10日の社説「女性の解放」
第８回 1949年10月1日の社説「地方新聞の責務と意義」
第９回 1949年11月5日の社説「石見の文化は誰が担う」
第１０回 1950年2月18日の社説「人権擁護週間」
第１１回 1951年4月21日の社説「「地方自治」への再考を」
第１２回 1952年4月12日の社説「婦人の課題」
第１３回 1953年8月22日、29日の社説「若き世代へ」「若き世代へ（その２）」
第１４回 1956年10月6日の社説「新聞と住民」
第１５回 まとめと質疑応答
テキスト

毎回配布した資料をテキストとして使用する。

参考文献
評価方法

講義内容に興味を持ち、積極的に授業に参加することが望ましい。2/3以下の出席者には成績評価を与え
ないので注意すること。成績評価は、出席、レポート、期末試験の結果を考慮して行う。

その他

※１
※２

テキスト
参考文献

【書籍】
●「心理学概論」宇津木成介・橋本由里（編）2016 ふくろう出版
●「アイデンティティの心理学」鑪幹八郎 1999 講談社
●「光とともに」全15巻、別巻 2001 戸部けいこ 秋田書店 （発達障害）
●「凍りついた瞳」（1996）、「新 凍りついた瞳」（1998）、「続 凍りついた瞳」（2003） いずれも、集英社 さ
さや ななえ(著),椎名 篤子(著) （児童虐待）

●河合隼雄先生、小此木啓吾先生、信田さよ子先生の著書
【映画】
●「十二人の怒れる男」 1957 アメリカ （社会心理学）
●「レインマン」 1988 アメリカ （発達障害）
●「ビューティフルマインド」 2001 アメリカ （心の健康）
●「アナライズ・ミー」 1999 アメリカ （心の健康）
●「カッコーの巣の上で」1975 アメリカ （心の健康）
●「ショーンシャンクの空に」 1994 アメリカ （生きることについて）
●「告発」1995 アメリカ （生きることについて）
他にも、心理学を学ぶために役立つ書籍や映画を紹介していきます。
評価方法

毎回出欠の確認をし、出席が70％以下の者には成績評価を与えない。学期末試験またはレポートに、ボー
ナス課題の得点を加えた得点で、成績評価を与える。

その他

・出席確認時の代返や大幅な遅刻は、欠席とみなす。
・授業中の大きな声で私語（授業と関係のないもの）および居眠りは禁止する。
・携帯電話やヘッドホンステレオなど、授業と関係のない物はしまっておくように。
本授業においては、居眠りが目立つ場合や、あまりにも大きな声での私語の場合は注意しています。
心理学入門の学期末授業評価アンケートでは、毎年、「授業中に眠っていても良いのではないか」、「居眠
りや私語に注意はしなくてもよい」と書かれています。反対に、「私語がうるさくて困ることがあるが、この授業で
は先生が注意するので教室が静かになり、授業に集中できる」という意見もあります。より良い授業環境という
のは、学びたい人がより良く学べるというものです。本授業では、しっかりと勉強をしたい学生の思いを大事に
し、より良い授業環境を整えて授業をすすめていきます。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 人間科学

対象学年

2・3・4

授業科目

社会心理学

学期

前期授業

担当教員

非常勤講師 飯塚雄一

科目コード

H021060

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 人間は社会的動物である。すなわち、人間の意識や行動は社会的に形成され、社会的に展開される。その
意味で、学生が将来、職場や家庭さらには地域社会等における生活で積極的に適応し、社会に貢献する
有為な人間になるための基礎的教養として、人間の行動とその社会の理解を目的とする学問である社会心
理学を習得することが望ましい。本講はその一助になることを目ざす。
【到達目標】
人間の社会行動について、これまで、歴史的にどのような理解がなされてきたのかを把握し、自分の言葉で説
明できる。
授業の内容 １
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

(社会)心理学の歴史：:精神物理学、実験心理学
(社会)心理学の歴史：行動主義心理学、精神分析学
(社会)心理学の歴史：ゲシュタルト心理学、情報処理、進化論
ゲシュタルト心理学から社会心理学へ：場理論（Levin, K）
社会心理学における場(状況)の重要性：Milgram, Zimbardoの実験
人間関係の形成・認知
人間関係の力学
コミュニケーションとことばの働き
非言語コミュニケーション：表情、視線
非言語コミュニケーション：身振り、空間行動、対人距離
非言語コミュニケーション：接触、服装、その他
集団
態度と説得
現代社会に生きる:マスメディア、大衆行動
まとめ

テキスト

マイルズ・Ｌ・パターソン（著） 大坊郁夫（監訳）ことばにできない想いを伝える
―非言語コミュニケーションの心理学― 誠信書房

参考文献

小川一夫編著『新くらしの社会心理学』(福村出版)
小川一夫監修改訂新版『社会心理学用語辞典』(北大路書房)
宇津木成介・橋本由里編著『心理学概論』(ふくろう出版)

評価方法

授業終了時の試験成績(60点以上)、および授業への出席状況(5分の4以上)をもって単位認定を行う

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 人間科学

対象学年

2・3・4

授業科目

インターパーソナル・コミュニケーション

学期

前期授業

担当教員

マニング・クレイグ

科目コード

H021070

選択／必修
単位数
2

授業形態

授業の概要 1.Description:
This course uses tutor training as a framework to introduce interpersonal communication theories. It
gives students the practical know-how to improve their daily interactions, thereby enhancing their
personal and professional relationships. This course will be taught in English, though it is not an
English credit-bearing course. Discussion among students in Japanese is acceptable. The theories
and skills introduced in this course are transferable to many other contexts, including those likely to
be encountered after graduating from university.

2.Organization:
This is a student-centered course. Working in small groups, students will complete text and taskfilled modules to deepen their theoretical understanding and gain experiential knowledge about
interacting with others. Discussion, self-monitoring, and peer-monitoring activities will be combined
with reflective activities to increase the awareness and improve the application of important
communication techniques. Students will conduct tutoring sessions outside of class to give new
theories immediate purpose, develop a mastery of interpersonal communication techniques, and
improve the quality of academic support offered at Kendai.
授業の内容

テキスト

3.Objectives:
After completing this course students will be able to:
-understand and explain concepts and theories relevant to interpersonal communication, especially
those needed for tutoring (assessed by quizzes and portfolio assessment);
-use interpersonal communication techniques effectively in daily interactions to enhance personal
and professional relationships
(monitored by surveys, assessed by group projects and performance outcomes);
-evaluate interpersonal interactions (assessed by quizzes, reflective activities, and portfolio
assessment);
-apply interpersonal communication techniques to achieve a specific goal, such as making studying
more enjoyable and effective (monitored by surveys, assessed by performance outcomes)
4.Course Topics:
Module 1: Getting started
Module 2: The importance of verbalization
Module 3: Generating and giving feedback
Module 4: Negotiating image
Module 5: Reflective listening

参考文献
評価方法

The instructor will provide modules containing reading materials and activities for students to
complete.

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 地理・歴史

対象学年

2・3・4

授業科目

人文地理学

学期

前期授業

担当教員

林 秀司

科目コード

H022010

授業の概要

人文地理学は、地表上にくりひろげられるさまざまな人間の活動を対象とし、その地域(空間)的分化、構
造、相互作用などを明らかにしようとするきわめて幅広い学問分野である。限られた時間のなかですべてを講
じることは、とうてい不可能であるが、基礎的な部分はできるだけ押さえておきたい。本講義では、人文地理
学の対象と目的、主要な概念、研究の視点や方法などを論じる。 なお、素材として島根県の地域課題を
とり入れ、授業内容は随時改良を加えていく。 【到達目標】 ・地理学の基本的概念を、具体的な事象に結
びつけ、自己のことばで説明できる。 ・簡単な地理情報システムのソフトウェアが操作できる。

授業形態 講義

選択／必修 選択
単位数
2

授業の内容

第１回 イントロダクション ――「地理学」とは何か 地理学とはいかなる学問か。おもに近代以降の地理学の
歴史をたどることを通して、そのおおまかな全体像をとらえる。
第２回 地域と地域スケール 地理学において最も重要な概念である「地域」について、そのさまざまな考え
方、および、地域スケールの概念を理解する。
第３回 同上
第４回 地図の活用 地理学にとって、地図は最も重要なツールでもある。デジタル技術の進展により、地図
をめぐる環境は大きく変化したが、まずは、最も基本的な地図である地形図を中心として、その利活用法を習
得する。
第５回 地理情報システム(GIS) 地理情報システムは、近年、地理学をはじめ、地域を対象とした学問や実
務において有効なツールとなってきた。フリー(無料版)ソフトを活用し、その操作を通して、地理情報システムの
基礎を理解する。インターネットなどで提供されている統計データを用いて、主題図を描く実習も行う予定であ
る。
第６回 同上
第７回 人間と環境 環境は人間にさまざまな影響を及ぼし、人間はまたさまざまな仕方で環境に適応してい
る。環境決定論と環境可能論について論じる。また、人間の行動は環境をいかに認知しているかによると考え
る環境認知論についても触れる。
第８回 同上
第９回 文化景観 文化景観は、人間活動が作用して形成されたものととらえられる。文化景観を、人間活
動や地域環境との関連において、あるいは、そこにこめられた意味や価値を読み取ろうとする仕方において理
解する。
第１０回 同上
第１１回 経済的活動と立地 農業や工業、都市の立地について、チューネンやウェーバー、クリスタラーらの古
典的な立地論を中心に論じる。
第１２回 同上
第１３回 人間の空間的行動 地域(空間)における人間の行動の仕方、あるいは、人間の行動による地域の
変容について、時間地理学や空間的拡散(文化伝播)の考え方を中心に論じる。
第１４回 同上
第１５回 まとめ
テキスト

配布資料(A3判)を用いて授業を行う。

参考文献

随時紹介する。

評価方法

成績評価は、地理情報システムあるいは地図に関する簡単なレポート(25％)、学期末の試験(50％)、出席
状況と平素の学習状況(それを測るために小テストを行うことがある、25％)を用いて行う。

その他

※１

※２

科目分類

総合教養科目 地理・歴史

対象学年

1・2・3・4

授業科目

近現代史入門

学期

後期授業

担当教員

石田 徹

科目コード

H022030

授業の概要

「歴史」とは、決して「暗記するもの」ではない。高校までの「歴史は暗記」という状況は、敢えて言えば、大
学で「歴史学」（あるいは政治史、外交史、経済史、社会史、思想史など）を学ぶための基礎練習であ
り、「歴史」ではない。
著名な歴史学者であるE.H.カーは、「歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、過去
と現在との尽きることを知らぬ対話」であると述べているが（『歴史とは何か』岩波新書）、これはどういう意味な
のだろうか。
本講義では、受講者が次学期以降（もしくは今学期並行して）履修するであろう各「近現代史」講義を受
ける前提としての、「歴史／歴史学」とはどういうものなのかという点に焦点を当てていきたい。これは高校まで
の「日本史・正解し」とは全く異なっている点となる。つまり「何年に何が起きた」という高校までの「日本史・世
界史」のような内容はメインとはならないので、十分気をつけてほしい。

