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※ 選考方法を確認してください。

科目の申請にあたっては、開設授業科目一覧の「申請条件」欄にかかわらず、ホームページ掲載の 

「選考方法について」 を参照し、選考方法、面接までの流れを確認してください。 

出願前に必ず教育組織に連絡し、面接日時等を確認してください。 

学位プログラム名 受⼊有無 選考⽅法 ⾯接者 ⾯接⽇時（春学期） ⾯接⽇時（秋学期） 留意事項 連絡先
⼈⽂学学位プログラム（博
⼠前期課程） 有 書類審査及び⾯接 授業担当教員 本⼈と打ち合わせの上、決

定
本⼈と打ち合わせの上、決
定

出願書類を提出する前に
事前連絡をすること

jinsyainkyomu@un.tsuk
uba.ac.jp

⼈⽂学学位プログラム（博
⼠後期課程） 有 書類審査及び⾯接 授業担当教員 本⼈と打ち合わせの上、決

定
本⼈と打ち合わせの上、決
定

出願書類を提出する前に
事前連絡をすること

jinsyainkyomu@un.tsuk
uba.ac.jp

国際公共政策学位プログ
ラム（博⼠前期課程） 有 書類審査及び⾯接 授業担当教員 本⼈と打ち合わせの上、決

定
本⼈と打ち合わせの上、決
定

出願書類を提出する前に
事前連絡をすること

jinsyainkyomu@un.tsuk
uba.ac.jp

国際公共政策学位プログ
ラム（博⼠後期課程） 有 書類審査及び⾯接 授業担当教員 本⼈と打ち合わせの上、決

定
本⼈と打ち合わせの上、決
定

出願書類を提出する前に
事前連絡をすること

jinsyainkyomu@un.tsuk
uba.ac.jp

国際⽇本研究学位プログ
ラム（博⼠前期課程） 有 書類審査及び⾯接 授業担当教員 本⼈と打ち合わせの上、決

定
本⼈と打ち合わせの上、決
定

出願書類を提出する前に
事前連絡をすること

jinsyainkyomu@un.tsuk
uba.ac.jp

国際⽇本研究学位プログ
ラム（博⼠後期課程） 有 書類審査及び⾯接 授業担当教員 本⼈と打ち合わせの上、決

定
本⼈と打ち合わせの上、決
定

出願書類を提出する前に
事前連絡をすること

jinsyainkyomu@un.tsuk
uba.ac.jp

https://www.tsukuba.ac.jp/education/other-auditors/in/2-4.pdf


人文学学位プログラム(博士前期課程)

サブプログラム共通

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0AA3001 哲学プラクティスA 2 1.0 1 春AB 水4
五十嵐 沙千子,
保呂 篤彦,井川
義次,津崎 良典

ワールドカフェやオープン・スペース・テクノ
ロジー(OST)などの手法を用いつつ、毎回、現
代社会のさまざまな問題や各人が抱えている実
存的な問題などをテーマにして、哲学カフェの
形式で哲学的な対話を実践する。これを通し
て、哲学カフェの作り方やファシリテーション
の方法の基礎を学び、自らそれを実践する力を
身につけるとともに、開かれた態度で他者の話
を聞く態度、自らの考えのもつ限界や偏見に気
づき、他者との対話を通して考えを深めていく
態度といった哲学の実践にとって本質的な姿勢
を身につけるよう努める。特にこのAの授業で
は、心を開き、自ら率直に語り、他者の言葉を
謙虚に聞く、対話の基本的態度を身につけるよ
う努める。

02DBT50と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0AA3002 哲学プラクティスB 2 1.0 1 秋AB 水4
人社
A207

五十嵐 沙千子,
保呂 篤彦,井川
義次,津崎 良典

ワールドカフェやオープン・スペース・テクノ
ロジー(OST)などの手法を用いつつ、毎回、現
代社会のさまざまな問題や各人が抱えている実
存的な問題などをテーマにして、哲学カフェの
形式で哲学的な対話を実践する。これを通し
て、哲学カフェの作り方やファシリテーション
の方法の基礎を学び、自らそれを実践する力を
身につけるとともに、開かれた態度で他者の話
を聞く態度、自らの考えのもつ限界や偏見に気
づき、他者との対話を通して考えを深めていく
態度といった哲学の実践にとって本質的な姿勢
を身につけるよう努める。特にこのBの授業で
は、実際の哲学カフェにおいてファシリテー
ターを務め、対話をリードする経験を積む。

02DBT51と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

哲学分野

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAA26 現代哲学I演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 火5
人社
A820

橋本 康二

英米系の現代哲学（分析哲学）の代表的な著
作・論文を読みながら、現代哲学の諸問題を検
討する。取り上げる著作・論文は年度によって
異なる。

西暦奇数年度開講。
02DBK54と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA36 現代哲学II演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 木2 横山 幹子

本授業科目は演習科目であり、「知覚の問題」
をテーマとし、その問題を検討している個別例
としてのフィッシュの著作を検討することに
よって、その問題の理解と諸解決策の検討を目
標とするものである。そしてその目標のため
に、本授業では、「知覚の問題」についての考
察が多数あるフィッシュの著作の中でも「知覚
の問題」の全体像を明らかにする意図で書かれ
た"Philosophy of perception: A
contemporary introduction"の第２版の第２部
を中心に輪読する。そして、そのことによっ
て、フィッシュが知覚の哲学と心についての諸
科学との関係についについてどのように考えて
いるのかを確認し、それについてのフィッシュ
の見解について議論する。

西暦奇数年度開講。
02DBK57と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA37 現代哲学II演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 木2 横山 幹子

本授業科目は演習科目であり、「知覚の問題」
をテーマとし、その問題に対する解決策の一つ
である「選言説」に焦点を当て、その問題の理
解と諸解決策の検討を目標とするものである。
そしてその目標のために、本授業では、分析哲
学における手法踏まえたうえで、関係する英語
文献を輪読することによって、「知覚の問題」
に対して提案されている解決策の中の一つであ
る「選言説」の内容を詳細に理解する。また、
その問題に対するパトナムの見解の変化も確認
する。そして、それらを理解したうえで、解決
策としての「選言説」の妥当性について議論す
る。

西暦奇数年度開講。
02DBK58と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA52 東洋哲学(2)A 1 1.0 1・2 春AB 金4
人社
A207

井川 義次

講義形式で東アジア文化圏に決定的な影響を与
えた中国哲学のうち儒教の体系化を方向づけた
宋学の経書解釈について教授する。とりわけ朱
熹による「四書」解釈について関連文献を深く
読解することを通じて解明する。本講義では朱
熹の『論語』理解を『朱子語類』の『論語』泰
伯3に対する言説を取り上げ、一言一句おろそ
かにすることなく、各種文献との関係のうちか
ら理解することを目標とする。

西暦奇数年度開講。
02DBK61と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA53 東洋哲学(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 金4
人社
A207

井川 義次

講義形式で東アジア文化圏に決定的な影響を与
えた中国哲学のうち儒教の体系化を方向づけた
宋学の経書解釈について教授する。とりわけ朱
熹による「四書」解釈について関連文献を深く
読解することを通じて解明する。本講義では朱
熹の『論語』理解を『朱子語類』の『論語』泰
伯4に対する言説を取り上げ、一言一句おろそ
かにすることなく、各種文献との関係のうちか
ら理解することを目標とする。

西暦奇数年度開講。
02DBK62と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA56 東洋哲学演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 金5
人社
A207

井川 義次

演習形式で東アジア文化圏に決定的な影響を与
えた中国哲学のうち儒教の体系化を方向づけた
宋学の経書解釈について解明する。とりわけ朱
熹による「四書」解釈について関連文献を深く
読解することを通じて解明する。本講義では朱
熹の『論語』理解を『朱子語類』の『論語』泰
伯3に対する言説を取り上げ、一言一句おろそ
かにすることなく、各種文献との関係のうちか
ら理解することを目標とする。

西暦奇数年度開講。
02DBK65と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA57 東洋哲学演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 金5
人社
A207

井川 義次

演習形式で東アジア文化圏に決定的な影響を与
えた中国哲学のうち儒教の体系化を方向づけた
宋学の経書解釈について教授する。とりわけ朱
熹による「四書」解釈について関連文献を深く
読解することを通じて解明する。本講義では朱
熹の『論語』理解を『朱子語類』の『論語』泰
伯4に対する言説を取り上げ、一言一句おろそ
かにすることなく、各種文献との関係のうちか
ら理解することを目標とする。

西暦奇数年度開講。
02DBK66と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA72 西洋哲学I(2)A 1 1.0 1・2 春AB 水1 檜垣 良成

西洋近代哲学の古典を読みながら、西洋理論哲
学についての知識と哲学のテクストを読む力お
よび問題を検討する力を修得することを目ざ
す。そのために、カントの『純粋理性の批判』
周辺のテクストを読み、感性的直観と純粋知性
概念についての理解を深めることを通して理論
哲学の諸問題と対決する。

西暦奇数年度開講。
02DBK69と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAA73 西洋哲学I(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 水1 檜垣 良成

西洋近代哲学の古典を読みながら、西洋理論哲
学についての知識と哲学のテクストを読む力お
よび問題を検討する力を修得することを目ざ
す。そのために、カントの『純粋理性の批判』
周辺のテクストを読み、純粋理性のアンチノ
ミーと超越論的哲学についての理解を深めるこ
とを通して理論哲学の諸問題と対決する。

西暦奇数年度開講。
02DBK70と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA76 西洋哲学I演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 火2 檜垣 良成

演習形態で西洋の実践哲学についての知識と哲
学のテクストを読む力および問題を検討する力
を修得するために、西洋哲学の 重要古典の一
つであるカントの『実践理性の批判』を読み、
仮言的命法と定言的命法との区別についての理
解を深めるとともに実践哲学の諸問題を検討す
る。

西暦奇数年度開講。
02DBK73と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA77 西洋哲学I演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 火2 檜垣 良成

演習形態で西洋の実践哲学についての知識と哲
学のテクストを読む力および問題を検討する力
を修得するために、西洋哲学の 重要古典の一
つであるカントの『実践理性の批判』を読み、
他律と自律との区別についての理解を深めると
ともに実践哲学の諸問題を検討する。

西暦奇数年度開講。
02DBK74と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAA86 西洋哲学II演習(2)A 2 1.0 1・2 秋C 集中 津崎 良典

フランス古典主義時代の哲学書を読解するうえ
で必要となる1)語学力、2)哲学・哲学史にかか
わる知識、3)読解を通じて考察したことを文章
にする技法の習得を目指す。そのために、近世
フランス哲学の基本文献をフランス語原典で講
読する。本授業は演習形式で進められるため、
受講生は、事前の一次文献と二次文献の徹底し
た予習が求められ、かつ、授業中には積極的な
発言が求められる。

西暦奇数年度開講。
02DBK77と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

倫理学分野

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAAC2 倫理学原論(2)A 1 1.0 1・2 春AB 水2 五十嵐 沙千子

大学院生の研究能力の向上および研究テーマの
明確化を目的として、大学院生による研究発表
とそれをめぐるディスカッションを行う。受講
者がそれぞれ行った発表を、自分の長期的な研
究計画のなかに位置づけて、討論の成果も含め
て効果的に活用できるようにする。倫理学原論
(1)A、倫理学原論(1)Bで発表した履修者は別内
容で発表すること。