授業形態

は、「事実／出来事」の当事者と、「事実／出来事」を記録した人と、その記録された「事実／出来事」を読
む人が登場するわけです。ここにさらに「真実」という概念まで入ってくるといろいろと混乱してきます。この辺を整
理して考えてみましょう。
第９回 「歴史学」の対象２ 史料をめぐって
◆「歴史学」は「史料」がなければ成立しません。その「史料」をめぐるいくつかの論点について考えます。
第１０回 「歴史学」の対象３ 時代（時期）区分など
◆この講義のタイトルは「近現代史入門」ですが、さて「近現代」とはいつからいつまでのことなのでしょうか。だ
れが区切っているのか考えたことありますか。
第１１回 「近現代史」の重要概念１ 市民革命
◆ここからは、各「近現代史」を考える際に重要な概念について概観していきます。まずは市民革命です。市
民革命が持つ意義について改めて考えましょう。
第１２回 「近現代史」の重要概念２ 産業革命
◆続いて産業革命です。産業革命が持つ意義について考えます。
第１３回 「近現代史」の重要概念３ 「近代化」
◆一般に「近代化」と言われる現象がありますが、これは何なのでしょうか。とりわけ、東アジア三国において
「近代化」は重要な動きとなりました。「近代化」が持っている意義について考えましょう。
第１４回 「近現代史」の重要概念４ 帝国主義・植民地支配
◆「近代化」と同時並行していたのは「帝国主義」という動きでした。そしてその結果が「植民地支配」という現
象です。これらの概念が北東アジアにおいて持った意義とは何なのでしょうか。
第１５回 まとめ

選択／必修 選択
単位数
2

なお、授業の内容については、示した通りを考えているが、進捗などに応じて随時変更する。
【到達目標】
・「歴史とは何か」について自分なりの意見を練り上げ、文章で適切に表現できる。
・「近現代史」を考える上で重要な概念を理解し、他の人にも説明できる。
テキスト

第2～10回：遅塚忠躬『史学概論』東京大学出版会、2010年・福井憲彦『歴史学入門』岩波書店、2006
年。
第11～14回：植村邦彦『「近代」を支える思想』ナカニシヤ出版、2001年。

参考文献

◇第２～10回（順不同）
E.H.カー（清水幾太郎訳）『歴史とは何か』岩波新書、1962年。
溪内謙『現代史を学ぶ』岩波新書、1995年。
山本博文『歴史をつかむ技法』新潮新書、2013年。
岡田英弘『歴史とはなにか』文春新書、2001年。
入江昭『歴史を学ぶということ』講談社現代新書、2005年、
林健太郎『史学概論（新版）』有斐閣、1970年、
浜林正夫・佐々木隆爾編『歴史学入門』有斐閣、1992年、
望田幸男ほか『新版・新しい史学概論』昭和堂、2002年、
竹内康浩『「正史」はいかに書かれてきたか』大修館書店、2002年、など。

授業の内容

第１回 ガイダンス・諸注意
第２回 「歴史」と「小説・ドラマ」
◆この講義を履修する人には「高校時代世界史／日本史が得意だった」とか、「司馬遼太郎／池波正太
郎が好きだ」というように、歴史小説・歴史ドラマ、あるいは歴史ゲームが好きだという人が結構いるのではない
かと思います。さて、高校の歴史の教科書に書いてあることや『龍馬がゆく』などの歴史小説・ドラマ・映画は
「歴史」なんでしょうか（さすがにゲームは歴史ではないですね）。大学で学ぶ「歴史」とはどういうものなのかを考
えてみましょう。
第３回 「歴史」とは何か１ なぜ歴史を学ぶのか
◆皆さんはなぜ歴史を学ぶのでしょうか。面白いから？（すばらしい）やらされているから？（この講義の受講者
にはいないはずです） 最初に立ち返って「歴史」とはなんなのかについて考えてみましょう。
第４回 「歴史」とは何か２ 歴史とは何か
◆この回だけで「歴史とは何か」の答えが出るわけではありませんが、本講義で考えるところの「歴史とは何か」
について迫っていきましょう。受講者各自でも自分なりの「歴史とは何なのか」を考えてください。
第５回 「歴史学」とは何か 歴史学の目的と効用
◆「歴史学」とはどういう学問なのでしょうか。高校までの「日本史」「世界史」とは大いに異なります。どこがどう
違うのか考えてみてください。
第６回 「歴史学」の主体１ 歴史学の主観性と客観性
◆「歴史学」を学び、「歴史」を見ていく際に欠かせないのは「主観」と「客観」という概念です。一般に「科学」
には「客観性」が求められるとも言います。「歴史学」は「科学」たり得るのでしょうか。どういうことなのか考えて
いきましょう。
第７回 「歴史学」の主体２ 歴史認識をめぐって
◆北東アジアでも「歴史認識」というのは年に数回話題に上ります。簡単に「歴史認識」とは言うものの、この
言葉の意味はきちんと理解できているでしょうか。
第８回 「歴史学」の対象１ 事実と解釈
◆「歴史学」はある「事実／出来事」を対象としますが、その「事実／出来事」は「記録された状態」での「事
実／出来事」すなわち「史料に記された形」での「事実／出来事」です（わかりますか？）。「歴史学」に

◇第11～14回
福田歓一『近代の政治思想』岩波新書、1970年。
山本雅男『ヨーロッパ「近代」の終焉』講談社現代新書、1992年。
桜井哲夫『「近代」の意味：制度としての学校・工場』NHKブックス、1984年、など。
◇全体を通じて
保城広至『歴史から理論を想像する方法』勁草書房、2015年。
この他、必要に応じてその都度紹介する。
評価方法

基本的には、平常点20％＋期末試験80％とする。
出席に関しては学則に準ずる（15回中、6回以上の欠席で期末試験受験資格を失う。授業登録期間中に
行われる回も含まれるので注意）ので、出席管理に関しては各自で責任を持つこと。

その他

≪履修上の注意≫
講義中の携帯電話、スマホの使用・離席（体調不良除く）・飲食・私語はしないこと。
板書をスマホで撮影してはならない。

本講義の進め方などを説明するので、初回の講義は必ず出席すること。
大学の講義は毎回の講義を「聞くだけ」では理解できるものではない。受講者各自の自発的取り組みを期待
する。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 地理・歴史

対象学年

2・3・4

授業科目

西洋近代史

学期

前期授業

担当教員

渡辺 有二

科目コード

H022040

選択／必修 選択
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 本講では、近代から現代までの社会・文化の変遷をふり返りながら、歴史的観点から西洋の社会・文
化について考察する。具体的には、近代イギリス・フランス・アメリカを中心とした社会・文化史の諸
問題、とりわけ食文化をはじめとする生活文化の変遷について、古代から現代までの西洋の社会・文化
史と、同時代のアジアの動向を念頭に入れながら、世界史的視野に立って考察する。その際、各時
代、各地域の食文化・生活文化、東西食文化・経済の交流、コーヒー、紅茶、建築文化、服飾文化の推
移とその社会的背景、民族・家族・社会階層、現代欧米の変容、人口問題と食糧問題、少子高齢化・格
差社会と福祉等の諸問題を検討しながら、西洋近代史についての理解を深めていきたい。

【到達目標】
・西洋近代史に関する基礎知識を身につけ、それを自分の言葉で説明できる。
・西洋近代史の諸問題について論理的・分析的に考察し説明することができる。
授業の内容 第１回 本講義の概要と西洋古代の生活文化
本講義の概要と、人類の起源、肉食の起源、西洋古代の家族、古代ギリシャ・ローマ時代の食文化、ワイ
ン文化、食卓などを検討し、西洋古代の生活文化に関する理解を深める。
第２回 西洋中世の生活文化
中世ヨーロッパの食文化、ブレックファーストとディナー、四旬節、ワイン文化の再生、ビールなどについて検討
し、西洋中世の食文化、中世の建築文化、インなどの居酒屋、服飾文化について考察する。
第３回 西洋中世とルネサンスの文化
気象条件と社会の変化、家族、中世の大学などを検討し、近代以前の生活文化に関する理解を深めると
ともに、ルネサンス期のイタリアを中心とした芸術、食文化、社会の変化について考察する。
第４回 新大陸と社会の変化
新大陸発見と征服がもたらした中南米とヨーロッパの変容などについて考察するとともに、新大陸発見がもた
らした食文化、食生活、ヨーロッパ社会の変化、砂糖と奴隷貿易について検討する。
第５回 大航海時代の欧米とアジア
ポルトガルの東アジア貿易、石見銀山、日本銀とアジア経済の変容について検討するとともに、ザビエルとア
ジア、日本の食文化、ポルトガルの銀貿易などについて考察する。
第６回 大航海時代の東アジアと銀貿易
鉄砲伝来・倭寇と石見銀山、日本銀などについて考察するとともに、大航海時代の推移と奴隷貿易、布
教禁止令、倭寇と銀貿易、鉄砲など日本社会の変容について検討する。
第７回 西欧のアジア進出と近世の生活文化の変遷
オランダのアジア・日本進出と日本銀や社会の変容について検討するとともに、近世ヨーロッパの生活文化の
変遷を概観し、西洋近世の服飾文化の変遷について考察する。

第８回 西洋近世の生活文化とコーヒー文化の成立
ヨーロッパの家族関係、食文化、建築文化、生活文化を検討するとともに、コーヒーがヨーロッパに普及した
経緯と変容、イギリスのコーヒーハウスの意義などを考察する。
第９回 紅茶の歴史と近代イギリスの食生活の変化
ヨーロッパの茶の歴史、イギリス紅茶文化の成立に関して検討し、ジェントルマン社会と食生活
イン、エールハウス、タバーンやパブの歴史とその意義についても理解を深める。
第10回 スコットランドとフランスの生活文化
スコットランドと近代フランスの食文化に関して理解を深め、ウイスキーの歴史、フランス料理とイギリス料理、
フランス料理と革命、フランス革命期の文化と政治について検討する。
第11回 近代フランスの服飾文化とフランス革命の勃発

近代フランスと革命期の服飾文化の変化について検討するとともに、近世フランスの政治社会、フランス革
命の勃発、人権宣言とその限界など、フランスの政治について考察する。
第12回 フランス革命と女性解放思想、アメリカ独立革命
フランス革命の推移とジャコバン派、1791年憲法、93年憲法、95年憲法の内容と革命の終焉について考
察するとともに、女性の人権宣言、女性解放思想、アメリカ独立革命について理解を深める。
第13回 アメリカ社会と変化
独立革命と紅茶などを概観し、アメリカ家族の変化、奴隷解放運動、女性の所感宣言とアメリカ女性参政
権、アメリカ社会の変容、現代アメリカ女性解放運動について検討する。
第14回 生活文化と欧米の変容
女性ファッションの変化、ドイツ、アメリカの変容などについて検討するとともに、現代欧米、特にナチス・ドイツ
や、20世紀後半から21世紀アメリカの変化について考察する。
第15回 世界の食料問題と格差社会
肉食の増加その他、世界の食料問題、食料分配の不均衡の問題について再検討するとともに、貧困率・
育児休業の国際比較などを通して、欧米の格差社会と福祉社会の問題などについて考察する。
テキスト

毎回、講義内容を記したプリントを配布する。

参考文献

参考文献などについては、そのつど指示する。

評価方法

出席日数が２／３に満たないものについては成績評価を与えない。
レポート（50％）・小テスト（40％）に、出席などを総合して成績評価をおこなう。

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 地理・歴史

対象学年

2・3・4

授業科目

アジア近現代史

学期

前期授業

担当教員

山本 健三

科目コード

H022050

選択／必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 本講義では、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのアジアをめぐる言説、アジアにおける関係各国の国際
関係、政治・社会運動の特色を理解することを目指す。具体的には、20世紀以降の世界の動因となった近
代的な思想や理念（民主主義、社会主義、ナショナリズム、平和主義、民族主義など）がアジアに浸透する
過程、それらがアジアの権利や独立をめぐる運動と結びつく過程などが中心的な内容の講義である。

【到達目標】
アジア近現代史の概要を説明できる。
アジア近現代史に関する言説を批判的に解釈できる。
授業の内容 第1回 オリエンテーション 本講義で用いる基本用語の説明
第2回 アジアとは何か①（ヨーロッパから見たアジア）
第3回 アジアとは何か②（日本人のアジア観）
第4回 脱亜論
第5回 アジア主義
第6回 近代ヨーロッパにおけるアジア言説
第7回 オリエンタリズムとオクシデンタリズム
第8回 西洋諸国の東漸と東アジア
第9回 黄禍論
第10回 日清戦争
第11回 日清戦争後の東アジア情勢
第12回 日本帝国主義と社会運動
第13回 日露戦争
第14回 日露戦争後の東アジア情勢
第15回 まとめ

テキスト

配布レジュメ

参考文献

植村邦彦『アジアは〈アジア的〉か』ナカニシヤ出版、2006年。
I・ブルマ他（堀田江理訳）『反西洋思想』新潮新書、2006年。
和田春樹他編著『岩波講座東アジア近現代通史』岩波書店、2010～2011年。
山本健三「M・A・バクーニンにおけるアジア問題」『スラヴ研究』第60号、2013年、123～152頁〔http://srch.slav.hokudai.ac.jp/publictn/slavic-studies/60/60contents.html〕
眞嶋亜有『「肌色」の憂鬱 ― 近代日本の人種体験』中央公論新社、2014年。
上記以外の文献は、講義で適宜紹介する。

評価方法

平常点30％ 中間レポート30％ 期末試験40％
Ÿ 平常点は、主に出席状況によって判断する（原則として、出席日数の3分の2以上出席しなければならな
い。遅刻2回で1回の欠席と見なす）。
中間レポートでは、指定した文献の「書評」を提出していただく。

その他

受講者が高校世界史レベルの知識を有すること、近現代史に関心があることを前提として講義する。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 地理・歴史

対象学年

2・3・4

授業科目

アメリカ近現代史

学期

前期授業

担当教員

佐藤壮

科目コード

H022060

授業形態 講義

選択／必修
単位数
2

授業の概要 【講義の概要と目的】
2017年1月に合衆国大統領に就任したドナルド・トランプ下のアメリカをどのように理解すればよいだろうか。
本講義は、現代アメリカの政治・外交・経済・社会を規定する歴史的要因について受講生が理解を深めるこ
とを目的とする。この目的を達成するために、本講義は、アメリカ社会が抱える現代的課題とその背後にある
歴史的経緯に着目し、アメリカの民主主義の源泉や社会統合の理念と論理について検討を加える。

【到達目標】
本講義を通じて受講生は以下の目標に到達することを目指す。
・アメリカ合衆国の近現代史上の重要な歴史的事象を正確に説明できる。
・アメリカ合衆国の政治・外交・経済・社会・文化分野に関する資史料を解読・視聴し、その時代背景に留
意しながら自らの解釈を表現できる。
・アメリカ社会が直面している現代的諸課題を歴史的背景に言及しつつ考察できる。
授業の内容

第１回 第１回 イントロダクション
従来、合衆国の新大統領は、就任直後の100日間を議会・メディアとの良好な関係を築きながら本格的
な政権運営に漕ぎ出すものであるが、トランプ大統領はどうであろうか。導入となる第1回講義では、アメリカ
合衆国の現代的課題を歴史的要因に留意して理解することの重要性を指摘し、本講義のねらいを説明す
る。
〔参考文献〕
・古矢旬『アメリカニズム―「普遍国家」のナショナリズム』東京大学出版会、2002年、第1章、第2章。
・待鳥聡史『アメリカ大統領制の現在—権限の弱さをどう乗り越えるか』NHKブックス、2016年、第4章。
第２回 第２回 現代アメリカ社会の素描（１）2016年大統領選挙
2016年の合衆国大統領選挙は異例づくしであったとされる。トランプ当選／クリントン敗北の要因が、いか
に現代アメリカが抱える社会的課題を反映しているものであるのか、検討する。
〔参考文献〕
・金成隆一『ルポ トランプ王国—もう一つのアメリカを行く』岩波書店、2017年。
・A.トクヴィル（松本礼二訳）『アメリカのデモクラシー』岩波書店、第1巻上下、第2巻上下、2007～2008年。
第３回 第３回 現代アメリカ社会の素描（２）オバマ政権の８年間～内政と外交～
圧倒的な熱狂に迎えられて大統領に就任したバラク・オバマは、退任目前でも高い支持率を誇った。しかし
実際のところ、任期途中では長らく支持率が停滞し「不人気な」大統領だった。オバマ政権の実績と不首尾
に終わった点を検証し、トランプ政権が直面する課題を考察する。
〔参考文献〕
・河音琢郎・藤木剛康編著『オバマ政権の経済政策—リベラリズムとアメリカ再生のゆくえ』ミネルヴァ書
房、2016年、序章、9章、終章。
・久保文明ほか『オバマ・アメリカ・世界』NTT出版、2012年。
第４回 第４回 合衆国の理念と統治構造（１）独立宣言と合衆国憲法
アメリカ合衆国は「理念の国」であるといわれる。イギリスからの独立を果たした建国の指導者達は、どのよう
な国家像を描いていたのか。独立宣言や合衆国憲法制定過程、建国初期の党派対立などから「理念の
国」の源流をたどり、現代的意義を見出す。

〔参考文献〕
・A.ハミルトン、J.ジェイ、J.マディソン（斎藤眞・中野勝郎訳）『ザ・フェデラリスト』岩波書店、1999年。
・D.アミテージ（平田雅博ほか訳）『独立宣言の世界史』ミネルヴァ書房、2012年。
第５回 第５回 合衆国の理念と統治構造（２）フロンティアの神話と西漸運動
建国当初の合衆国の領土は、米英講和（1783年）で得たミシシッピ川以東に過ぎなかったが、19世紀半ば
には大西洋岸から太平洋岸に至る北米大陸を領土とする大陸国家となった。この領土拡張は、連邦派と州
権派の対立をどのように顕在化・先鋭化したのだろうか。
〔参考文献〕
・B.カミングス（渡辺将人訳）『アメリカ西漸史—《明白なる運命》とその未来』東洋書林、2013年。
・安武秀岳『自由の帝国と奴隷制―建国から南北戦争まで』ミネルヴァ書房、2011年、第2章、第3章。
第６回 第６回 人種とエスニシティをめぐる政治（１）南北戦争と奴隷制度
19世紀に拡張された新領土の連邦加盟問題が断続的に政治的争点となるなか、奴隷制をめぐる国内対
立が南北の分断へと発展した。南北戦争（the Civil War＝内戦）の戦争目的はなぜ変化したのか、南北戦
争はアメリカの人種問題に何を残したのか、検討する。
〔参考文献〕
・C.イートン（益田育彦訳）『アメリカ南部連合史』文芸社、2016年。
・川島正樹編『アメリカニズムと「人種」』名古屋大学出版会、2005年、序章～第4章。
・川島正樹『アファーマティヴ・アクションの行方—過去と未来に向き合うアメリカ』名古屋大学出版会、第1章
～第4章。
第７回 第７回 人種とエスニシティをめぐる政治（２）「新しい移民」の流入と社会統合
南北戦争後、再統一を果たした合衆国は飛躍的な経済成長を遂げる。産業化・都市化の進展と合わせ
て1880年代以降の「新しい移民」の流入は、アメリカの社会統合にいかなる影響を及ぼしたのだろうか。
〔参考文献〕
・ダナ・R・ガバッチア『移民からみるアメリカ外交史』白水社、2015年、第2章、第3章。
・西山隆行『移民大国アメリカ』筑摩書房、2016年。
・野村達朗『ユダヤ移民のニューヨーク―移民の生活と労働の世界』山川出版社、1995年。
第８回 第８回 人種とエスニシティをめぐる政治（３）マイノリティの地位向上
南北戦争期の奴隷解放宣言後も、アフリカ系アメリカ人に対する差別構造は存続した。差別の視線はアジ
ア系や中南米系の非白人市民にも向けられた。人種的あるいはエスニック・マイノリティの権利獲得と地位向
上はどのようになされていったのか。今も根強く残る人種差別問題にも切り込む。
〔参考文献〕
・明石紀雄・飯野正子『エスニック・アメリカ 第3版』有斐閣、2011年、第II部。
・貴堂嘉之『アメリカ合衆国と中国人移民―歴史のなかの「移民国家」アメリカ』名古屋大学出版会、2012
年。
・松岡泰『アメリカ政治とマイノリティ—公民権運動以降の黒人問題の変容』ミネルヴァ書房、2006年。
・デヴィッド・A・ワイナート（ラッセル秀子訳）『ストロベリー・デイズ—日系アメリカ人強制収容の記憶』みすず書
房、2013年。
第９回 第９回 アメリカにおける社会福祉の展開（１）革新主義からニューディールへ
世界第1位の経済大国でありながら、アメリカには公的な国民皆医療保険制度がないのはなぜか。20世紀
初頭に展開された社会改革実験としての革新主義や大恐慌後のニューディール政策で展開された社会保
障とはどのようなものだったのか。
〔参考文献〕
・平体由美『連邦制と社会改革―20世紀初頭アメリカ合衆国の児童労働規制』世界思想社、2007年。
・山岸敬和『アメリカ医療制度の政治史—20世紀の経験とオバマケア』名古屋大学出版会、2014年、第I
部。

第１０回 第10回 アメリカにおける社会福祉の展開（２）「偉大な社会」から福祉国家批判へ
1960年代、ジョンソン政権期には「偉大な社会」を掲げて社会福祉政策の充実が図られたものの、1980年
代には福祉問題が自己責任論へと変質していく。医療保険制度改革（オバマ・ケア）への批判も根強い。一
連の福祉国家批判の源流を探る。

〔参考文献〕
・渡辺将人『アメリカ政治の壁—利益と理念の狭間で』岩波書店、2016年。
・渡辺靖『アメリカン・デモクラシーの逆説』岩波書店、2010年。
・Robert D. Putnam, Our Kids: The American Dream in Crisis. Simon & Schuster, 2015.
・R.B.ライシュ『最後の資本主義』東洋経済新報社、2016年。
第１５回 第15回 トランプ政権と日米関係の行方
トランプ政権下で日米関係はどのように展開するのか。19世紀半ば以降の日米関係の史的展開を概観し
つつ、21世紀の国際秩序変動と日米関係の動向を関連づけて考察する。