西暦奇数年度開講。
02DBL50と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAC3 倫理学原論(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 水2 五十嵐 沙千子

大学院生の研究能力の向上および研究テーマの
明確化を目的として、大学院生による研究発表
とそれをめぐるディスカッションを行う。受講
者がそれぞれ行った発表を、自分の長期的な研
究計画のなかに位置づけて、討論の成果も含め
て効果的に活用できるようにする。倫理学原論
(1)A、倫理学原論(1)B、倫理学原論(2)Aで発表
した履修者は別内容で発表すること。

西暦奇数年度開講。
02DBL51と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAE6 現代倫理学演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 水3 五十嵐 沙千子

現代倫理学の古典を取り上げ、今日的課題を解
決するための手がかりになるような考え方につ
いて議論し展開させる。授業を受け身になって
聞くのではなく、自ら積極的に思考を展開し、
意見を公表し、それを吟味にかける態度が求め
られる。テクストとしてはハーバーマス『コ
ミュニケーション的行為の理論』の前半部のな
かからいくつかの箇所を取り上げる予定であ
る。

西暦奇数年度開講。
02DBL54と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAE7 現代倫理学演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 水3 五十嵐 沙千子

現代倫理学の古典を取り上げ、今日的課題を解
決するための手がかりになるような考え方につ
いて議論し展開させる。授業を受け身になって
聞くのではなく、自ら積極的に思考を展開し、
意見を公表し、それを吟味にかける態度が求め
られる。テクストとしてはハーバーマス『コ
ミュニケーション的行為の理論』の後半部のな
かからいくつかの箇所を取り上げる予定であ
る。

西暦奇数年度開講。
02DBL55と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAH2 日本倫理思想史(2)A 1 1.0 1・2 春AB 火4 板東 洋介

日本倫理思想史上で重要な諸文献を取り上げ、
精読を通じてその倫理学的な意義と射程を明ら
かにする。本年は日本近世の国学および武士道
の古典を題材とし、そこでいかなる倫理思想が
形成されたかを概観する。

西暦奇数年度開講。
02DBL64と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAH3 日本倫理思想史(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 火4 板東 洋介

日本倫理思想史上で重要な諸文献を取り上げ、
精読を通じてその倫理学的な意義と射程を明ら
かにする。本年は日本近世の国学および武士道
の古典を題材とし、そこでいかなる倫理思想が
形成されたかを概観する。

西暦奇数年度開講。
02DBL65と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

宗教学分野

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAAL2 宗教学I(2)A 1 1.0 1・2 春AB 水3
人社
A823

木村 武史

宗教現象を多角的に取り上げる視点を身に付
け、多様な宗教現象に関わる資料の読解力を身
に付ける。宗教心理学に関連する古典的著作を
読み解く。ジェイムズ、フロイト、ユングなど
の著作を取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DBM60と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAL3 宗教学I(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 水3
人社
A823

木村 武史

宗教現象を多角的に取り上げる視点を身に付
け、多様な宗教現象に関わる資料の読解力を身
に付ける。宗教人類学に関連する古典的著作を
読み解く。ボアズ、ギアツなどの著作を取り上
げる。

西暦奇数年度開講。
02DBM61と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAL6 宗教学I演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 水2
人社
A823

木村 武史

宗教学における自然環境と技術の問題を取り上
げる。特に近代技術以前の社会における宗教・
自然・技術との関係を取り上げる。特に農耕技
術と狩猟技術との相違は人間と自然の関係、ひ
いては人間と神々の世界との関係の差異をも生
み出していたといえる。これらの問題を取り上
げる。

西暦奇数年度開講。
02DBM64と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAL7 宗教学I演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 水2
人社
A823

木村 武史

宗教学における自然環境と技術の問題を取り上
げる。特に近代技術が隆盛した以降の社会にお
ける宗教・自然・技術との関係を取り上げる。
近代技術を通して人間社会が自然の意味を変容
させたとともに、技術の進化に人間社会が従属
するという新しい歴史的状況が生まれてきてい
る。これらの問題を取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DBM65と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAM2 宗教学II(2)A 1 1.0 1・2 春AB 火5
人社
A823

土井 裕人

哲学・思想の研究を新しい領域にも広げるた
め、人文情報学(デジタル・ヒューマニティー
ズ)の新手法について、 新の動向も取り上げ
ながら学ぶ。この学期は、確立された手法やシ
ステムを主に取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DBM68と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAM3 宗教学II(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 火5
人社
A823

土井 裕人

哲学・思想の研究を新しい領域にも広げるた
め、人文情報学(デジタル・ヒューマニティー
ズ)の新手法について、 新の動向も取り上げ
ながら学ぶ。この学期は、新たに提案されつつ
ある手法を含めて取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DBM69と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAAR2 宗教思想史I(2)A 1 1.0 1・2 春AB 火6 小野 基

ディグナーガ及び彼以前の仏教論理学の思想史
をサンスクリット語と漢訳による基本文献およ
び関連する論文を講読しながら解説する。主に
『如実論反質難品』(漢文)および『論軌』(サ
ンスクリット)を扱う。

西暦奇数年度開講。
02DBM75と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAR3 宗教思想史I(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 火6 小野 基

ディグナーガ及び彼以前の仏教論理学の思想史
をサンスクリット語と漢訳による基本文献およ
び関連する論文を講読しながら解説する。主に
『因明正理門論』(漢文とサンスクリット断片)
を扱う。

西暦奇数年度開講。
02DBM76と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAR6 宗教思想史I演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 火5 小野 基

ディグナーガ及び彼以前の仏教論理学の基本文
献を原典講読し、研究の方法論を習得するとと
もに、その内容を深い次元で理解することを目
指す。サンスクリット語と漢訳による諸文献の
講読演習。

西暦奇数年度開講。
02DBM79と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAR7 宗教思想史I演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 火5 小野 基

ディグナーガ及び彼以前の仏教論理学の基本文
献を原典講読し、研究の方法論を習得するとと
もに、その内容を深い次元で理解することを目
指す。漢文による註釈書の講読演習。

西暦奇数年度開講。
02DBM80と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAS2 宗教思想史II(2)A 1 1.0 1・2 春AB 木5
人社
A823

吉水 千鶴子

インドの仏教思想について原典によって学び、
考察する。サンスクリット語、パーリ語で書か
れたインドの仏教論書のテキストを講読し、語
学力を養うと同時に、哲学的考察力、議論する
力を磨く。とくに論理的推論の構造と方法につ
いて議論する。

西暦奇数年度開講。
02DBM83と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAS3 宗教思想史II(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 木5
人社
A823

吉水 千鶴子

チベット語で書かれた仏教論書のテキストを講
読し、語学力を養うと同時に、哲学的考察力、
議論する力を磨く。とくに中観思想と論理学の
融合について議論する。

西暦奇数年度開講。
02DBM84と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAS6 宗教思想史II演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 木6
人社
A823

吉水 千鶴子

インドの仏教思想についてサンスクリット語、
パーリ語の原典によって学び、内容を英語で解
説する能力を養う。とくに中観思想の伝統にお
ける推論式のあり方について考察する。テキス
トの英訳と英語の要約を作成する。

西暦奇数年度開講。
02DBM87と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAS7 宗教思想史II演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 木6
人社
A823

吉水 千鶴子

チベットの仏教思想についてチベット語の原典
によって学び、内容を英語で解説する能力を養
う.とくに中観思想とそのテキスト伝承につい
て考察する。テキストの英訳と英語の要約を作
成する。

西暦奇数年度開講。
02DBM88と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAT2 宗教思想史III(2)A 1 1.0 1・2 春AB 金5
人社
A823

志田 泰盛

インド古典のサンスクリット語原典の哲学文献
を講読する。原典については、可能な限り写本
等の一次資料も参照し、文献実証的な精読を心
がける。サンスクリット語の語学力を養うと同
時に、哲学的考察力、議論する力を磨く。

西暦奇数年度開講。
02DBM91と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAT3 宗教思想史III(2)B 1 1.0 1・2 秋AB 金5
人社
A823

志田 泰盛

引き続き、インド古典のサンスクリット語原典
の哲学文献を講読する。古典テキストの批判校
訂の方法論についてはインド学以外の方法論も
吟味する。サンスクリット語の語学力を養うと
同時に、テキスト校訂の手法、議論する力を磨
く。

西暦奇数年度開講。
02DBM92と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAV6 宗教哲学演習(2)A 2 1.0 1・2 春AB 月6
人社
A823

保呂 篤彦

20世紀の英語圏を代表するキリスト教神学者・
宗教哲学者の一人であるJ・ヒックの宗教哲学
的テクスト(オリジナル)の精読を通して、現代
の英語圏の宗教哲学で議論されている主要な問
題のうちのいくつかに関する基本的な知識を習
得する。また、そのうち、特に、宗教批判の諸
理論への応答と宗教認識論をめぐる諸問題につ
いて、受講者全員で各人がもつ宗教と哲学に関
する知識を基に議論・検討することによって宗
教哲学の問題を考察し議論する力を身につけ
る。

西暦奇数年度開講。
02DBM95と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAAV7 宗教哲学演習(2)B 2 1.0 1・2 秋AB 月6
人社
A823

保呂 篤彦

20世紀の英語圏を代表するキリスト教神学者・
宗教哲学者の一人であるJ・ヒックの宗教哲学
的テクスト(オリジナル)の精読を通して、現代
の英語圏の宗教哲学で議論されている主要な問
題のうちのいくつかに関する基本的な知識を習
得する。また、そのうち、特に「宗教多元主
義」をめぐる諸問題について、受講者全員で各
人がもつ宗教と哲学に関する知識を基に議論・
検討することによって宗教哲学の問題を考察し
議論する力を身につける。

西暦奇数年度開講。
02DBM96と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門科目(歴史学分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABACA0 日本史特講IA 1 1.0 1・2 春AB 火3 三谷 芳幸

古代の法制史料を輪読し、律令制研究に必要な
史料の活用方法を習得する。令の注釈書である
『令集解』のテキスト読解と、それを踏まえた
制度の成立過程の追究などを行う。具体的に
は、律令国家の人民・国土支配にかかわる戸
令・田令・賦役令の条文を読み進めていく。

西暦奇数年度開講。
02DC299と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACA1 日本史特講IB 1 1.0 1・2 秋AB 火3 三谷 芳幸

古代の法制史料を輪読し、律令制研究に必要な
史料の活用方法を習得する。令の注釈書である
『令集解』のテキスト読解と、それを踏まえた
制度の展開過程の追究などを行う。具体的に
は、律令国家の人民・国土支配にかかわる戸
令・田令・賦役令の条文を読み進めていく。

西暦奇数年度開講。
02DC300と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACA4 日本史特講IIIA 1 1.0 1・2 春AB 火2 中野目 徹

日本史学研究の基礎領域である史料学の研究動
向を理解するとともに、各自の今後の研究への
応用の視点を獲得する。日本近現代史料学につ
いて講義する。日本近現代史研究の基礎となる
史料学について、古文書学やアーカイブズ学の
成果を援用しながら独自の史料学の領域を構築
することを目指す。春学期は史料学の研究史や
法制度を中心に取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DC303と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACA5 日本史特講IIIB 1 1.0 1・2 秋AB 火2 中野目 徹