〔参考文献〕
・天野拓『オバマの医療改革―国民皆保険制度への苦闘』勁草書房、2013年。
・渋谷博史『20世紀アメリカ財政史２ 「豊かな社会」とアメリカ型福祉国家』東京大学出版会、2005年。
・根岸毅宏『アメリカの福祉改革』日本経済評論社、2006年。
第１１回 第11回 アメリカの対外政策とアイデンティティ（１）伝統的孤立主義から対外膨張へ
アメリカには孤立主義的伝統があるが、それは「内に引きこもる」ことではなく、他国（とくにヨーロッパ諸国）か
らの拘束と干渉を嫌う単独主義・対欧不介入主義である。むしろ中南米にはアメリカ自身が積極的な介入・
干渉をおこない、19世紀末期～20世紀初頭には対外膨張の傾向を強めた。一見相矛盾するこうした対外
政策はどのような内的論理で正当化されているのだろうか。
〔参考文献〕
・イリジャ・H・グールド（森丈夫監訳）『アメリカ帝国の胎動―ヨーロッパ国際秩序とアメリカ独立』彩流
社、2016年。
・中嶋啓雄『モンロー・ドクトリンとアメリカ外交の基盤』ミネルヴァ書房、2002年。
・中野聡『歴史経験としてのアメリカ帝国』岩波書店、2007年。
・山岸義夫『アメリカ膨張主義の展開―マニフェスト・デスティニーと大陸帝国』勁草書房、1995年。
第１２回 第12回 アメリカの対外政策とアイデンティティ（２）多国間的国際主義をめぐる相克
第一次世界大戦以後、国際連盟加盟は成らなかったが、アメリカは直接・間接に国際的関与を強めてい
く。第二次世界大戦後、国際公共財の提供者たる覇権国としてアメリカはリベラルな覇権秩序を牽引しつ
つ、軍事安全保障・経済的繁栄・アメリカ的価値の拡大という外交目標を融通無碍に選択し、ときに単独
主義的行動を辞さない超大国として振る舞ってきた。こうしたアメリカ外交の変遷を検証する。
〔参考文献〕
・O・A・ウェスタッド『グローバル冷戦史―第三世界への介入と現代世界の形成』名古屋大学出版会、2010
年。
・菅英輝編著『冷戦史の再検討―変容する秩序と冷戦の終焉』法政大学出版局、2010年。
・ジョージ・F・ケナン（近藤晋一ほか訳）『アメリカ外交50年』岩波書店、2000年。
・滝田賢治『太平洋国家アメリカへの道―その歴史的形成過程』有信堂、1996年。
・益田実ほか『冷戦史を問いなおす―「冷戦」と「非冷戦」の境界』ミネルヴァ書房、2015年。
第１３回 第13回 アメリカ社会の多様化・多極化・分断化（１）文化戦争
1960年代以降、アメリカでは公民権運動・ベトナム反戦運動を契機に、各種運動を中心とする「ニュー・ポ
リティクス」が台頭しリベラル化が進み、ヒッピーの「対抗文化」も開花した。一方で、1980年代には「レーガン革
命」により保守派が巻き返し、価値観論争が「文化戦争」へと先鋭化していく。
〔参考文献〕
・飯山雅史『アメリカ福音派の変容と政治―1960年代からの政党再編成』名古屋大学出版会、2013年。
・賀川真理『カリフォルニア政治とラティーノ―公正な市民生活を求めるための闘い』晃洋書房、2011年。
・アンドリュー・サリヴァン（本山哲人ほか訳）『同性愛と同性婚の政治学—ノーマルの虚像』明石書店、2015
年。
・辻内鏡人『現代アメリカの政治文化―多文化主義とポストコロニアリズムの交錯』ミネルヴァ書房、2001年。
第１４回 第14回 アメリカ社会の多様化・多極化・分断化（２）格差と階層
現代アメリカ社会では、富裕層と貧困層の社会的分断が顕著となり、門壁に囲まれ広大な公園や自警団
を有する富裕層住宅地“Gated Community”や富裕層が集住する「民営化自治体」が登場してい
る。「ウォール街を占拠せよ」運動（2011年）や2016年大統領候補民主党予備選挙で躍進したサンダース旋
風など、アメリカ社会に顕在化した貧困と格差を論じる。

〔参考文献〕
・五百旗頭真編『日米関係史』有斐閣、2008年。
・川上高司『「無極化」時代の日米同盟』ミネルヴァ書房、2015年。
・久保文明編『アメリカ外交の諸潮流―リベラルから保守まで』日本国際問題研究所、2007年。
テキスト

特定のテキストは用いない。事前学習や復習に有用・必要な文献・資料がある場合は、適宜入手方法を支
持する。

参考文献

各回の講義テーマに関する参考文献は講義計画に記したとおりである。以下、アメリカ史の概説書を紹介し
ておく。
・有賀貞『ヒストリカル・ガイド アメリカ 改訂新版』山川出版社、2012年。
・有賀夏紀・油井大三郎『アメリカの歴史―テーマで読む多文化社会の夢と現実』有斐閣、2002年。
・齋藤眞・古矢旬『アメリカ政治外交史 第二版』東京大学出版会、2012年。
・佐々木卓也編著『ハンドブック アメリカ外交史―建国から冷戦後まで』ミネルヴァ書房、2011年。
・和田光弘『大学で学ぶアメリカ史』ミネルヴァ書房、2014年。

評価方法

【単位修得要件〔評価の対象となる課題〕】
学期末試験（100％）で単位認定をおこなう。

その他

【欠席の扱い】
４年生以上の受講生が就職活動によりやむを得ず欠席する場合には、「就職活動による欠席届」に企業
からの案内書やメールの写しを添付して、提出すること。適切な欠席届が提出されない場合、他の受講生と
の公平性の観点から、欠席への配慮ができないので留意すること。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 地理・歴史

対象学年

2・3・4

授業科目

イギリス近現代史

学期

後期授業

担当教員

渡辺 有二

科目コード

H022070

授業形態 講義

20世紀イギリス食文化の変容ならびに、その背景に関して理解を深める。
第12回 ヴィクトリア期イギリスとアヘン貿易、幕末日本
19世紀イギリス社会の変貌と、イギリスとアジアとの関係について、特にアヘン戦争、カントリー・トレーダー、グ
ラバー、サトウ、武器の革命、明治維新等、イギリスと幕末日本との関係を中心に検討する。
第13回 イギリス女性解放運動の形成・展開と政治社会の変容
ウルストンクラフトの女性解放思想の形成と、19・20世紀女性参政権運動、その後の展開について、当時
の家族、政治的社会的背景などとともに検討し、20世紀前半のイギリスについても考察する。
第14回 アイルランド独立運動と現代イギリス
アイルランド独立にいたる政治的社会的思想的背景を歴史的に分析し、北アイルランド問題の現状、残さ
れた課題などについて検討するとともに、20世紀後半のイギリス、現代イギリスについて考察する。
第15回 現代スコットランドの政治変革
現代の統合と自立、地方分権の問題に関して、スコットランド議会復活と変容、ジェンダー・バランス、スコッ
トランド内部の地域差、年代差、EU離脱とスコットランド独立などの問題を中心に検討する。

選択／必修 選択
単位数
2

授業の概要 イギリスの中世から現代までの政治・社会・思想・教育・文化の歴史について、西洋の社会・政治・文化史の
動向を念頭に入れながら、世界史的視野に立って考察する。特にイギリス革命期以降の政治社会の変容と
その背景、アイルランド等の統合、18世紀スコットランド社会と政治の変容、三角貿易とジェントルマン社会、
近代イギリスの食文化と変容、紅茶文化の成立と展開、建築文化・英国式庭園、アヘン戦争と幕末日本、
女性解放思想の形成とその展開、アイルランドの分離独立運動・民族対立の現状とその歴史的・民族的・
文化的背景、現代イギリスの統合と自立、スコットランド議会の創設と展開、分権と独立問題などを分析す
る中から、イギリス近現代史の諸問題についての理解を深めていきたい。

【到達目標】
・イギリス近現代史に関する基礎知識を身につけ、それを自分の言葉で説明できる。
・イギリス近現代史の諸問題について論理的・分析的に考察し説明することができる。
授業の内容 第１回 イギリス前近代の社会と生活文化
イギリスを構成するイングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドの近代以前の歴史を
ふり返り、ケルト、アングロサクソンなどイギリスの諸民族と、その生活文化についての理解を深める。
第２回 イギリス近世の社会と思想・生活文化（１）
ルネサンスと宗教改革、ヘンリー８世などについて検討し、絶対王政期イギリスの宗教、家族関係、政治思
想、生活文化、食文化、エール、エールハウス、タヴァーン、インなどについて考察する。
第３回 イギリス近世の社会と思想・生活文化（２）
メアリ、エリザベス１世などイギリス絶対王政確立期の政治社会と宗教対立、食文化、食生活について考
察するとともに、ガリバリン砲、砂糖と三角貿易、ジェントルマン社会の成立などについて検討する。
第４回 ピューリタン革命期の政治と社会、思想
ピューリタニズム、ピューリタン革命期の大学、教会、宮廷と地方、長老派、独立派、平等派の政治思想な
どを、ケルト周縁やピューリタン革命の政治的社会的背景との関係の中で分析する。
第５回 名誉革命期の政治と社会、思想
王政復古期の政治社会、ロックを中心とする名誉革命期の政治・社会・思想等について検討するととも
に、アイルランド、名誉革命後のジェントルマン支配、奴隷貿易などについての理解を深める。
第６回 コーヒー文化と紅茶文化の成立
コーヒーの歴史、コーヒー普及の経緯、コーヒーハウスとイギリス社会との関係などを検討するとともに、イギリ
スで紅茶文化が成立する過程と、その歴史的意義を分析する

第７回 紅茶文化の展開と陶磁器
緑茶と紅茶、紅茶文化の展開と茶貿易、茶の消費拡大、ヨーロッパとの関係、イギリス社会と生活習慣の
変化などを考察するとともに、陶磁器、ウェジウッドなどに関する理解を深める。
第８回 18世紀スコットランドの政治と生活文化
ジャコバイト反乱期のスコットランドの政治社会と思想・文化の変容等について検討するとともに、スコットラン
ドの民族文化、ウィスキーの歴史、タータンなどスコットランドの服飾について考察する。
第９回 近代イギリスの食文化
イギリス連合王国の成立、ユニオン・フラッグとサッカーの歴史に関して理解を深めるとともに、朝食、ディナータ
イムの変化など近代イギリスの食文化、パブの変遷について検討する。
第10回 近代イギリスの建築文化
近代イギリスの建築様式とカントリー・ハウスなど住居・家庭生活・生活環境の変容、イングリッシュガーデンと
その歴史的背景、ナショナル・トラストなども視野に入れ、広義の建築文化について考察する。
第11回 19・20世紀イギリス食文化
産業革命と紅茶、ジェントルマン支配の変容などの問題を検討するとともに、19世紀イギリス料理の変化と

テキスト

毎回、講義内容を記したプリントを配布する。

参考文献

参考文献などについては、そのつど指示する。

評価方法

出席日数が２／３に満たないものについては成績評価を与えない。
レポート（50％）・小テスト（40％）に、出席などを総合して成績評価をおこなう。

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

文学

学期

前期授業

担当教員

渡部望

科目コード

H023010

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 モーパッサンの短編小説を読みます。
テキストは『モーパッサン短編選』（岩波文庫）です。

モーパッサンは19世紀フランスで活躍した小説家で、短編小説の領域で多くの傑作を残した作家です。彼の
小説は早くから日本に紹介され、多くの読者を獲得し、わが国の近代文学に影響を与えました。みなさんのな
かにも国語の教材としてモーパッサンの短編を読んだことがあるという方がいるかもしれません。
授業では毎回一編の短編小説をとりあげて、楽しみながら読んでいきます。しかし、小説を「楽しみながら読
む」ということは、そんなに簡単なことではありません。漫然と活字を追っていくだけでは文学作品のおもしろさを
十分にすくい取ることはできないのです。この授業では「文学作品をおもしろく読む」秘訣のようなものを学んで
もらいます。難しく言えば文学批評理論の初歩を身につけていただくということになります。でも、怖じ気づく必
要はありません。ひとつの「ヒント」のようなものを手がかりに、小説を読んでいくことで自然と批評的な読みを実
践してもらうように授業をデザインしています。これまで小説に親しむことが少なかった人でも歓迎します。
【授業の進め方】
毎回授業の最後に、翌週取り上げる小説の「予習シート」を配布します。一週間かけて作品をじっくり読ん
で、「予習シート」を完成してください。
授業の前半では、読みのヒントとなるレクチャーをおこないます。後半では、受講生が４人程度でグループワー
クをおこないます。それぞれが持ち寄った「予習シート」を紹介しながら、仲間との対話を通して作品の謎を解く
作業を行っていただきます。
授業の最後には、ひとりひとりが「ワークシート」を完成してもらいます。このワークシートは評価の対象とします。
また学期末にはレポートを書いてもらいます。提出したワークシートの評点合計とレポートの評点を合算したも
のが、評価点となります。
【到達目標】
短編小説の面白さを発見する感性を持つ。
面白さを論理的に説明する分析技法を身につける。
他の受講生と協調しながら作業ができるようになる。
授業の内容

第１回 イントロダクション：授業の進め方
第２回 「モーパッサンとその時代」講義
第３回 グループワーク入門
第４回 「水の上」を読む
第５回 「シモンのパパ」を読む
第６回 「椅子直しの女」を読む
第７回 「田園秘話」を読む
第８回 「メヌエット」を読む
第９回 「二人の友」を読む
第１０回 「ジュール伯父さん」を読む
第１１回 「初雪」を読む
第１２回 「首飾り」を読む
第１３回 「ソヴァージュばあさん」を読む
第１４回 「帰郷」を読む
第１５回 レポートの書き方

テキスト

高山鉄男編訳『モーパッサン短編選』（岩波文庫）

参考文献

授業の中で指示します。

評価方法

成績は授業中に作成するワークシート（50％）と、学期末に提出するレポート（作品論）（50％）の合計によっ
て判定します。なお、出席点はありませんが、欠席すると結果的にワークシートの点数が下がるので注意してく
ださい。

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

アメリカ文学

学期

後期集中

授業科目

イギリス文学

学期

前期集中

担当教員

非常勤講師 小玉容子

担当教員

非常勤講師 吉中孝志

科目コード

H023030

選択／必修 選択必修
単位数
2

科目コード

H023040

選択／必修 選択
単位数
2

授業形態 講義

授業形態 講義

授業の概要 アメリカ文学について、19世紀後半までの代表的な作品や文献資料の一部を抜粋し、講読する。また、それ
らの作品が書かれた時代背景に関する知識を深めるとともに、文学作品の分析･評価のための基礎的事項
（文学用語など）も学び、作品理解を深める。
【到達目標】
19世紀後半までの、代表的アメリカの作家・詩人・思想家などについて、彼らが生きた時代と彼らの作品につ
いての知識を得、主要作品については解説できるようにする。

授業の概要 英文学史上その分水嶺ともいえる初期近代文芸復興期（ルネサンス）の詩文学を中心にして、英文学を読
み解くための精読の訓練を行う。授業は、講義、小グループによる研究発表、ディスカッションで構成される。

授業の内容 第1回 19世紀までのアメリカ史、Puritanism
第2回 植民地時代の詩 Anne Bradstreet、 New English Primer
第3回 大覚醒の時代の説教 J. Edwards
第4回 フランクリン自伝 Autobiography
第5回 「独立宣言書」と時代背景 “The Declaration of Independence”
第6回 ロマンティシズムの詩：ブライアントPoems
第7回 「リップ・バン・ウィンクル」 “Rip Van Winkle”
第8回 前半のまとめ
第9回 エドガー・アラン・ポーの短編小説、ビデオ観賞
第10回 Poe のPoems
第11回リンカーンの演説と南北戦争Speech、Spirituals
第12回 リアリズムと地方色文学（マーク・トゥエイン）Tall tale
第13回 マラマッド‘After Seven Years’講読
第14回 マラマッド‘After Seven Years’講読とテーマについて
第15回全体のまとめ
第16回試験

授業の内容 第１回 序論 ジョン・レノンの「ジュリア」
第２回 サー・フィリップ・シドニーの『アストロフィルとステラ』
第３回 エドマンド・スペンサーの『アモレッティ』
第４回 ウィリアム・シェイクスピアの『ソネッツ』
第５回 ウィリアム・シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』
第６回 『恋に落ちたシェイクスピア』
第７回 ジョン・ダンの恋愛詩
第８回 ジョン・ダンの宗教詩
第９回 ベン・ジョンソンの言語的アナーフォシス
第１０回 アンドリュー・マーヴェルの「庭」
第１１回 アンドリュー・マーヴェルの「庭に反対する草刈人」
第１２回 ジョン・ミルトンの『失楽園』におけるアダムとイヴ
第１３回 ジョン・ミルトンの『失楽園』におけるエデン
第１４回 まとめ
第１５回 試験

【到達目標】
英語を正確な文法に基づいて分析的に解読する力、文学的批評眼を養い、英語で書かれた文学作品に
ついて論理的に思考・表現することができる。

テキスト
テキスト

プリント配布。
課題本については授業で指示する。

吉中孝志著『名前で読み解く英文学―シェイクスピアとその前後の詩人たち―』
（広島大学出版会、２０１２年）

参考文献

授業時に指示する。

参考文献

参考文献は随時指示。

評価方法

授業参加への積極性（50％）、試験およびレポート（50％）による総合評価。

評価方法

評価は学期末に行う試験とレポート、小テストを総合して判断する。試験は、作品名･作家名･時代との関
連などを問う筆記テスト。レポートは講読作品に関してのレポートである。配点は、テスト60％、レポート
25％、小テスト15％。

その他

その他

※１
※２

※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

芸術学

学期

後期授業

担当教員

八田 典子

科目コード

H023050

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

テキスト
参考文献

キーワードは以下の６つである。
ルネサンス
ミュージアム

印象派
ジャポニスム
アートプロジェクト

「場」の力

【到達目標】
・上記のキーワードを中心として芸術に関する基礎的知識を習得し、主要な概念や歴史的経緯等につい
て、自己の言葉で 説明できる。
・芸術と社会の関係性について、論理的・分析的に思考し、自己の言葉で説明できる。
・現代社会における芸術の意義について、論理的・分析的に思考して自らの考えをもち、文章等でそれを表
現することが できる。
授業の内容 第１回 イントロダクション －今あらためて芸術とは？－
授業の内容や目標、進め方等についての説明を行なうとともに、各自の芸術観を育む契機となる芸術に対
する多角的な見方や芸術そのものが持つ多様性を紹介する。

第２回～第６回 芸術史の流れを把握しよう－「何が」「どのように」「なぜ」変わってきたのか？－
西洋美術史を事例として、主に、ルネサンスから現代に至る芸術表現の歴史的変遷に注目し、基礎的知
識を確かなものとするとともに、その時々の多様な社会的要因と深く関わって成立する芸術作品のあり方につ
いて認識を深めよう。
第７回～第８回 芸術表現における国際的影響関係
日本における西洋美術の受容史と、西洋における「ジャポニスム」の成立と展開に注目する。
第９回～第10回 芸術作品の成立と受容における「場」の関与
「ミュージアム」の歴史とその影響力、1960年代以降のサイトスペシフィックアートの諸相等に注目し、「場」と
の関わりから芸術の本来的なあり方とともに現代芸術の特質を考える。
第11回～第14回 現代社会における芸術のあり方
今、私たちが生きているこの現代という時代の中で、社会と深く関わりながら活き活きと展開されている多様
な芸術表現や芸術活動に注目し、その意味を考える。具体的な事例としては、アートによる地域活性化を
目指す「大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ」等の「アートプロジェクト」や、「金沢21世紀美術館」
の試み等を取り上げる。
第15回 まとめ －芸術の魅力と意義－

参考文献は適宜紹介する。

評価方法

授業中に書くコメント等（20％）、出席状況等による平常点（15％）、試験（65％）により、総合的に評価す
る。
※ 出席回数が３分の２に満たない者は、成績評価対象者となることができない。

その他

美術館見学等、学外で学ぶ機会も適時検討する。
※１
※２

授業の概要 「芸術の力」とは？

この講義では、主に、ルネサンスから20世紀半ばまでの絵画作品と、近年の現代アート作品を具体的事例
として挙げながら、人を惹きつけ、社会に働きかける「芸術の力」について考えていく。
ポイントは以下の2点である。
① 歴史的な流れを踏まえて、芸術に関する常識的な知識を確かなものとする。
② 「地域に根ざしたアートプロジェクト」や「アートセラピー」等の、現代における最先端のアートシーンにも目
を向けて、社会の中での芸術の役割について考察する。

特定のテキストは使用せず、レジュメと複数の文献をもとに作成した資料を適宜配付して教材とする。映像
資料も適時活用する。

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

映像表現論

学期

前期授業

担当教員

瓜生忠久

科目コード

H023060

授業形態 講義

第７回 編集について①＝信号について、編集の基礎と応用
編集について②＝音声編集・音声処理、タイトル・特殊効果
第８回 編集機材操作実習①②
第９回 編集機材操作実習①②
第１０回 実習制作①
第１１回 実習制作②
第１２回 実習制作③
第１３回 実習制作④
第１４回 実習制作⑤
第１５回 作品発表と相互批評、講評