日本史学研究の基礎領域である史料学の研究動
向を理解すると共に各自の今後の研究への応用
の視点を獲得する。日本近現代史料学の具体的
問題について講義する。日本近現代史研究の基
礎となる史料学について、古文書学やアーカイ
ブズ学の成果を援用しながら独自の史料学の領
域を構築することを目指す。秋学期は史料保存
の現状と史料学の研究課題について講義する。

西暦奇数年度開講。
02DC304と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACB2 日本史演習IIA 2 1.0 1・2 春AB 月4,5 山澤 学

本演習では、 近世史料を講読しつつ、 神社の
祭祀・組織を中心とした日本宗教社会史研究に
おける基礎的知識と研究方法を修得する。具体
的には、 京都の北野天満宮(北野神社)におけ
る祭祀・組織を事例とし、 先行研究の検討を
ふまえ、 未公刊であり、 くずし字で記されて
いる神社史料(筑波大学所蔵北野神社文書「就
仮遷宮潔斎中雜録」)の写真版を読解し、 日本
宗教社会史研究における基礎的知識を修得しつ
つ、その研究方法を検討する。

西暦奇数年度開講。
02DC311と同一。
隔週開講. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABACB3 日本史演習IIB 2 1.0 1・2 秋AB 月4,5 山澤 学

本演習では、 近世史料を講読し、 神社の祭
祀・組織を中心とした日本宗教社会史研究にお
ける基礎的知識と研究方法を修得しつつ、論文
作成能力を錬成する。具体的には、 京都の北
野天満宮(北野神社)遷宮に参与する祭祀・組織
に注目し、 先行研究の検討をふまえ、 未公刊
であり、 くずし字で記されている神社史料(筑
波大学所蔵北野神社文書の享保19~20年仮遷宮
記)を読解し、 日本宗教社会史研究における基
礎的知識を学びつつ研究方法を検討し、論文作
成に向けての視点を考察する。

西暦奇数年度開講。
02DC312と同一。
隔週開講. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACB6 日本史演習IVA 2 1.0 1・2 春AB 木3,4 朴 宣美

近代日本における「他者認識」・アジア認識に
関する先行研究への「テキスト批判」を行う。
日本の研究を中心に取り上げつつ、ほかのアジ
アにおける研究との比較を行う。このテーマに
対する研究史的考察ができることを目標とす
る。

西暦奇数年度開講。
02DC315と同一。
隔週開講. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACB7 日本史演習IVB 2 1.0 1・2 秋AB 木3,4 朴 宣美

近代東アジアにおける「他者認識」・アジア認
識に関する先行研究への「テキスト批判」を行
う。韓国を中心に、日本における先行研究との
比較を視野に入れながら、先行研究の問題意識
や論点、研究史的な位置づけなどを明らかにす
ることを目標とする。

西暦奇数年度開講。
02DC316と同一。
隔週開講. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACC2 日本史演習VA 2 1.0 1・2 春AB 火5 田中 友香理

明治～昭和期の原史料を読解しつつ、日本史学
の基礎領域である史料学について、とくに私文
書に着目し、独自の領域を確立することを目指
す。

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACC3 日本史演習VB 2 1.0 1・2 秋AB 火5 田中 友香理

明治～昭和期の原史料を読解しつつ、日本史学
の基礎領域である史料学について、とくに私文
書に着目し、独自の領域を確立することを目指
す。

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACD2 東洋社会文化史IIA 2 1.0 1・2 春AB 火5 丸山 宏

中国南宋時代の社会において行われた道教儀礼
を取り挙げ、儀礼文献の解読と分析を交えなが
ら講義する。この授業では13世紀の金允中『上
清霊宝大宝法』巻37水火錬度品、巻44錬度によ
り、道教の死者儀礼に見られる死者への働きか
け、特に錬度と説戒について考察を加える。同
時代の王契真『上清霊宝大法』、蒋叔輿『無上
黄籙大齋立成儀』などとの比較も行い、宋代を
軸とする中国社会における道教儀礼の理解を深
める。

西暦奇数年度開講。
02DC405と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACD3 東洋社会文化史IIB 2 1.0 1・2 秋AB 火5 丸山 宏

中国清時代の18世紀後半から19世紀前半におけ
る道教の実態について、『道蔵輯要』所収の呂
祖経典である『玉清賛化九天演政心印集経』、
『玉清賛化九天演政心印宝懺』、『九皇新経註
解』を取り挙げ、部分的に講読しながら、清朝
道教史をその独自の発展や活力の視点から捉え
直すことを試みる。儒教、道教の典籍を当時の
道教界に属した知識人と同次元で理解すること
により、民間社会における宗教の力量について
考察する。

西暦奇数年度開講。
02DC406と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACD6 東洋政治経済史IIA 2 1.0 1・2 春AB 火3 山本 真

1~2年次生を対象とする。中国の近代史につい
て、特に社会経済史の重要な先行研究を履修者
とともに講読する。テキストでは中国語、日本
語、英語の文献を採用する。受講者は輪番でレ
ジュメを作成し、それに基づき参加者全員で議
論を行いたい。

西暦奇数年度開講。
02DC409と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACD7 東洋政治経済史IIB 2 1.0 1・2 秋AB 火3 山本 真

1~2年次生を対象とする。中国の現代史につい
て、特に社会経済史の重要な先行研究を履修者
とともに講読する。テキストでは中国語、日本
語、英語の文献を採用する。受講者は輪番でレ
ジュメを作成し、それに基づき参加者全員で議
論を行いたい。

西暦奇数年度開講。
02DC410と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACE0 東洋史史料研究IIA 2 1.0 1・2 春AB 金6 上田 裕之

清代乾隆21~60年の銭法について解説した上
で、当該時期の銭法に関する檔案史料を受講生
全員で講読し、官撰書の記載内容と比較しなが
ら、檔案史料から読み取れる事実関係について
議論する。講読する史料は、『雍正朝内閣六科
史書戸科』『内閣題本戸科貨幣類』『明清檔
案』『宮中檔硃批奏摺財政類』『宮中檔雍正朝
奏摺』『宮中檔乾隆朝奏摺』『議覆檔』『大清
歴朝実録』『皇朝文献通考』『欽定大清会典事
例』など。

西暦奇数年度開講。
02DC413と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACE1 東洋史史料研究IIB 2 1.0 1・2 秋AB 金6 上田 裕之

清代乾隆21~60年の銅政について解説した上
で、当該時期の銅政に関する檔案史料を受講生
全員で講読し、官撰書の記載内容と比較しなが
ら、檔案史料から読み取れる事実関係について
議論する。講読する史料は、『雍正朝内閣六科
史書戸科』『内閣題本戸科貨幣類』『明清檔
案』『宮中檔硃批奏摺財政類』『宮中檔雍正朝
奏摺』『宮中檔乾隆朝奏摺』『議覆檔』『大清
歴朝実録』『皇朝文献通考』『欽定大清会典事
例』など。

西暦奇数年度開講。
02DC414と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACE4 東洋民族社会史IIA 2 1.0 1・2 春AB 木4 岩田 啓介

18世紀前半に清朝とモンゴル・チベットの有力
者との間で取り交わされた『清内閣蒙古堂檔』
所収の満洲語の檔案、ならびに『宮中檔雍正朝
奏摺』所収の満洲語の奏摺から、清朝とモンゴ
ル・チベットの境界地帯に関する史料を受講生
全員で講読する。そして、18世紀前半に清朝が
内陸アジアへと拡大する中で、境界地帯の社会
における政治的動向が清朝の政策とどのように
関連していたのかを議論する。

西暦奇数年度開講。
02DC41Cと同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACE5 東洋民族社会史IIB 2 1.0 1・2 秋AB 木4 岩田 啓介

『軍機処満文準噶爾使者檔訳編』『清代軍機処
満文熬茶檔』所収の満洲語史料を講読し、18世
紀前半における内陸アジア情勢の動向と清朝の
モンゴル政策、チベット政策の関連について議
論する。

西暦奇数年度開講。
02DC41Dと同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF0
古代西アジア史研究特
講IA

2 1.0 1・2 春AB 応談 山田 重郎

古代メソポタミアの歴史記述について体系的に
学び、古代メソポタミアの人々の歴史観の変遷
を考察する。楔形文字の原典から古代メソポタ
ミアの種々の歴史文書を文献学的に正確に読
み、その内容について考察する。この授業では
特にシュメルとバビロニアの碑文を講読する。

西暦奇数年度開講。
02DC507と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF1
古代西アジア史研究特
講IB

2 1.0 1・2 秋AB 応談

古代メソポタミアの歴史記述について体系的に
学び、古代メソポタミアの人々の歴史観の変遷
を考察する。楔形文字の原典から古代メソポタ
ミアの種々の歴史文書を文献学的に正確に読
み、その内容について考察する。

西暦奇数年度開講。
02DC508と同一。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF2
古代西アジア史研究特
講IIA

2 1.0 1・2 春AB 応談 柴田 大輔

シュメル語初級文法の概要を学ぶ。紀元前22〜
20世紀(グデア王朝時代・ウル第三王朝時代・
イシン王朝時代)におけるいわゆる「古典シュ
メル語」の特性に焦点を絞り、文法概要の説明
と練習問題の実施を交互させながら、音韻論、
正字法、名詞句、動詞語幹と名詞形、格、代名
詞、定動詞の活用、動詞と名詞の関わり方、法
性・否定・接続の順番で学習する。

02DC509と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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0ABACF3
古代西アジア史研究特
講IIB

2 1.0 1・2 秋AB 応談 柴田 大輔

シュメル語の読解能力を習得するとともに、紀
元前三千年紀の楔形文字書体を学習し、原史料
の読解に基づく古代西アジア史研究についての
理解を深める。ウル第三王朝期の碑文、グデア
王朝期の碑文、ウル第三王朝期の法文書の中か
ら、言語の習得に適切な平易なサンプルを選
び、講読する。

02DC510と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF4
ヨーロッパ・アメリカ
史研究特講IA

2 1.0 1・2 春AB 火4 津田 博司

第2次世界大戦前のイギリスおよび旧イギリス
帝国圏の歴史についての論集を講読する。必要
に応じて、受講生による発表を課す。

西暦奇数年度開講。
01DQ227, 02DC511と
同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF5
ヨーロッパ・アメリカ
史研究特講IB

2 1.0 1・2 秋AB 火4 津田 博司

第2次世界大戦後のイギリスおよび旧イギリス
帝国圏の歴史についての論集を講読する。必要
に応じて、受講生による発表を課す。

西暦奇数年度開講。
01DQ228, 02DC512と
同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF6
ヨーロッパ・アメリカ
史研究特講IIA

2 1.0 1・2 春AB 金4 佐藤 千登勢

20世紀前半のアメリカ史に関する英語文献を読
み、人種・エスニシティ、ジェンダー、階級を
めぐる諸問題を検討する。

西暦奇数年度開講。
02DC513と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF7
ヨーロッパ・アメリカ
史研究特講IIB

2 1.0 1・2 秋AB 金4 佐藤 千登勢

20世紀後半のアメリカ史に関する英語論文を読
み、人種・エスニシティ、ジェンダー、階級を
めぐる諸問題を検討する。

西暦奇数年度開講。
02DC514と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF8
ヨーロッパ・アメリカ
史研究特講IIIA

2 1.0 1・2 春AB 応談 村上 宏昭

ヨーロッパ史研究に関連する外国語文献を複数
読み込み、歴史研究の方法を習得することを目
指す。必要に応じて受講生には発表を課す。

西暦奇数年度開講。
01DQ223, 02DC515と
同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACF9
ヨーロッパ・アメリカ
史研究特講IIIB

2 1.0 1・2 秋AB 応談 村上 宏昭

ヨーロッパ史研究に関連する外国語文献を複数
読み込み、歴史研究の方法を習得することを目
指す。必要に応じて受講生には発表を課す。

西暦奇数年度開講。
01DQ224, 02DC516と
同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACG2
古代西アジア史演習
IIA

2 1.0 1・2 春AB 応談 柴田 大輔

楔形文字文書を講読し、古代メソポタミア史に
関する諸問題について検討する。

対面 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACG3
古代西アジア史演習
IIB

2 1.0 1・2 秋AB 応談 柴田 大輔

古代メソポタミアの文書を楔形文字原文から講
読し、関連する諸問題について討論する。

対面 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACH2 歴史地理学演習A 2 1.0 1・2 春AB 火3 中西 僚太郎

近代日本の地域形成に関わる歴史地理学的諸問
題について、従来の研究成果の到達点について
理解するとともに、様々な史資料の活用方法を
身に付けることが目的である。

西暦奇数年度開講。
02DC564と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACH3 歴史地理学演習B 2 1.0 1・2 秋AB 火3 清水 克志

日本の農山漁村の歴史地理学的諸問題に関し
て、従来の研究の到達点について理解し、今後
の研究課題を見出す能力を身に付けるととも
に、様々な史資料の活用方法を身に付けること
が目的である。

西暦奇数年度開講。
02DC565と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門科目(人類学分野)
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0ABACJ2
先史学・考古学研究
IIA

2 1.0 1・2 春AB 月5 三宅 裕

人類社会の適応戦略について幅広い視点から考
察する先史学の方法と理論について理解を深め
る。狩猟採集社会の特徴について多方面から検
討しているテキストを講読し、議論を通じて先
史時代の社会について考察する。受講者がテキ
ストの中から担当する文献を選び、その内容に
ついて発表した後、討論をおこない、それぞれ
のテーマに関する理解を深めていく。

西暦奇数年度開講。
02DC627と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACJ3
先史学・考古学研究
IIB

2 1.0 1・2 秋AB 月5 三宅 裕

人類社会の適応戦略について幅広い視点から考
察する先史学の方法と理論について理解を深め
る。初期農耕社会の特徴について多方面から検
討しているテキストを講読し、議論を通じて先
史時代の社会について考察する。テキストとし
て指定された論文を読み、受講者がその内容に
ついて発表し、それを受けて議論していく。

西暦奇数年度開講。
02DC628と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACJ6
先史学・考古学研究
IVA

2 1.0 1・2 春AB 木5 滝沢 誠

弥生時代には、拠点集落を中核とした地域社会
の構造が典型的に認められるが、古墳時代にな
ると、一般の集落から独立したかたちで首長居
館が成立し、一般の集落は散在化する。この授
業では、主に関東地方の事例分析にもとづきな
がら、古墳時代における地域社会の特質につい
て理解を深める。古墳時代の居住域、墓域、生
産域などにかかわる個別のテーマについて、毎
回1名の受講生が研究報告をおこなう。その内
容を受けて教員による講義と全体での討議をお
こない、古墳時代における地域社会の構造的特
質について考察する。

西暦奇数年度開講。
02DC631と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACJ7
先史学・考古学研究
IVB

2 1.0 1・2 秋AB 木5 滝沢 誠

古墳時代の考古資料には、近畿地方の政治勢力
とのかかわりを示すものとは別に、特定の地域
にのみ分布する考古資料も少なからず存在す
る。この授業では、そうした地域的偏在性を示
す考古資料を取り上げて、古墳時代の地域色と
その背景について理解を深める。
地域的偏在性を示す古墳時代資料のうち、東海
地方と関東地方の事例を取り上げて、毎回1名
の受講生が研究報告をおこなう。その内容を受
けて教員による講義と全体での討議をおこな
い、古墳時代の地域色について考察する。

西暦奇数年度開講。
02DC632と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACK0
先史学・考古学研究
VIA

2 1.0 1・2 秋B 集中 谷口 陽子

先史学研究に求められる材質分析、製作技法の
解明、年代測定、産地推定、古環境復元といっ
た考古科学、考古化学に関する理論と実践につ
いて、それぞれの原理と課題について理解を深
めることを目的とする。その上で、それらの成
果から導き出される先史学・考古学的な解釈を
含んだ 新の論文等を読解し、幅広い視点から
その結果および課題を考察する。受講生の研究
テーマを考慮のうえ、いくつかの特定の時代お
よび地域に注目する。とくに材質分析に関する

新の学術論文を選択し、そこに利用されてい
る分析手法の理論を理解する。選択した論文を
読解、考察しながらその方法論と課題について
検討する。各回のテーマについて、毎回1名の
受講生が理論についてまとめ、次に、結果の解
釈・課題について研究報告をおこなう。つづい
て、その内容について全体で討議をおこなう。

西暦奇数年度開講。
02DC635と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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0ABACK1
先史学・考古学研究
VIB

2 1.0 1・2 秋AB 金3 谷口 陽子

先史学研究に求められる材質分析、製作技法の
解明、年代測定、産地推定、古環境復元といっ
た考古科学、考古化学に関する理論と実践につ
いて、それぞれの原理と課題について理解を深
めることを目的とする。その上で、それらの成
果から導き出される先史学・考古学的な解釈を
含んだ 新の論文等を読解し、幅広い視点から
その結果および課題を考察する。受講生の研究
テーマを考慮のうえ、いくつかの特定の時代お
よび地域を設定する。とくに機器分析を用いた
材質分析に関する 新の学術論文を選択し、そ
こに利用されている分析手法の理論を理解す
る。それらの論文を読解、考察しながらその方
法論と課題について検討する。各回のテーマに
ついて、毎回 1 名の受講生が理論についてま
とめ、次に、結果の解釈・課題について研究報
告をおこなう。つづいて、その内容について全
体で討議をおこなう。

西暦奇数年度開講。
02DC636と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACK5
先史学・考古学研究
VIIIA

2 1.0 1・2 春AB 火5 前田 修

考古学における交易研究をテーマとし、過去の
物資交易をあきらかにするための方法論に関し
て、その研究史と 新の研究動向を学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DC63Cと同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACK6
先史学・考古学研究
VIIIB

2 1.0 1・2 秋AB 火5 前田 修

考古学における交易研究をテーマとし、国内外
の研究事例を扱いながら、過去における物資交
易と社会の関係について考察する。

西暦奇数年度開講。
02DC63Dと同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACL0 民俗学特講IA 1 1.0 1・2 春AB 木2 徳丸 亜木

民俗学における信仰伝承研究に関わる先端的な
研究動向を主に歴史民俗学的研究の立場から把
握する。受講者それぞれの関心に応じた問題を
析出し、議論を踏まえた上で、分析を行い得る
能力を高める。

西暦奇数年度開講。
02DC743と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACL1 民俗学特講IB 1 1.0 1・2 秋AB 木2 徳丸 亜木

「祖先祭祀研究・葬制墓制研究の現在」をテー
マとして、日本および東アジアの葬墓制に関す
る民俗学および文化人類学の研究について、比
較民俗学、ならびに歴史民俗学的研究視角から
の講義を行う。また関連する論文を講読し、検
討することでテーマに関する研究視角・方法論
を学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DC744と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACL2 民俗学特講IIA 1 1.0 1・2 春AB 火5,6 中野 泰

本講義では、主として日本の「漁業」の民俗を
対象に、民俗学初期の古典的研究から精読を行
い、輪読形式で、その枠組みと方法を批判的に
検討しながら、民俗学的視角と方法を展望す
る。

西暦奇数年度開講。
02DC745と同一。
隔週開講. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACL3 民俗学特講IIB 1 1.0 1・2 秋AB 火5,6 中野 泰

本講義では、「漁業」をとりまくサブシステン
スの動態を対象に、領域横断的な研究例の検討
を行う。日本に事例を主として、日本以外の例
をも参照し、今日の「漁業」研究の視角と方法
について展望することを目的とする。

西暦奇数年度開講。
02DC746と同一。
隔週開講. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACM0 民俗学演習IIIA 2 1.0 1・2 春AB 金2 武井 基晃

戦後台湾の民俗誌・実例をふまえ家族という研
究対象について様々な方向から理解し、民俗学
における民俗誌の分析を検討する。

西暦奇数年度開講。
02DC753と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACM1 民俗学演習IIIB 2 1.0 1・2 秋AB 金2 武井 基晃

戦前から戦中の日本統治下における台湾の社会
と民俗・信仰について、当時の資料・民俗誌を
講読することで理解する。特に、地域社会と
人々の信仰のあり方に直結した寺廟整理に着目
し、この政策がどのように始まり、地域社会に
いかに受容され、具体的にどのような手続きが
なされたのかについて、当事者の生の記録を通
して読み解く。これに関連して同時期の台湾に
おいて日本人・台湾人を交えた台湾の民俗の調
査・研究の機運の高まりとその成果についても
取り扱う。

西暦奇数年度開講。
02DC754と同一。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACM4 文化人類学特講IIA 1 1.0 1・2 春AB 火5
木村 周平,佐本
英規

現代の文化人類学の課題や理論的な動向につい
て学ぶ。特に1980年代以降に焦点を当て、その
時代に提起された課題とそれへの応答として起
きた変化、およびその後の新しい考え方や方法
を理解する。授業では、こうした動向の形成に
大きな影響を及ぼした著作や代表的な論文を取
り上げ、そこで何が問題とされ、どのようなこ
とが論じられているか、またどのようなスタイ
ルで調査や記述が行われているかを把握し、そ
れに対して自分自身がどのような立ち位置を取
るかを考える。

西暦奇数年度開講。
02DC757と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACM5 文化人類学特講IIB 1 1.0 1・2 秋AB 火5
木村 周平,佐本
英規

現代の文化人類学の課題や理論的な動向につい
て学ぶ。特に科学技術社会論と呼ばれる研究群
が現代の人類学に与えた理論的・方法的な影響
に焦点を当て、この分野の独自性や方向性の形
成に大きな影響を及ぼした著作や代表的な論文
を取り上げ、そこで何が問題とされ、どのよう
なことが論じられているか、またどのようなス
タイルで調査や記述が行われているかを把握
し、その可能性と限界、および自分自身がどの
ような立ち位置を取るかを考える。

西暦奇数年度開講。
02DC758と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACM6 文化人類学演習IA 2 1.0 1・2 春AB 木3
木村 周平,中村
友香

人間を環境世界・周囲世界の中においてポスト
ヒューマンの視点から再考する。本演習では、
脱人間中心の倫理学の可能性をポストヒューマ
ンの多様な視点から考察し議論する。

西暦奇数年度開講。
02DC759と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABACM7 文化人類学演習IB 2 1.0 1・2 秋AB 木3
木村 周平,中村
友香

本演習は民族誌の可能性について考察をした
後、人類学的な問いを立てて、これを民族誌を
書くことを通して、その答えを示唆する訓練を
行う。演習では民族誌を分解してその構成につ
いて議論し、民族誌を書いて、建設的な批判を
行う。

西暦奇数年度開講。
02DC760と同一。
対面(オンライン併用
型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門基礎科目(文学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0AA3005 文献資料学 1 1.0 1・2 春C 火5,6