選択／必修 選択
単位数
2

授業の概要 元々、人類は自然界にあって《物を創造し、自らの思いを表現する》唯一の動物である。〔文化〕と〔文明の
発達〕は正に、この《創造力と表現力》を保持したことから生まれた人類固有の産物といえよう。人類はまた
《自らの思いを表現し、それを他人に伝達する》手段をいろいろと作り出してきた。言葉・文字・絵画・彫刻・演
劇等々「文化・芸術」と言われるジャンルのものは、いずれも『人類が地球上で、より快適に生きる』為の方向
性を示そうとする中で考案された《表現手段》と考えられる。中でも、近代という時代区分に到達した段階で、
人類はそれまでの歴史にはない全く新しい《表現方法》を考えだした。それが《映画》である。〔動く現象をその
ままフィルムという媒体に写し撮り、再度映し出して、多くの人々に自らの思いを表現し伝達する〕という手法が
可能となった時、人類の表現力は格段の進歩を遂げ、それまで以上に想像力を高めることができるようになっ
た。今から約100年前の出来事である。〔動く現象をそのままフィルムという媒体に写し撮り、再度映し出して、
多くの人々に自らの思いを表現し伝達する〕という手法が可能となった時、人類の表現力は格段の進歩を遂
げ、それまで以上に想像力を高めることができるようになった。今から約100年前の出来事である。《映画》はや
がてテレビ・ビデオへと枝葉を伸ばし《大衆的映像文化》として一般人にも身近な存在となったが、主体的な
創造性という意味では、未だまだ普遍的とは言えない。人々は長い間〔作られた作品を鑑賞する〕という立場
に留め置かれていた。
しかし、パソコンの利用も日常的になってきた現在から将来にかけて、情報量が豊富で瞬間的な理解度にも
優る《動画映像》が表現媒体の有効な手段の一つとなることは確実で、自らビデオ・カメラを持ち、自らの思い
を作品に纏め上げようという人々は、今後急速に拡大していくであろう。単に、他人が作ったものを鑑賞・視聴
するという受け手側の立場だけではなく、自ら作り手となる環境が整備されてきているということである。エレクト
ロニクス技術の発達は、従来のアナログ地上波テレビ放送に加えて衛星放送・ＣＡＴＶと発信側メディアの多
様化を進め、さらにデジタル化（圧縮）技術の進展は映像・音声に限らずコンピューターとの境界もなくしつつあ
る。これらメディアの多様化も、《自己表現》《オリジナル作品の創作》を促す要因となろう。例えば、『ＣＡＴＶや
地上波デジタルの多チャンネル化は必然的に番組の多様化を目指さざるを得ず、その為により多くの作り手の
存在と参加が必要』となる。つまり、発信側と受信側との交流がこれまで以上に深まらざるを得ない。「映像
表現」では、これらの時代的要請に応え得る人材の育成と、映像制作技術の基本を講義し、将来の映像
作品の行方を模索したい。そのために、主としてビデオ・システムを活用した映像ソフト作品の制作を実践的に
行う。また、パソコンによる映像処理(=CGなど)を通じた作品作りも実験したい。
授業の内容 １つのテーマを《講義》と《実践》の組み合わせで完結させる予定なので、可能な限り継続して出席すること。
出欠は毎回とるが、受講することは学生の義務であると同時に権利でもあるので、欠席をマイナス点とはしな
い。成績評価は、実践的な作品制作によって行いたい。個性的で積極的な想像力・創造性の研磨習熟度
に重点を置いて評価する。
作品の制作手順に従って、講義と実践制作の割合は講義6:制作4とする予定である。
授業数15回の内、前半の2/3は講義で、それぞれの分野における《目的・課題・作品全体における位置づ
け》を解説する。後半の1/3は、グループ分けをした上で、それぞれのグループごとに作品を制作する。グループ
分けは、受講年度混在で行う。
最後の講義時間に、グループごとに制作した作品の発表を行い、総評を行う。
最後に、個人別の評価を目的として、レポートを課す。例年、講義内容の把握度合と実践活動にどのように
生かしたかを問うものである。
第１回 作品企画について＝プロデューサーの役割
第２回 構成・台本について＝ライターの役割
第３回 演出について＝ディレクターの役割とロケ・ハン
第４回 撮影準備とスタッフの構成、演技者と演技指導
第５回 撮影について①＝カメラマンの役割、撮影技術
撮影について②＝照明・録音等各スタッフの役割
第６回 撮影機材操作実習

テキスト

特に指定するものはないが、講義の都度役立つテキストを配布する。また、参考となる既成・既存の作品を
紹介するので、レンタル・ビデオなどで検証することを勧める。
* 尚、制作機材の数量的制約があるため、今年度より受講者数を６０名に限定する。
選考方法については後日提示する。

参考文献
評価方法

出席点…45% 作品評価(グループ評価)…20% 最終レポート…35%

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

映像コミュニケーション論

学期

後期授業

担当教員

瓜生忠久

科目コード

H023070

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 近代という時代区分に入って、人類が産み出した文化価値の最たるものの一つに〔映画〕がある。その後〔映
画〕は、エレクトロニクス技術の発達と相まって“テレビ・ビデオ”という「映像(媒体)」に、そして信号のデジタル化
が加わって“コンピューター”を介した「情報(媒体)」へと枝分かれしていく。
【映像】とは、これらの〔主として動的画像と音声を併せ持った表現物〕を総称する概念としたいが、現在はそ
れぞれの【映像】＝動画像が相互に影響し合い、交流し合って『新しい映像の世界』を創出し、人類と文化
に寄与する時代が到来してきている。その際、必ずや要請されるのは『作品』『ソフト』『コンテンツ』等を『表現
する力』と、これらを創造する『想像力や技術力』の養成である。さらに適切な『鑑賞力と批評力』の向上も重
要な課題となろう。「映像コミュニケーション論」では、【映像】の原点である〔映画〕の誕生と発展の経緯を歴
史的に辿ることで【映像】の文化的特質を把握し、新しい技術の発達を理解・応用しながら将来への展望を
考えたい。講義では、参加する全員が概念を共有する為にも『映画作品』『ビデオ・ソフト』『パソコン・コンテン
ツ』等の『映像表現物』を鑑賞視聴することから始める。その上で、これらが作り出される背景や作り手＝送り
手の意図を考え、さらに鑑賞する側＝受け手の対応と要求も考察し研究していきたい。
授業の内容

参考文献として掲げた映画作品は講義進行の過程で変更する可能性もあるが、最低限鑑賞の要有りと考
えるものなので、ビデオ・レンタルなどでの鑑賞も含めて把握しておくことを勧める。
半期で119年の映像史を概観し〔映像メディア〕全般の現状と将来を展望することになるので、密度の高い講
義にならざるを得ない。また、１つのテーマを《作品鑑賞》と《分析・研究》の組み合わせで完結させる予定なの
で、可能な限り継続して出席すること。出欠は毎回とるが、受講することは学生の権利であるので、欠席をマ
イナス点とはしない。
今年(2014年)は、世界の映画史の中で燦然と輝く天才チャールズ・チャップリンが、渡米して本格的な映画制
作活動を始めて100年にあたる年でもあるので、チャップリンの作品を中核においた鑑賞と評価を行いたい。
映画はその成立以来「大きなスクリーンでの上映」を前提として制作されているものであり、鑑賞学習において
も可能な限りその条件を提供したい。幸いなことに、昨年度より[講堂]に大型プロジェクターが設置され、スク
リーンも視野角いっぱいにまで拡大された。この上映環境を活用する。教室を、講義中心と映画鑑賞中心の
2種類を使い分けるので、毎回教室確認をすること。
第１回 近代と映画の誕生
第２回 初期の映画
「シネ・ブラボー」
第３回 サイレント映画の成熟
「シネ・ブラボー」② 「チャップリン"キッド"」
第４回 映像モンタージュについて
「戦艦ポチョムキン」
第５回 映像モンタージュについて② 「戦艦ポチョムキン」② 「国民の創生」
第６回 トーキー化の時代
「雨に唄えば」
第７回 トーキー化の時代
「雨に唄えば」②
第８回 映画作家の成立と創造の意識 「チャップリン"モダンタイムス"」
第９回 映画作家の成立と創造の意識② 「チャップリン"モダンタイムス"」②
第１０回 社会状況と作品への影響①
「チャップリン"独裁者"」
第１１回 社会状況と作品への影響②
「BS歴史館"ハリウッド100年－赤狩り"」
第１２回 社会状況と作品への影響③
「ローマの休日」
第１３回 社会状況と作品への影響④
「ローマの休日」②
第１４回 社会状況と作品への影響⑤
「日本映画」について
第１５回 まとめ

テキスト

ロイ・アーメス著「映画と現実－歴史的展望」（瓜生忠久他訳・法政大学出版局刊）をテキストとする。その
他に講義に沿った参考物として、映画作品をビデオで適宜鑑賞する。
鑑賞予定作品（ビデオ出版社）：「シネ・ブラボー（ポニー）」「戦艦ポチョムキン（日活）」「モダンタイムス（朝
日新聞）」「生きる（東宝）」「男はつらいよ（松竹）」等

参考文献
評価方法

成績評価は期末の試験によって行うが、講義内容の習度確認というよりは個性的で積極的な想像力・創造
性の研磨習熟度に重点を置いて評価する。
出席点…30% 試験採点…70%

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

文化人類学

学期

前期集中

授業科目

比較文化論

学期

後期授業

担当教員

非常勤講師 髙谷 紀夫

担当教員

渡部望

科目コード

H023080

選択／必修 選択
単位数
2

科目コード

H023090

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 【受講者へのメッセージ】
異文化研究を通じて展開してきた「異文化理解のための思考法の科学」である文化人類学は、人間存在
の多様性を理解する手がかりとしての「文化」概念を利用しつつ、人間の世界そのものが、文化的意味付け
の体系であることを示してきた。本講義では、近代社会科学の展開の中での人類学の位置を念頭におきな
がら、映像資料を活用して人間と文化の関係についての人類学的思考法に関して解説する。
【到達目標】
（１）人類学的思考法のエッセンスを習得して、自分のことばで説明できる。
（２）異文化理解と自文化理解との融合の重要性を理解して、自分のことばで説明できる。
（３）フィールドワークの楽しみを理解して、自分のことばで説明できる。
授業の内容 Ⅰ. 人類学の発想
Ⅰ-１. 人類学的思考法のすすめ〜人類学って何？
Ⅰ-２. 異文化理解と異文化誤解の間（はざま）で
Ⅰ-３. 人類学とは何か？のまとめ
Ⅱ. ひとりでは生きていけない〜社会という「常識」再考〜
Ⅱ-１. ひとりでは生きていけない〜社会構造の人類学
Ⅱ-２. 家族という「常識」再考
Ⅱ-３. 婚姻という「常識」再考〜当人同士だけの問題ではない
Ⅱ-４. 日本社会の親族構造の行方
Ⅲ. 文化は「境界」を超えて〜グローバル化とフィールドの現場から〜
Ⅲ-１. グローバル化と「親子関係」の行方
Ⅲ-２. 文化交流論〜地図化された世界観の相対化
Ⅲ-３. ROOTSと ROUTES〜移動（シフト）の構図から
Ⅲ-４. フィールドの現場から〜フィールドで見た！聞いた！考えた！
Ⅳ. 「場所」を探し続けている〜宗教という「常識」再考〜
Ⅳ-１.自分の「宗教」観再考

授業形態 講義

授業の概要 「比較文化」とは、異なった風俗習慣を持つ「他者」を文化という枠組みで理解しようとし、また異文化との比
較において「われわれ自身」を理解しようとするものです。「比較文化論」という学問が成立したのは比較的近
年のことですが、古来、旅行者や探検家たちは「比較文化」を行ってきました。現在では海外旅行が容易に
なり、また身近に暮らす外国人が増えてきて、「比較文化」的言説はわれわれに親しいものとなっています。し
かしそうした文化比較はどこまで正しく、相互理解に有益なのでしょうか。皮相な比較が誤解と悲劇を招いて
はいないでしょうか。この講義ではそうした問題意識から出発して、いくつかの代表的な「比較文化論」を検討
していきます。
授業は「講義」と学生による「グループワーク」によって進めます。「グループワーク」では、私が提出する課題につ
いて議論し、グループごとで結果をまとめ、発表してもらいます。

到達目標
比較文化論の歴史と基本的概念を自分の言葉で説明できるようになる。
比較文化論のもつ面白さと危険性を意識して文化を考えることができる。
他の学生と協調しながら作業ができるようになる。
授業の内容