馬場 美佳,吉森
佳奈子,秋山 学,
佐野 隆弥,稀代
麻也子

文学作品を研究するさいの基礎となる文献資料
の扱い方について講義を行う。

オンライン(オンデマ
ンド型). オンライン
(同時双方向型)
担当者によって、オ
ンライン(オンデマン
ド型) 、オンライン
(同時双方向型) 。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0AA3006 比較文学 1 1.0 1・2 春C 月5,6

谷口 孝介,増尾
弘美,加藤 百合,
青柳 悦子,茂野
智大

地域や言語を横断するかたちで文学研究をおこ
なうための方法について学ぶ。

オンライン(オンデマ
ンド型). オンライン
(同時双方向型) △

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

6 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0AA3007 表象文化論 1 1.0 1・2 秋A 集中

齋藤 一,ヘーゼ
ルハウス, ヘラ
ト,小川 美登里,
吉原 ゆかり

文学作品のみならず広く文化事象をテクストと
して解析する方法について講義を行う。

使用言語は英語及び
日本語。
オンライン(オンデマ
ンド型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門科目(文学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAE03 文学批評研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 火6 青柳 悦子

方法論的意識をより拡充しながら、文学研究を
学術的に展開するための能力を高める。とりわ
け近年の新たな研究動向に着目し、これからの
文学研究に必要な着眼点や有効な問題設定を抽
出する。先行研究からとりわけ分析の手法と論
述の技法を学び、みずからの研究活動に生かす
ために、教員および学生各自が自分の研究と関
わる優れた著作・論文を選んで紹介するととも
に批評的な分析を加える。受講生全員が題材と
して紹介される先行研究を授業までに読んでく
ることを義務とし、討議の充実をはかる。

西暦奇数年度開講。
02DSA03と同一。
対面
人社棟A203

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE04 文学批評研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 火6 青柳 悦子

文学研究能力を高め、必要な基礎知識を確かな
ものとすると同時に、将来の文学教育者として
の基礎的な資質を養うためにも、文学批評概説
ないし文学研究入門書の一項目を受講生各自が
試行的に執筆する。モデルとして、橋本陽介
『物語論 基礎と応用』、丹治愛・山田広昭
『文学批評への招待』、土田知則・青柳悦子
『文学理論のプラクティス』、廣野由美子『批
評理論入門―『フランケンシュタイン』解剖講
義』などを用いる。学生各自が選んだ対象作品
について、構想の作成、素案執筆、学生相互の
批評を経た推敲をおこない、学術的信頼を獲得
しうる水準にまで高めていく。

西暦奇数年度開講。
02DSA04と同一。
対面
人社A203

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE05 文学研究発表演習A 2 1.0 1 春AB 木6
加藤 百合,青柳
悦子,齋藤 一,吉
原 ゆかり

受講者全員が研究発表を行い、教員も参加して
ディスカッションを行うことで、文学・文化研
究分野における論文執筆や学会発表の方法の基
礎を実践的に学ぶ。発表者は、必ずしも完成さ
れた研究内容でない萌芽的な研究であっても、
問題意識を鮮明にし、先行研究を概観しつつ当
該研究の位置づけを示し、的確に対象テクスト
の分析をおこなったうえで有意義な考察を展開
するよう努め、その成果を学術的な形式にのっ
とって発信する機会とする。他の受講者は、こ
れらの側面を吟味し、研究の質の向上のための
改善策を検討し、建設的な発言能力を磨く。

02DSA05と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE06 文学研究発表演習B 2 1.0 1 秋AB 木6
加藤 百合,青柳
悦子,齋藤 一,吉
原 ゆかり

受講者全員がより高度な学術的水準をめざして
研究発表を行い、教員も参加してディスカッ
ションを行うことで、文学・文化研究分野にお
ける学術論文執筆や学会発表の洗練方法を実践
的に学ぶ。発表者は学位論文に結実することを
念頭においた研究発表をおこない、問題意識を
深化させ、先行研究を批判的に概観しつつ当該
研究の独自性を示し、的確かつ説得力ある対象
テクスト分析をおこなったうえで学界に寄与す
る考察を展開するよう努め、その成果を完成度
の高い学術的形式にのっとって発信する機会と
する。他の受講者は、これらの側面を吟味し、
研究の質の向上のための有効な改善策を検討
し、建設的な発言能力を一層磨いて、学術交流
のための資質を高める。

02DSA06と同一。
対面
教室は人社棟A520

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE09 文学理論研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 月3
人社
A206

齋藤 一

新の文学理論を自ら応用し作品分析に利用で
きるまで習熟することを目標とする。そのため
に、 近の文学理論を理解するために不可欠
な、すでに古典的となった欧米の文学理論書、
エーリッヒ・アウエルバッハ『ミメーシス』
(日本語訳上・下巻)などを、主に日本語訳を利
用しながら講読することで、文学における「リ
アル」とは何かということについて学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DSA09と同一。
対面

△

本学大学院に在籍する者又は本学
出身者に限る

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE11 文学理論研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 月3
人社
A206

齋藤 一

新の文学理論を自ら応用し作品分析に利用で
きるまで習熟することを目標とする。そのため
に、 近の文学理論を理解するために不可欠
な、すでに古典的となった欧米の文学理論書、
フレドリック・ジェイムソン『政治的無意識』
の日本語訳などを、英語原典を参考にしながら
講読することで、構造主義詩学とマルクス主義
批評の根本的発想を学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DSA11と同一。
対面

△

本学大学院に在籍する者又は本学
出身者に限る

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE14 文学交流論演習(2A) 2 1.0 1・2 春AB 火3 吉原 ゆかり

広義でのテクスト作品(文学テクスト作品、図
像・映像を併用した作品を含む)を通じた文化
交流の諸相を知るために、日本語もしくは英語
で書かれた、近現代テクスト作品に関する、研
究論文(日本語・英語)の読解演習を行う。学術
論文を読解し、論理構成を理解し、自分の研究
に応用するための基礎力を養成する。研究論文
読解の前提となる、対象テクスト作品の精読を
合わせて行う。ジェンダー、階級、マイノリ
ティ表象に注目した、複数の文化・言語・地域
を交流・交差させる作品について書かれた学術
論文を取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DSA14と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE15 文学交流論演習(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 火3 吉原 ゆかり

広義でのテクスト作品(文学テクスト作品、図
像・映像を併用した作品を含む)を通じた文化
交流の諸相に関する理解を深めるために、日本
語もしくは英語で書かれた、近現代テクスト作
品に関する、学術・研究論文(日本語・英語)の
読解演習を行う。学術論文を読解し、論理構成
を理解し、自分の研究に応用するための応用力
を養成する。研究論文読解の前提となる、対象
テクスト作品の精読スキル育成を行う。ジェン
ダー、階級、マイノリティ表象、文化序列に注
目した、複数の文化・言語・地域を交流・交差
させる作品について書かれた学術論文を取り上
げる。

西暦奇数年度開講。
02DSA15と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE18 比較文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 木3 加藤 百合

比較文学のひとつの基本的研究としてジャンル
研究を行う。明治時代の言説(文学論・評論・
文芸)を当時の文脈で考証する力をつけること
を目標として同時代資料と併せて読み込む訓練
を行う。基礎知識となる著作の講読を担当を決
めて行う。

西暦奇数年度開講。
02DSA18と同一。
オンライン(同時双方
向型)
人社棟A520

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE19 比較文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 木3 加藤 百合

明治時代の一次資料を丁寧に読む。近代文学を
歴史的に位置づけながら追究する。近代文学を
歴史的に、当時のままの形(初出形態かそれを
代替するもの)で丁寧に読み、時代状況のなか
に位置づける訓練をする。必要な資料と適切な
テキストを準備しそれを読む。基本的に演習形
式で行なう。自らが研究している領域のなかか
ら外交文学受容とジャンルに関わるテーマを見
出して発表を準備したうえで、履修者で討論・
検討を行う。

西暦奇数年度開講。
02DSA19と同一。
オンライン(同時双方
向型)
人社棟A520

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

7 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAE23 古典古代学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 金5
人社
B505

秋山 学

旧約聖書研究．翻訳受容史を含めた旧約聖書テ
キストについて， 近の研究動向を注視しなが
ら文献学的に検討する．

西暦奇数年度開講。
02DSA23と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE24 古典古代学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 金5
人社
B505

秋山 学

旧約聖書研究．翻訳受容史を含めた旧約聖書テ
キストについて， 近の研究動向を注視しなが
ら文献学的に検討する（春学期の継続）．

西暦奇数年度開講。
02DSA24と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE27 古典古代学演習(2A) 2 1.0 1・2 春AB 金1 秋山 学

「『春秋左氏伝』から『史記』へ」という総括
テーマのもとに，『左伝』における『詩経』の
理解，『史記』における『左伝』の受容，など
に関して講義形式で論じる．

西暦奇数年度開講。
02DSA27と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE28 古典古代学演習(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 金1 秋山 学

「『春秋左氏伝』から『史記』へ」という総括
テーマのもとに，『左伝』における『詩経』の
理解，『史記』における『左伝』の受容，など
に関して講義形式で論じる（春学期の継続）．

西暦奇数年度開講。
02DSA28と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE32 和漢比較文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 火4
人社
A620

谷口 孝介

『白氏文集』巻十二感傷詩の注解を行う。日本
所在の旧鈔本である金沢文庫本を徹底的に読解
し、日本人の『白氏文集』受容の実態を照らし
出すことを目指す。

西暦奇数年度開講。
02DSA32と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE33 和漢比較文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 火4
人社
A620

谷口 孝介

『白氏文集』巻十二感傷詩の注解を行う。日本
所在の旧鈔本である金沢文庫本に基づき、白居
易独自の感傷詩の表現を吟味する。

西暦奇数年度開講。
02DSA33と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE36 日本中古文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 木2
人社
A207

吉森 佳奈子

　平安時代の散文作品をとりあげる。とくに注
釈研究の基本を身につける。

西暦奇数年度開講。
02DSA36と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE37 日本中古文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 木2
人社
A207

吉森 佳奈子

　平安時代の散文作品をとりあげる。注釈研究
の問題の立て方を学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DSA37と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE41 日本近代文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 木4 馬場 美佳

日本近代文学作品について、歴史的・文化的背
景を意識し、同時代的・即時的な文脈における
実証的な観点からの研究を目指す。授業は演習
形式で行い、語釈・注釈などの調査に基づいた
作品等の理解について各自発表を行うこととす
る。

人社A101
西暦奇数年度開講。
02DSA41と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE42 日本近代文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 木4 馬場 美佳

日本近代文学作品について、歴史的・文化的背
景を意識し、同時代的・即時的な文脈における
実証的な観点からの研究を目指す。授業は演習
形式で行い、語釈・注釈などの調査に基づいた
作品等の理解について各自発表を行うこととす
る。

西暦奇数年度開講。
02DSA42と同一。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE45 イギリス文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 火5
人社
A202

佐野 隆弥

この授業は、(1)シェイクスピアを中心とした
エリザベス朝演劇に関する読解の基本的技能の
習得、(2)先行研究のサーヴェイ力の構築、(3)
論文作成技術の習得、の3点を到達目標として
いる。具体的には、OED 等に丹念に当たりなが
らシェイクスピア戯曲の意味を特定する作業を
行う。また、エリザベス朝演劇研究には、すで
に膨大な量の研究の蓄積があり、そのエッセン
スはアーデン版の脚注などに反映されている
が、こうした脚注を正確に読み取ることも、か
なりの力量が要求される。本授業では、この2
点を軸として、Julius Caesarを対象にシェイ
クスピアおよび同時代の戯曲を読み解く能力を
議論を通して涵養する。