第１回 イントロダクション：比較文化論とはどのような学問か
第２回 西洋人の見た日本人像
第３回 ケンペルの日本観察
第４回 『菊と刀』の日本観：講義
第５回 『菊と刀』の日本観：ワーク
第６回 「文化」と認知
第７回 『オリエンタリズム』の比較文化批判：講義
第８回 『オリエンタリズム』の比較文化批判：ワーク
第９回 『われわれと他者』の比較文化論：講義
第１０回 『われわれと他者』の比較文化論：ワーク
第１１回 『蝶々夫人』の日本人像１
第１２回 『蝶々夫人』の日本人像２
第１３回 『文明の衝突』の文化概念：講義
第１４回 『文明の衝突』の文化概念：ワーク
第１５回 全体のまとめとふりかえり

テキスト

適宜指示します。

参考文献

リクエストに応じて紹介します。

評価方法

（１）授業参加の積極度、及び人類学的思考力・表現力を問うレポート（毎日）50％程度。（２）最終試験
50％程度。
（１）と（２）による総合評価。

テキスト

その他

文化人類学的思考は「自文化」と「異文化」に対する素朴な問いを出発点とします。
人間は誤解する動物です。「異文化」を鏡にして「誤解」から「理解」へ。
※１
※２

参考文献

授業では以下のテキスト（最後はオペラ）を取り上げます。要点は配布プリントで示します。また、テキストはメ
ディアセンターに揃えてありますので、各自参照してください。
ケンペル『日本誌』、ベネディクト『菊と刀』、サイード『オリエンタリズム』、トドロフ『われわれと他者』、渡辺京二
『逝きし世の面影』、ハンチントン『文明の衝突』、エマニュエル・トッド『文明の接近』、プッチーニ「蝶々夫人」

評価方法

出席日数が２／３に満たないものには成績評価を与えません。
グループ作業による成果（50%）と学期末課題（50%）の合計によって成績評価をおこないます。

その他

グループ討議に参加するためにしっかり予習をしておくことが要求されます。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

英米文化事情

学期

前期授業

授業科目

日本文化論

学期

後期集中

担当教員

ケイン エレナ

担当教員

非常勤講師 小泉 凡

科目コード

H023100

選択／必修 選択
単位数
2

科目コード

H023110

選択／必修 選択
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 This class is taught in simple English, but it is not a language class. Students will learn about British
and American culture today using recent texts and movies, YouTube clips, music, newspapers,
presentations by the teacher and your classmates. Weekly homework for this class will include
reading a text or watching a short video, and preparing to discuss it in class. This will take about two
hours per week. Students will also become an ‘expert’ on one country in the UK, or one state in the
US.

到達目標
Goals:
1. Students can explain the topics covered in the course. (知識) This will be assessed by five
quizzes and an interview exam.
2. Students will become experts in either one country of the UK or one state in the US by the end
of the semester. (知識) This will be assessed by presentation and portfolio work.
3. Students can make simple presentations in English.（技能）This will be assessed by teacher
observation.
4. Students can participate in the evaluation of classmates' presentations. (態度) This will be
assessed by teacher observation.
Unit 1. Culture and arts.
Unit 2. Business and the Economy.
Unit 3. The environment.
Unit 4. Religion and Customs.
Unit 5. Government and Politics
授業の内容

テキスト

教室内で配布する

参考文献
評価方法

その他

Evaluation
5 quizzes given during class time: 50%
Final presentation and portfolio of information concerning the student’s chosen region: 25%
Final interview exam in English by peers: 25%
Please check outside my office door for my Office Hour times, or contact me for an appointment
(24-2276, el-kane@u-shimane.ac.jp).
※１ Plagiarism is unacceptable. Any plagiarized work will be graded as zero points and the student
will not be able to resubmit original work. Presentations produced with automatic translation
software will also be graded as zero points and the student will n
※２

授業形態 講義

授業の概要 日本の民衆文化の特性について、各回テーマを変えてアプローチする。
具体的には、日常生活の素朴な疑問を糸口にし、とくに民衆が担い手となり、文献にのこされることの少な
かった有形・無形の日本文化を、比較研究の視点をまじえて探究し、日本文化のいくつかの特質を明らかに
してみたい。

【到達目標】
1.庶民の生活文化の特色を説明することができる。（知識）→まとめテスト
2.過去と現代の生活との関連性を比較検討することができる。（知識）→授業時の感想文、まとめテスト
3.比較文化的視点で日本文化の特色を説明することができる。（知識）→まとめテスト
4.授業開始時に着席し、積極的に授業に参加する。（態度）→出席状況、授業時の感想文
授業の内容 ［各回ごとの授業内容］
１．イントゥロダクション：日本の民衆文化を学ぶ意味
２－３．食の文化論～おにぎり・餅・酒・食器など～
４．トイレの文化論～境界としての厠～
５．日本人と旅～講の発達と御師の活躍～
６．西洋における旅～禁酒運動とマスツーリズムの発展～
７－８．通過儀礼と日本人～葬送・産育・の儀礼、霊魂信仰と「白」の意味～
９－11．妖怪と日本人～神と妖怪、妖精と妖怪、水木しげると小泉八雲～
12－13．沖縄の精神生活にみる日本文化の古層～シャーマニズムと女性を中心に～
14．文化周圏論と比較研究法
15．日本文化特質のキーワード<両立型・高文脈・縁の人間関係>
16. まとめテスト

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考文献

参考書は、テーマ毎に異なるので、そのつどプリントに記載して紹介する。

評価方法

成績は、小論文形式のまとめテスト(60％)、授業時に提出する感想文(10％)、出席状況(30％)などを考慮
して総合的に評価する。

その他

授業中に紹介した参考文献や、日本文化に関する文献を、積極的に読むことが望ましい。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

地域文化論

学期

前期集中

担当教員

非常勤講師 矢野 健太郎

科目コード

H023120

授業形態 講義

選択／必修 選択
単位数
2

授業の概要 本講義では、世界遺産である「石見銀山」を題材とし、主に近世期（戦国～明治初期まで）の地域の歴史
や、地域社会の有り様について検討する。その際、できるだけ多くの歴史資料料や古文書、古記録等を提
示して講義を進める。また、世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」をめぐるフィールドワークを実施す
る。
【到達目標】
「石見銀山」を通じて、近世社会における地域社会の有り様や地域に生きた人びとの営みについて、自己の
言葉で説明することができる。
授業の内容 第１回：ガイダンス・史料とは何か
歴史を考察する上で、重要な「史料」について概説し、「関ヶ原の戦い」における毛利家の動向を毛利家文
書から検討する。
第２回：世界遺産 石見銀山
世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」の世界遺産としての文化価値や構成資産などについて解説
する。
第３回：石見銀山争奪戦
戦国時代の尼子氏と毛利氏による石見銀山争奪戦の様相を古文書から具体的に論じる。
第４回：世界遺産 ポトシ銀山
石見銀山と同時代に繁栄した世界遺産のポトシ銀山とボリビアについて、フィールドワークの成果をもとに解説
する。
第５回：「年中行事書」に見る石見銀山支配
江戸時代の幕府による石見銀山支配の具体像を、大森代官所の年中行事書から紐解く。
第６回：「石見銀山絵巻」に描かれた銀山
江戸時代の石見銀山における銀の採掘と製錬について、絵巻に描かれた場面から読み解いていく。
第７～８回：石見銀山に暮らした武士の１年
石見銀山の武士である「銀山附地役人」が綴った日記から、近世の石見銀山に生きた人々の生活やライフ
サイクルについて学ぶ。
第９～１２回：フィールドワーク 世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」
フィールドワークとして、世界遺産「石見銀山遺跡をその文化的景観」の遺跡や大森の町並みを見学し、各
自で実地調査を行う。
第１３回：石見銀山の番所における文書管理
石見銀山に設けられた番所の機能とそこで行われた文書管理のあり方から、江戸時代の武士の職務や支
配のあり方の特徴について解説する。
第１４回：幕末の石見銀山
幕末の動乱のなか戦場となった石見銀山で起こった出来事を史料から具体的に論じる。
第１５回：石見銀山の幕末を生きた武士
石見銀山の武士であった「銀山附地役人」が幕末動乱のなかをどのように生きたのかについて、史料をもとに
解説する。

テキスト

特定の教科書は使用せず、毎回教材となる資料レジュメを配付する。

参考文献

仲野義文『銀山社会の解明』（清文堂出版、２００９年）
遠藤浩巳『銀鉱山王国・石見銀山』（新泉社、２０１３年）

評価方法

定期試験（５０％）、フィールドワークレポート（３０％）、平常点（２０％）

その他

集中講義のうち１日は、世界遺産「石見銀山」でのフィールドワークを行います。施設見学料が必要となりま

す。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

異文化理解（中国）

学期

前期集中

担当教員

陳 仲奇

科目コード

H023130

選択／必修
単位数
2

授業形態

授業の概要 この科目は、アメリカ、ロシア、中国、韓国の４か国の大学での約１か月間の海外研修によって語学や
文化を集中的に学習し、多文化主義について理解を深めることと目的とする。
海外研修は、集中的な語学教育と地域社会との交流を含む文化研修が主軸である。自分の常識や価
値
観が唯一絶対ではないことを知るという意味では、多文化主義への入門編ともいえる。研修先で履修者
が”異邦人”の立場を体験する中で自己の文化アイデンティティの柔軟さを確認し、国家という枠組みを
超えて自分の視点を持ち、文化の多様性と共生という現代的な課題について熟考することが期待される
。
海外研修に先立ち、履修者は研修国別に実施される事前研修・オリエンテーションに参加することが
義務付けられる。この事前研修の目的は、研修先の現地事情や社会・文化慣習についての基礎知識を確
認し、海外研修が安全かつスムーズな実施を確保することにある。海外研修の後、履修者は本学の担当
教員の指示にしたがって最終レポートを提出する。
授業の内容

第１回 日本から北京へ出発
第２回 北京外国語大学諸手続き、学内見学。歓迎会。
第３回 午前 北京外国語大学諸手続き、学内見学、レベルテスト、クラス編成。
午後 自由活動。
第４回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第５回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第６回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第７回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第８回 休日頣和園円明園観光。
第９回 休日故宮観光。
第１０回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１１回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１２回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１３回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１４回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１５回 休日万里の長城観光。
第１６回 休日自由活動、市内観光。
第１７回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１８回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第１９回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第２０回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第２１回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第２２回 休日天壇公園観光。夜、京劇鑑賞。
第２３回 休日自由活動、市内観光。
第２４回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第２５回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第２６回 午前 ８：００～１２：００中国語授業。午後、自由活動、市内観光。
第２７回 午前 終了テスト。午後、帰国準備。感謝会。
第２８回 北京から日本へ帰国。
第２９回 レポート提出。

テキスト

担当教員が具体的に指示する。

参考文献

担当教員が具体的に指示する。

評価方法

異文化理解科目（中国語圏）についての単位認定と成績評定は、北京外国語大学側からの報告（１人ひと
りについての段階評価とコメント）と引率教員の報告および研修後に作成・提出する最終レポートに基づいて
行ないます。また、事前研修への出席状況も加味されます。
(1) 事前研修への参加状況（10%）
(2) 中国語研修での達成度（30%）：研修終了後、北京外国語大学側から陳に報告されます。
(3)引率教員による研修期間の学習態度（30%）。
(4) 最終レポート（30%）：下記のとおり
（単位認定は(1)-(4)を全て一定水準で満たしていることを前提とします。