西暦奇数年度開講。
02DSA45と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE46 イギリス文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 火5
人社
A202

佐野 隆弥

この授業は、(1)シェイクスピアを中心とした
エリザベス朝演劇に関する読解の発展的技能の
習得、(2)先行研究のサーヴェイ力の構築、(3)
論文作成技術の習得、の3点を到達目標として
いる。具体的には、OED 等に丹念に当たりなが
らシェイクスピア戯曲の意味を特定する作業を
行う。また、エリザベス朝演劇研究には、すで
に膨大な量の研究の蓄積があり、そのエッセン
スはアーデン版の脚注などに反映されている
が、こうした脚注を正確に読み取ることも、か
なりの力量が要求される。本授業では、この2
点を軸として、Julius Caesarを対象にシェイ
クスピアおよび同時代の戯曲を読み解く能力を
涵養した上で、オリジナリティのある論文作成
のスキルを議論を通して習得させる。

西暦奇数年度開講。
02DSA46と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE54 フランス文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 金5
人社
A205

小川 美登里

20世紀以降、フランス文学は大きな発展をみ
た。地理的広がり（北アフリカやカリブ海な
ど、フランス語圏文学の射程は大きく広がっ
た）のみならず、複数の言語、複数の文化背景
をもつ作家たちも排出された。その一方で、文
学そのものの定義も広がった。言語、哲学、イ
メージ、音楽を自由に行き来するフィクション
や批評も多く生み出された。本講義ではとくに
音楽／言語／文化の関係に焦点を当てる。

西暦奇数年度開講。
02DSA54と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE55 フランス文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 水3
人社
A205

小川 美登里

20世紀以降、フランス文学は大きな発展をみ
た。本講義では言語表象やフィクションの意味
を問い直しながら、小説作品を分析する。対象
となるのは20世紀・21世紀を代表する小説作品
であり、読解を通しながら具体的な分析方法を
学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DSA55と同一。
対面(オンライン併用
型) △

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE58 フランス文学演習(2A) 2 1.0 1・2 春AB 木3
人社
B410

増尾 弘美

プルーストの『失われた時を求めて』を題材
に、この作品で取り上げられた美術作品が語り
手によってどのように批評され、また登場人物
にどのように語られているか、特定の人物によ
る批評がどのような意味をもつか、さらに物語
の進行とどのように関わるのかについて考察す
る。画家エルスチールについてはもとより、美
術愛好家スワンに関しては現実の人間を絵画中
の人物と同一視するという偶像崇拝の傾向があ
るので、それも芸術作品制作を阻むものという
位置付けで見ていく。

西暦奇数年度開講。
02DSA58と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE59 フランス文学演習(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 木3
人社
B410

増尾 弘美

プルーストの『失われた時を求めて』を題材
に、この作品で取り上げられた音楽作品が語り
手によってどのように批評され、また登場人物
にどのように語られているか、特定の人物によ
る批評がどのような意味をもつか、さらに物語
の進行とどのように関わるのかについて考察す
る。『ペレアスとメリザンド』のドビュッ
シー、19世紀フランスでワグネリスムの興隆を
見たワーグナー、そして後期弦楽四重奏曲が流
行ったベートーヴェンを主な考察対象とする。

西暦奇数年度開講。
02DSA59と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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0ABAE63
Transnational
Literature (2)

2 1.0 1・2 春AB 火4
人社
A206

ヘーゼルハウス,
ヘラト

This course focuses on “Relational
Studies in Literature” and analyzes and
discusses how texts connect in literature,
culture and politics in an international
framework. The course will be based on the
analysis and interpretation of
interconnected primary literary texts
proposed by the instructor or
participants. It will also introduce and
discuss various conceptualizations of
“intertextuality”, “relationality”,
“multilingualism” and translation”.

西暦奇数年度開講。
02DSA63と同一。
英語で授業。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE64
Applied Humanities
(2)

2 1.0 1・2 秋AB 火4
人社
A206

ヘーゼルハウス,
ヘラト

The study of “Applied Humanities”
answers to social and intellectual needs
of society and is especially dedicated to
the understanding and solution-finding
processes of global and local crises. The
course will focus on topical material
(especially literary publications)
concerning long-term crises or acute
disaster. Students will have the
opportunity to do original literary
research connected to the course’s main
topic.

西暦奇数年度開講。
02DSA64と同一。
英語で授業。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE67 中国文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 木5
人社
A620

稀代 麻也子

論理的な思考力を鍛えて知の活用力をつけるた
めに、集注本で『文選』を読み、各注の特徴を
確認することが当該授業の到達目標である。具
体的には、巻48所収の詩・巻59所収の雑詩・巻
68所収の七・巻73所収の表・巻88所収の檄・巻
94所収の賛・巻56所収の楽府・巻66所収の騒・
巻98所収の史論を読む。独創的な構想力を身に
つけ、知を共創する能力を養うため、授業は、
演習担当者を決めて報告を求め、討議を行いな
がら進める。

西暦奇数年度開講。
02DSA67と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE68 中国文学研究(2B) 2 1.0 1・2 秋AB 木5
人社
A620

稀代 麻也子

論理的な思考力を鍛えて知の活用力をつけるた
めに、『唐鈔文選集注彙存』を読み、補注をつ
けることが当該授業の到達目標である。具体的
には、巻56所収の楽府・巻61所収の雑擬・巻71
所収の令・巻79所収の弾事・巻88所収の難・巻
98所収の史論・巻59所収の雑詩・巻85所収の
書・巻91所収の序を読む。独創的な構想力を身
につけ、知を共創する能力を養うため、授業
は、演習担当者を決めて報告を求め、討議を行
いながら進める。

西暦奇数年度開講。
02DSA68と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE71 日本上代文学研究(2A) 2 1.0 1・2 春AB 金5
人社
A620

茂野 智大

『萬葉集』について、本文校訂や訓詁といった
基礎作業から始めて、客観的根拠に基づく精緻
な注釈を作成することを目指す。上代の文学作
品は全て漢字で表記されているため、それをど
う「よむ」かが、まずは問題となる。したがっ
て、諸本を校合し、字義と語義との関係を見極
めて本文と訓とを定め、その上で関連事項も視
野に入れた注釈や解釈を施すことになる。授業
は各自の発表に基づいて全体での討議を行う形
で進めていく。

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAE72
日本上代文学研究
(2B）

2 1.0 1・2 秋AB 金5
人社
A620

茂野 智大

『萬葉集』について、その享受史も視野に入れ
つつ、客観的根拠に基づく精緻な注釈を作成す
ることを目指す。『萬葉集』諸本の訓や、後代
のかな書き歌集収載の萬葉歌には、一見荒唐無
稽とも思える訓が屡々見られる。だが、なぜ当
時そう訓まれたのかを考えることで、翻って
『萬葉集』そのものを考える視座とし、より巨
視的な観点で注釈や解釈を施すことを試みる。
授業は各自の発表に基づいて全体での討議を行
う形で進めていく。

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門基礎科目(言語学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
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申請条件 開設

0ABA402 言語学史 1 1.0 1・2 春C 木4,5
人社
A620

杉本 武

言語研究の歴史を概観する。それによって、言
語研究の目標、対象、手法の変遷を考える。西
欧においては、比較言語学から構造言語学、生
成文法などの、現代までの言語研究の歴史、日
本においては、明治期以降を中心に日本語研究
の歴史を概観する。

西暦奇数年度開講。
オンライン(同時双方
向型)

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門科目(言語学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAG10 歴史言語学A 1 1.0 1・2 春AB 火5 池田 潤

世界のさまざまな言語を例に、伝統的な歴史言
語学の方法論の基礎を学ぶ。具体的には、(1)
歴史言語学の研究史、(2)音法則[概論]、(3)音
法則[合流と分裂]、(4)音法則[同化]、(5)音法
則[弱化]、(6)音法則[その他の変化]、(7)借
用、(8)類推、(9)内的再建、(10)比較による祖
語の再建を論じる。毎回の授業では講義を行っ
た上で、それをふまえて受講生が自ら例題を通
時的に分析してみることにより、言語変化の諸
相、規則性、要因等に対する理解を深めてい
く。

西暦奇数年度開講。
02DT901と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG14 認知意味論A 2 1.0 1・2 春AB 月3
金谷 優,和田 尚
明

言語の形式と意味の対応関係にかかわる問題に
ついて、英語と日本語を比較対照しながら認知
意味論的な観点から考察する。認知意味論的観
点というのは、言語が語る意味の世界は客体世
界そのものではなく、人間の目を通した世界で
あり、したがって言語の意味を考えるときに
は、人間がものごとをどのように理解し、経験
するかという視点が不可欠とするものである。
この授業では、特に、言語と認知の関係に関わ
る様々な語彙・構文現象に焦点をあてる。

西暦奇数年度開講。
02DT905と同一。
対面
人社A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG15 認知意味論B 2 1.0 1・2 秋AB 月3
和田 尚明,金谷
優

言語の形式と意味の対応関係にかかわる問題に
ついて、英語と日本語を比較対照しながら認知
意味論的な観点から考察する。認知意味論的観
点というのは、言語が語る意味の世界は客体世
界そのものではなく、人間の目を通した世界で
あり、したがって言語の意味を考えるときに
は、人間がものごとをどのように理解し、経験
するかという視点が不可欠とするものである。
この授業では、特に、文法と語用論の関係や言
語使用に関わる様々な言語現象に焦点をあて
る。

西暦奇数年度開講。
02DT906と同一。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

9 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAG16 対照言語学A 1 1.0 1・2 春AB 木6 1B402 宮腰 幸一

このコースは、対照言語学の基礎的知識と実践
的研究能力の修得を目標とする。まず、主に日
本語と英語の身近な具体例を出発点に、いくつ
かの事例研究の概観・検討を通して対照言語学
の射程・目標・方法・意義・成果などを学びな
がら、受講者それぞれが自分のテーマで対照言
語学的研究を試み、実践的な観察・分析・実
証・立論能力を養う。その後、各受講者に研究
成果を順番に発表してもらい、その内容につい
てクラス全員で議論する。基本的に、前半は講
義形式、後半は演習/セミナー形式で授業を進
めるが、その割合は受講者の希望や進展状況に
応じて調整する。

02DT907と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG17 対照言語学B 1 1.0 1・2 秋AB 木6 1B402 宮腰 幸一

春学期の対照言語学Aに引き続き、対照言語学
の基礎的知識と実践的研究能力の修得を目指
し、前半は講義形式、後半は演習/セミナー形
式で授業を進める。

02DT908と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG18 認知意味論C 2 1.0 1・2 春AB 木5
金谷 優,和田 尚
明

認知意味論に関して 近の理論的発展やデータ
の発掘についての新しい知見および分析方法に
ついて、 新の論文の報告および教員および他
の受講生との討論を通して、自身の研究に活か
しさらに深い議論を行うことができるようにな
ることを目指す。

「英語統語論C」（木
曜4限）を合わせて履
修することが必要。
西暦奇数年度開講。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG19 認知意味論D 2 1.0 1・2 秋AB 木5
和田 尚明,金谷
優

認知意味論に関して 近の理論的発展やデータ
の発掘についての新しい知見および分析方法に
ついて、 新の論文の報告および教員および他
の受講生との討論を通して、自身の研究に活か
しさらに深い議論を行うことができるようにな
ることを目指す。この授業では、より踏み込ん
だ討論を行い、特に、英語と日本語の比較を中
心に、通言語的な共通点と相違点を示す現象に
焦点をあてる。

「英語統語論D」（木
曜5限）を合わせて履
修することが必要。
西暦奇数年度開講。
対面
人社棟A101

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG22 形態論A 1 1.0 1・2 春AB 火4 田川 拓海

屈折形態論に関する研究史を概観し、それぞれ
の理論・モデルがどのような点において対立し
ているのかを見るとともに、主要な問題・対立
点について整理する。次に、同形性、補充、ゼ
ロ形態等、屈折形態論研究における重要な用
語・概念について、どのような言語現象の分析
において問題になるのか具体的に検討し、各理
論・モデルを用いた分析の利点・難点について
考える。対象言語は日本語・英語を中心とする
が、必要に応じて様々な言語を取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DT911と同一。
対面
人社A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG23 形態論B 1 1.0 1・2 秋AB 火4 田川 拓海

複合を含む派生形態論に関する研究史を概観
し、それぞれの理論・モデルがどのような点に
おいて対立しているのかを見るとともに、主要
な問題・対立点について整理する。次に、同音
異義性・類義性・多義性、阻止、項構造等、派
生形態論研究における重要な用語・概念につい
て、どのような言語現象の分析において問題に
なるのか具体的に検討し、各理論・モデルを用
いた分析の利点・難点について考える。対象言
語は日本語・英語を中心とするが、必要に応じ
て様々な言語を取り上げる。

西暦奇数年度開講。
02DT912と同一。
対面
人社A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG24 音声学A 1 1.0 1・2 春AB 木6
人社
A207

黄 賢暻

音声学・韻律に関する実験研究を紹介する。 西暦奇数年度開講。
02DT913と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG25 音声学B 1 1.0 1・2 秋AB 木3
人社
A207

黄 賢暻

音声学と他の言語学の分野とのインターフェー
スに注目し音声研究を行う。

西暦奇数年度開講。
02DT914と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG32 日本語文法論IIA 1 1.0 1・2 春AB 金2
人社
A201

橋本 修,杉本
武,石田 尊

日本語文法の記述的研究の方法論について学ぶ
とともに、理論的研究との関わりについて考察
し、日本語文法の記述的研究の現状と課題につ
いて理解を深める。

西暦奇数年度開講。
02DT923と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG33 日本語文法論IIB 2 1.0 1・2 秋AB 金2
人社
A201

橋本 修,杉本
武,石田 尊

現代日本語文法の諸現象に関する受講者各自の
研究発表と討論を通して、記述的研究の方法論
を学び、データを観察、記述する能力を養う。
具体的には、文法の記述と内省やコーパスの関
係について考察した上で、格、ヴォイス、テン
ス・アスペクト、修飾、とりたて、複文、モダ
リティなどの文法現象の中から課題を取り出
し、それぞれの記述に関わる問題を明らかにし
た上で、受講者が設定した研究課題に関して議
論を行う。

西暦奇数年度開講。
02DT924と同一。
対面
対面授業となった場
合は人社A201

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG40 日本語談話論A 1 1.0 1・2 春AB 金4 澤田 浩子

本科目は、日本語の談話(話し言葉)を対象に、
分析に必要な理論や基礎的な概念を習得し、
データを分析する力を身につけることを目標と
する。さらに、分析により得られた知見を言語
教育や隣接分野に応用するための視野を身につ
ける。具体的には、「発話行為」「語りの構
造」「会話の開始と終結」「スタイルシフト」
などの概念を、論文などを通じて 新の研究動
向を踏まえて紹介する(第1回~第5回)。その上
で、データ収集と分析の方法を提示し、受講者
による実践を交えて理解を深める(第6回~第8
回)。授業の 後には、日本語教育や国語教
育、文法研究など隣接分野との関連を考え、
ディスカッションを行う(第9,10回)。

西暦奇数年度開講。
02DT927と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG41 日本語談話論B 1 1.0 1・2 秋AB 金4 澤田 浩子

本科目は、日本語の談話(書き言葉)を対象に、
分析に必要な理論や基礎的概念を習得し、デー
タを分析する力を身につけることを目標とす
る。さらに、分析により得られた知見を言語教
育や隣接分野に応用するための視野を身につけ
る。具体的には、「ジャンル」「文体」「結束
性」「コロケーション」などの概念を、論文な
どを通じて 新の研究動向を踏まえて紹介する
(第1回~第5回)。その上で、データ収集と分析
の方法を提示し、受講者による実践を交えて理
解を深める(第6回~第8回)。授業の 後には、
日本語教育や国語教育、文法研究など隣接分野
との関連を考え、ディスカッションを行う(第
9,10回)。

西暦奇数年度開講。
02DT928と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG50 英語統語論A 2 1.0 1・2 春AB 月4
島田 雅晴,加賀
信広,山村 崇斗

近年の英語統語論は生成文法理論の下で発展し
てきており、その考え方と研究手法はこれから
言語研究を学ぶ者には基本となるものである。
また、英語で書かれた著作を深く理解し、自分
の考えを英語で発信していくための英語力も必
須である。このような考えのもと、この科目で
は英語で書かれた統語論、理論言語学の著作・
論文を読みながら、内容を適切に把握する訓練
を行い、統語論研究の基礎知識と方法論を身に
つける演習を行う。具体的には、受講者が自分
の専門分野に関わる英語論文を取り上げて紹介
し、全員でディスカッションを行う。中心テー
マは「機能語・機能範疇」とする。

西暦奇数年度開講。
02DT941と同一。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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0ABAG51 英語統語論B 2 1.0 1・2 秋AB 月4
島田 雅晴,加賀
信広,山村 崇斗

近年の英語統語論は生成文法理論の下で発展し
てきており、その考え方と研究手法はこれから
言語研究を学ぶ者には基本となるものである。
また、英語で書かれた著作を深く理解し、自分
の考えを英語で発信していくための英語力も必
須である。このような考えのもと、この科目で
は英語で書かれた統語論、理論言語学の著作・
論文を読みながら、内容を適切に把握する訓練
を行い、統語論研究の基礎知識と方法論を身に
つける演習を行う。具体的には、受講者が自分
の専門分野に関わる英語論文を取り上げて紹介
し、全員でディスカッションを行う。中心テー
マは「英語と他言語との比較」とする。

西暦奇数年度開講。
02DT942と同一。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG52 英語統語論C 1 1.0 1・2 春AB 木4
島田 雅晴,加賀
信広,山村 崇斗

この科目では英語で書かれた統語論、理論言語
学の著作・論文を読みながら、内容を適切に把
握する訓練を行い、統語論研究の基礎知識と方
法論を身につける演習を行う。特に本授業で
は、受講者が自分の専門分野に関わる英語論文
を取り上げて紹介したり、自分の研究の進捗状
況を教員・院生全員でより発展的な討論を行
う。中心テーマは「機能語・機能範疇」とす
る。

「認知意味論C」（木
曜5限）を合わせて履
修することが必要。
西暦奇数年度開講。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG53 英語統語論D 1 1.0 1・2 秋AB 木4
島田 雅晴,加賀
信広,山村 崇斗

この科目では英語で書かれた統語論、理論言語
学の著作・論文を読みながら、内容を適切に把
握する訓練を行い、統語論研究の基礎知識と方
法論を身につける演習を行う。特に本授業で
は、受講者が自分の専門分野に関わる英語論文
を取り上げて紹介したり、自分の研究の進捗状
況を教員・院生全員でより発展的な討論を行
う。中心テーマは「英語と他言語との比較」と
する。

「認知意味論D」（木
曜5限）を合わせて履
修することが必要。
西暦奇数年度開講。
対面
人社A101

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG66 ドイツ語学A 2 1.0 1・2 春AB 火2
人社
B505

大矢 俊明,住大
恭康

現代ドイツ語の特徴を、語彙、文法ならびに語
史の観点から明らかにする。また、必要に応じ
て日本語や英語などとドイツ語を比較対照し、
ドイツ語ないしゲルマン語が持つ個別的特徴
と、人間言語が持つ普遍的特徴について、記述
的、理論的ならびに通時的ないし歴史的な視点
から考察を行うことになる。授業は、まず重要
なキーワードなどを含めた総論を講義し、参考
文献を批判的に検討した上で、特定のトピック
について参加者全員で議論する。

西暦偶数年度開講。
02DT951と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG67 ドイツ語学B 2 1.0 1・2 秋AB 火2
人社
B505

大矢 俊明,住大
恭康

現代ドイツ語の特徴を、意味論的ならびに語用
論的な観点から明らかにする。また、必要に応
じて日本語や英語などとドイツ語を比較対照
し、ドイツ語ないしゲルマン語が持つ個別的特
徴と、人間言語が持つ普遍的特徴について、記
述的、理論的ならびに通時的ないし歴史的な視
点から考察を行うことになる。授業は、まず重
要なキーワードなどを含めた総論を講義し、参
考文献を批判的に検討した上で、特定のトピッ
クについて参加者全員で議論する。

西暦偶数年度開講。
02DT952と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG68 ドイツ語学C 1 1.0 1 春AB 火2
人社
B505

大矢 俊明,住大
恭康

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG69 ドイツ語学D 1 1.0 1・2 秋AB 火2
人社
B505

大矢 俊明,住大
恭康

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG70 中国語学A 1 1.0 1・2 春AB 木2 佐々木 勲人

中国語の文法研究に関する優れた論文を演習形
式で読み進めながら、中国語の諸現象について
考える。文法現象に表れた中国語の事態把握捉
の特徴を他言語(主に日本語)との対照を通して
検討する。中国各地の方言データも取り上げな
がら、標準語のみを対象とする従来の文法研究
が看過してきた特徴を明らかにする。研究テー
マをどのように設定するか、またそれをどのよ
うに分析していくかなど、研究方法や分析手順
を学ぶこともこの授業の目的の一つである。

西暦偶数年度開講。
02DT961と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG71 中国語学B 2 1.0 1・2 秋AB 木2 佐々木 勲人

中国語文法研究をおこなううえで、必ず通読し
理解しておくべき基礎文献を演習形式で読み進
めていく。品詞分類、語順、主題、アスペク
ト、モダリティ、ヴォイス、ダイクシスなど中
国語の個性が色濃く現れると思われるテーマを
取り上げ、中国語文法研究に必要な 低限の知
識を身に付けることを目指す。授業では、内容
に対する正確な理解が求められるだけではな
く、各自が批判的な視点を以て問題点・疑問点
を見つけ出し、積極的に議論に参加することが
求められる。

西暦偶数年度開講。
02DT962と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG72 中国語学C 1 1.0 1・2 春AB 木2 佐々木 勲人

日本とと中国語の対照研究に関する論文を読み
進めながら,中国語文法の諸問題について考え
る。具体的な研究の方法論を学ぶこともこの授
業の目標の一つである。

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG73 中国語学D 1 1.0 1・2 秋AB 木2 佐々木 勲人

日中対照研究に関する論文を読み進めながら,
中国語文法の諸問題について考える。具体的な
研究の方法論を学ぶこともこの授業の目標の一
つである。

西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG76 韓国語学A 2 1.0 1・2 春AB 木2 金 仁和