その他

※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

異文化理解（韓国）

学期

前期集中

授業科目

異文化理解（ロシア）

学期

前期集中

担当教員

鄭 世桓

担当教員

シローコフ ワジム

科目コード

H023130

選択／必修 選択
単位数
2

科目コード

H023130

選択／必修
単位数
2

授業形態

授業の概要 この科目は、アメリカ、ロシア、中国、韓国の４か国の大学での約１か月間の海外研修によって語学や文化を
集中的に学習し、多文化主義について理解を深めることと目的とする。
海外研修は、集中的な語学教育と地域社会との交流を含む文化研修が主軸である。自分の常識や価
値観が唯一絶対ではないことを知るという意味では、多文化主義への入門編ともいえる。研修先で履修者
が”異邦人”の立場を体験する中で自己の文化アイデンティティの柔軟さを確認し、国家という枠組みを超え
て自分の視点を持ち、文化の多様性と共生という現代的な課題について熟考することが期待される。
海外研修に先立ち、履修者は研修国別に実施される事前研修・オリエンテーションに参加することが義務
付けられる。この事前研修の目的は、研修先の現地事情や社会・文化慣習についての基礎知識を確認し、
海外研修が安全かつスムーズな実施を確保することにある。海外研修の後、履修者は本学の担当教員の
指示にしたがって最終レポートを提出する。

授業の概要 この科目は、アメリカ、ロシア、中国、韓国の４か国の大学での約１か月間の海外研修によって語学や文化を
集中的に学習し、多文化主義について理解を深めることと目的とする。
海外研修は、集中的な語学教育と地域社会との交流を含む文化研修が主軸である。自分の常識や価
値観が唯一絶対ではないことを知るという意味では、多文化主義への入門編ともいえる。研修先で履修者
が”異邦人”の立場を体験する中で自己の文化アイデンティティの柔軟さを確認し、国家という枠組みを超え
て自分の視点を持ち、文化の多様性と共生という現代的な課題について熟考することが期待される。
海外研修に先立ち、履修者は研修国別に実施される事前研修・オリエンテーションに参加することが義務
付けられる。この事前研修の目的は、研修先の現地事情や社会・文化慣習についての基礎知識を確認し、
海外研修が安全かつスムーズな実施を確保することにある。海外研修の後、履修者は本学の担当教員の
指示にしたがって最終レポートを提出する。

ロシアの異文化理解先でロシア語の授業でベルリッツ法が使われている。この教授法は、教室から徹底して母
語を排除し、教師が絵や身振りなどを駆使して文や語の意味を理解させるという典型的な方法である。母語
を使わずに学習言語で教える直説法を受けるためには、心構えが必要である。

授業の内容

テキスト

担当教員から具体的に指示する。

【到達目標】
・ロシア語の基礎的な文章の内容を聞き取ることができる。
・ネイティブスピーカーと日常会話ができる。
・基礎的な文章を話すことができる。
・ロシアについてのステレオタイプな考え方を越えて現実のロシアの諸問題を理解できる。

参考文献
評価方法

授業形態

この科目については、次の各項目に配慮し単位を認定し成績評価を行なう。
(1) 海外研修：現地での研修はこの科目の核であり、単位認定・成績評価の重点となる。具体的には、研
修先大学のプログラム担当者・語学教員等が個々の学生について研修先大学での学習・参加について本
学に報告する。
ただし、病気等やむを得ない事情で研修を中断した学生については、事後にレポート等の追加課題等によっ
て研修を補完する。また、研修先大学から研修への参加が不十分であったと指摘された学生については、ケ
－ス毎に慎重に調査し、場合によっては成績評価において減点する。
(2) 事後（最終）レポート：研修の成果等についてのレポート（具体的なレポートの形式や言語等については担
当教員が指示する）
(3) 事前研修：海外研修が十分な教育的効果を上げるため、各国事情等について学生が事前に習得でき
るように配慮する。事前学習は、語学の授業に組み込むこともでき、また、学生の自由課題研究を支援する
事前レポートとして最終レポートの一部としても実施できる。可能な限り成績評価に組み込むことが望ましい。
(4) 事前研修オリエンテーションへの出席状況：研修への参加状況とし成績評価に加味する。

授業の内容

テキスト

堀内賢志 著 「ウラジオストク 混迷と希望の20年 」ユーラシア・ブックレット No.147、東洋書店 2010年
60円
和田春樹・中村喜和 著「世界歴史の旅 ロシア―モスクワ・サンクトペテルブルク・キエフ 山川出版社
2013年 3,024円

その他

※１
※２

ロンブ・カトー 著 米原万理 訳「わたしの外国語学習法」ちくま学芸文庫 2000年 998円(税別)

参考文献

佐藤洋一 著 「帝政期のウラジオストク -市街地形成の歴史的研究- 」早稲田大学学術叢書 10、早稲
田大学出版部 2011年

評価方法
その他

この科目については、次の各項目に配慮し単位を認定し成績評価を行なう。
(1) 海外研修：現地での研修はこの科目の核であり、単位認定・成績評価の重点となる。具体的には、研
修先大学のプログラム担当者・語学教員等が個々の学生について研修先大学での学習・参加について本
学に報告する。
ただし、病気等やむを得ない事情で研修を中断した学生については、事後にレポート等の追加課題等によっ
て研修を補完する。また、研修先大学から研修への参加が不十分であったと指摘された学生については、ケ
－ス毎に慎重に調査し、場合によっては成績評価において減点する。
(2) 事後（最終）レポート：研修の成果等についてのレポート（具体的なレポートの形式や言語等については担
当教員が指示する）
(3) 事前研修：海外研修が十分な教育的効果を上げるため、各国事情等について学生が事前に習得でき

るように配慮する。事前学習は、語学の授業に組み込むこともでき、また、学生の自由課題研究を支援する
事前レポートとして最終レポートの一部としても実施できる。可能な限り成績評価に組み込むことが望ましい。
(4) 事前研修オリエンテーションへの出席状況：研修への参加状況とし成績評価に加味する。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

異文化理解（アメリカ・ワシントン）

学期

前期集中

担当教員

マニング・クレイグ

科目コード

H023130

選択／必修
単位数
2

授業形態

授業の概要 この科目は、アメリカのセントラルワシントン大学での８月の海外研修によって語学や文化を集中的に学習し、
多文化主義について理解を深めることを目的とする。
海外研修は、集中的な語学教育と地域社会との交流を含む文化研修が主軸である。自分の常識や価
値観が唯一絶対ではないことを知るという意味では、多文化主義への入門編ともいえる。研修先で履修者
が”異邦人”の立場を体験する中で自己の文化アイデンティティの柔軟さを確認し、国家という枠組みを超え
て自分の視点を持ち、文化の多様性と共生という現代的な課題について熟考することが期待される。
本研修は参加学生の英語力の有無を問わず、語学あるいは文化に関心のある学生は誰でも参加でき
る。また近年多くの１年生が参加しており、大学生活１年目で研修に参加することは良い機会となる。海外
研修に先立ち、履修者は研修に実施される事前研修・オリエンテーションに参加することが義務付けられる。
この事前研修の目的は、研修先の現地事情や社会・文化慣習についての基礎知識を確認し、海外研修が
安全かつスムーズな実施を確保することにある。ワシントンでの研修中もサポート体制がしっかりしているため、
誰でも安心して参加できる体制が整っている。海外研修後は、履修者は担当教員の指示にしたがって最終
レポートを提出する。

到達目標：
現地事情や社会・文化慣習を説明できる （最終レポート）
英語で日常会話ができる （CWUの成績）
Let's go to Central Washington University!
授業の内容 セントラルワシントン大学でESLの英語クラスは午前中に開催されます。
午後にフィールドワークと課外活動 があります。

テキスト
参考文献
評価方法

(1) 60%: 海外研修：現地での研修はこの科目の核であり、単位認定・成績評価の重点となる。具体的に
は、モントレイ国際大学のプログラム担当者・語学教員等が個々の学生について研修先大学での学習・参
加について本学に報告する。
ただし、病気等やむを得ない事情で研修を中断した学生については、事後にレポート等の追加課題等によっ
て研修を補完する。また、研修先大学から研修への参加が不十分であったと指摘された学生については、ケ
－ス毎に慎重に調査し、場合によっては成績評価において減点する。
(2) 40%： 事後（最終）レポート：研修の成果等についてのレポート。秋学期直前に提出。
(3) 事前研修オリエンテーションへの出席状況：研修への参加状況とし成績評価に加味する。

その他

「異文化コミュニケーション実践英語」も履修する事が望ましい。
※１
※２

科目分類

総合教養科目 文化

対象学年

2・3・4

授業科目

異文化理解（アメリカ・ハワイ）

学期

後期集中

担当教員

ヘネベリー スティーブン

科目コード

H023130

選択／必修 選択
単位数
2

授業形態

授業の概要 この科目は、アメリカのハワイ大学での約１か月間の海外研修によって語学や文化を集中的に学習し、多文
化主義について理解を深めることを目的とする。
海外研修は、集中的な語学教育と地域社会との交流を含む文化研修が主軸である。自分の常識や価
値観が唯一絶対ではないことを知るという意味では、多文化主義への入門編ともいえる。研修先で履修者
が”異邦人”の立場を体験する中で自己の文化アイデンティティの柔軟さを確認し、国家という枠組みを超え
て自分の視点を持ち、文化の多様性と共生という現代的な課題について熟考することが期待される。
本研修は参加学生の英語力の有無を問わず、語学あるいは文化に関心のある学生は誰でも参加でき
る。また近年多くの１年生が参加しており、大学生活１年目で研修に参加することは良い機会となる。海外
研修に先立ち、履修者は研修に実施される事前研修・オリエンテーションに参加することが義務付けられる。
この事前研修の目的は、研修先の現地事情や社会・文化慣習についての基礎知識を確認し、海外研修が
安全かつスムーズな実施を確保することにある。ハワイでの研修中もサポート体制がしっかりしているため、誰で
も安心して参加できる体制が整っている。海外研修後は、履修者は担当教員の指示にしたがって最終レ
ポートを提出する。

到達目標：
現地事情や社会・文化慣習を説明できる （最終レポート）
授業の内容 Students will have 3-4 hours of activities on the University campus each weekday. Students will
participate in off-site field trips to areas of historical and cultural importance. In total students will
have approximately 100 hours of educational activities.
Educational activities include the following:
- Content-based English classes
- Culture Workshops
- Interchange with University of Hawaii students
- Field trips to historical and cultural centers

テキスト
参考文献
評価方法

(1) 60%: 海外研修：現地での研修はこの科目の核であり、単位認定・成績評価の重点となる。具体的に
は、ハワイ大学のプログラム担当者・語学教員等が個々の学生について研修先大学での学習・参加について
本学に報告する。
ただし、病気等やむを得ない事情で研修を中断した学生については、事後にレポート等の追加課題等によっ
て研修を補完する。また、研修先大学から研修への参加が不十分であったと指摘された学生については、ケ
－ス毎に慎重に調査し、場合によっては成績評価において減点する。
(2) 40%: 事後（最終）レポート：研修の成果等についてのレポート。春学期直前に提出。
(3) 事前研修オリエンテーションへの出席状況：研修への参加状況とし成績評価に加味する。

その他
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