現代韓国語の先行研究を熟読して、その問題点
や課題を論議することで、現代韓国語の特徴を
把握する。音韻、形態構造、語彙、文法、表
現、統語などの言語分析の諸分野だけに限ら
ず、文章・論理構造、談話理解、言語コミュニ
ケーションなどの言語運用の諸分野まで、現代
韓国語が持っている個別性を概論的に考察す
る。 また、日本語との対照を通して、 言語の
普遍性と個別性をより深く理解する。主テーマ
になる分野は、各年度別に選定する。

西暦奇数年度開講。
02DT965と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG77 韓国語学B 2 1.0 1・2 秋AB 木2 金 仁和

言語表現の分析には、その表現がどのような
「視点」を取りながら意味を表しているのかを
考察する方法もある。例えば、日本語は話者・
聴者・主体との関係で表現のスピーチレベルが
決められる。反面、韓国語は話者と他者との関
係でスピーチレベルが決められる。つまり、敬
語表現において、日本語は移動的視点を持ち、
韓国語は固定的視点を持っていると言える。現
代韓国語の時制・指示・授受・慣用表現・あい
さつことばなどの表現類型から見られる視点を
考察する。また、「感情・主観」の介入程度に
より視点がどのように変化するのかを、対象に
なる表現の意味を具体的に分類しながら調べ
る。 主テーマになる表現類型は、各年度別に
選定する。

西暦奇数年度開講。
02DT966と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG96 外国語教育学A 2 1.0 1・2 春AB 月6
小野 雄一,矢澤
翔

本授業では、言語能力や言語知識を考察対象と
する言語学を基盤した第二言語習得研究の諸相
について、特に文法習得、音声習得について概
観する。習得が困難なもの、中間言語の発達、
音声習得とその認知的手がかりなどを主に扱
う。今学期は特に母語の転移と普遍的知識への
アクセスなどを扱う。

西暦偶数年度開講。
02DT979と同一。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAG97 外国語教育学B 2 1.0 1・2 秋AB 月6
小野 雄一,矢澤
翔

本授業では、言語能力や言語知識を考察対象と
する言語学を基盤した第二言語習得研究の諸相
について、特に文法習得、音声習得について概
観する。習得が困難なもの、中間言語の発達、
音声習得とその認知的手がかりなどを主に扱
う。今学期は特に研究手法やデータ収集の仕方
に焦点を当てる。

西暦偶数年度開講。
02DT980と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG98 外国語教育学C 1 1.0 1・2 春AB 月6
小野 雄一,矢澤
翔

本授業では、言語能力や言語知識を考察対象と
する言語学を基盤した第二言語習得研究の諸相
について、特に文法習得、音声習得について概
観する。習得が困難なもの、中間言語の発達、
音声習得とその認知的手がかりなどを主に扱
う。今学期は特にリサーチメソッドを中心に扱
う。

西暦奇数年度開講。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAG99 外国語教育学D 1 1.0 1・2 秋AB 月6
小野 雄一,矢澤
翔

本授業では、言語能力や言語知識を考察対象と
する言語学を基盤した第二言語習得研究の諸相
について、特に文法習得、音声習得について概
観する。習得が困難なもの、中間言語の発達、
音声習得とその認知的手がかりなどを主に扱
う。今学期は主に文法習得や音声習得研究にお
ける各種検定の方法と結果の報告の仕方に重点
をおく。

西暦奇数年度開講。
対面
人社棟A520

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAGA0 言語情報論A 2 1.0 1・2 春AB 火1 1C206
石田 尊,和氣 愛
仁,小野 雄一

言語研究を行うにあたって理解しておくべき
ICT(情報コミュニケーション技術)の基礎的な
知識・技能の習得を目的とした演習を行う。

02DT981と同一。
対面
状況によってはオン
ライン（同時双方
向）に変更の可能性
がある。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAGA1 言語情報論B 2 1.0 1・2 秋AB 火1 1C206
石田 尊,和氣 愛
仁,小野 雄一

言語研究をより深めるためのICT(情報コミュニ
ケーション技術)活用法について、履修者の専
門分野・問題意識に基づいた実践的な演習を行
う。

02DT982と同一。
対面
状況によってはオン
ライン（同時双方
向）に変更の可能性
がある。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門科目(現代文化学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAJA5 ヨーロッパ文化学IIA 2 1.0 1・2 春AB 火2
宮﨑 和夫,茅野
大樹

この授業はイギリス、ドイツ、スペインを中心
としたヨーロッパの社会と文化を対象に、そこ
に見られる諸問題を扱う。とりわけ社会的・文
化的マイノリティに関する諸問題を考察する。
専門文献の読解力の向上、ヨーロッパの人々が
直面した社会的・文化的な差異や対立に関する
知識の深化、自らの研究に関する発表・議論ス
キルの向上を目指す。

科目等履修生の履修
については、事前に
担当教員と相談する
こと。
西暦奇数年度開講。
01DE539, 01DE547,
01DE567と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAJA7 ヨーロッパ文化学IIB 2 1.0 1・2 秋AB 火2
宮﨑 和夫,茅野
大樹

この授業はイギリス、ドイツ、スペインを中心
としたヨーロッパの社会と文化を対象に、そこ
に見られる諸問題を扱う。とりわけ年齢や性な
ど、習慣やアイデンティティの違いから生じる
諸問題などのテーマを考察する。専門文献の読
解力の向上、ヨーロッパの社会的・文化的な差
異や対立に関する知識の深化、自らの研究に関
する発表・議論スキルの向上を目指す。

科目等履修生の履修
については、事前に
担当教員と相談する
こと。
西暦奇数年度開講。
01DE540, 01DE548,
01DE568と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAJE5 文化差異学IIA 2 1.0 1・2 春AB 金3 竹谷 悦子

アメリカ文学のダイナミズムと不可分である文
化的差異(人種、ジェンダー、地域、障害等)に
注目する。とりわけ、文学と視覚・聴覚文化、
文学とモノ文化、文学と食文化などの相互交渉
のなかで見えてくる文化的差異と規範の構築性
を考察する。ロビン・バーンスタインによる
Scriptive Thingの方法論などを検証し、アメ
リカの人種(白人と黒人)をめぐる言説が、文化
のなかで、人間とモノ(痛みを感じない人形)と
の関係として形成されていった歴史を論じる。
毎回、発表ならびにディスカッションをとおし
て発信力と批判的思考力を養う。この授業では
また、学生の研究テーマに応じて研究指導も適
宜実施する。

西暦奇数年度開講。
01DE523と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAJE7 文化差異学IIB 2 1.0 1・2 秋AB 金3 竹谷 悦子

アメリカ文学のダイナミズムと不可分である文
化的差異(人種、ジェンダー、地域、障害等)に
注目する。とりわけ、文学と視覚・聴覚文化、
文学とモノ文化、文学と食文化などの相互交渉
のなかで見えてくる文化的差異と規範の構築性
を考察する。カイラ・ワザナ・トンプキンズの
Critical Eating Studiesの方法論などを検証
し、アメリカの人種(白人と黒人)をめぐる言説
が、文化のなかで、人間とモノ(食べ物)との関
係として形成されていった歴史を論じる。毎
回、発表ならびにディスカッションをとおして
発信力と批判的思考力を養う。この授業ではま
た、学生の研究テーマに応じて研究指導も適宜
実施する。

西暦奇数年度開講。
01DE524と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAJH5 感性文化学IIA 2 1.0 1・2 春AB 月6 廣瀬 浩司

本授業では、現代文化の諸事象を取り上げ、身
体の原初的な次元にまで遡って、感覚の次元の
シンボル機能の契機をどのように記述できるか
を探究するための方法論を習得する。問題とし
ては、感性と言語、社会、諸制度を感性的なも
のがどのように基礎付けているかを、身体に定
位して考察する。あるいは反対に、すでに成立
した文化形成体において、身体の感覚的な次元
の気づきを働かせるにはどうすればよいかを考
える。方法的には、メルロ=ポンティ、レヴィ
ナスらの現象学的身体論、ドゥルーズの思想、
シモンドンのイメージ論やフーコーのテクノロ
ジーに関する議論を批判的に検討することに
よって、二一世紀の文化的な諸現象を分析する
方法を探る。この授業ではまた、学生の研究
テーマに応じて研究指導も適宜実施する。

西暦奇数年度開講。
01DE563と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAJH7 感性文化学IIB 2 1.0 1・2 春C 月5,6 廣瀬 浩司

本授業では、現代文化の諸事象を取り上げ、感
性的・身体的な次元にまで遡って、シンボル機
能をどのように記述できるかを探究するため
の、具体的な事例の分析方法を習得する。問題
としては、ある文化事象において感性的・身体
的なものがどのように作動しているかを探究す
ることによって、「文化」そのものの概念を実
践的に刷新するような思考をどのように練り上
げるかを考える。具体的には、現象学による身
体論や芸術(絵画、彫刻、映画、文学作品、舞
踏など)論を感性文化論的な視点から検討する
ことによって、事例に則した分析方法を練り上
げることを目指す。この授業ではまた、学生の
研究テーマに応じて研究指導も適宜実施する。

西暦奇数年度開講。
01DE564と同一。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABAJJ5 文化横断学IIA 2 1.0 1・2 春AB 水2 馬籠 清子

複数の国・地域の文化と学問・芸術領域を横断
し、学際的な関係性に焦点を当てながら分析を
進める。現代文化学サブプログラムの授業とし
て、現代的・共時的視点を重視するが、それぞ
れの文化や学問・芸術領域のダイナミックな通
時的変化や、大きな影響力を持ち続ける各種伝
統などにも、丁寧に注目していく。各年度の授
業開始時に、担当教員がテーマや教材等を指定
するが、受講生それぞれの興味や専門を柔軟に
反映させられるような演習形式で展開してい
く。同時にまた、学生の研究テーマに応じて研
究指導も実施する。

西暦奇数年度開講。
01DE551と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABAJJ7 文化横断学IIB 2 1.0 1・2 秋AB 水2 馬籠 清子

文化横断学IIAを発展させる形で、様々な国・
地域の文化と学問・芸術領域を横断しながら、
学際的な関係性に焦点を当てていく。また、現
代的・共時的視点を大切にしつつ、それぞれの
文化や学問・芸術領域の通時的変化や各種伝統
にも丁寧に注目するという点は、文化横断学
IIAと同じである。一方、文化横断学IIAより
も、受講生それぞれの興味や専門を取り入れた
視点から独自の分析を展開し、それを発表や文
章を通して伝えるという点に力を入れる。この
授業ではまた、学生の研究テーマに応じて研究
指導も適宜実施する。

西暦奇数年度開講。
01DE552と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

専門科目(英語教育学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABALA3 英語教育学IIA 1 1.0 1・2 春AB 月2
卯城 祐司,柳沢
明文

本講義では、外国語として英語を学ぶ上で、文
字言語情報をより正確かつ高度に処理するプロ
セスやその習得の解明を目指していく。 新の
文献から、英語リーディングおよび心理学など
関連分野の理論を学び、特に読み手の知識や経
験、関心、スタイルおよび認知的な要因が英語
の「読み」にどのような影響を与えているの
か、読み手の心の中に生じているプロセスの分
析を試み、リーディング能力の優劣はどのよう
な要因から決定されるのかを検証する。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。詳
細はmanabaにて通知
する。
西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALA4 英語教育学IIB 1 1.0 1・2 秋AB 月2
卯城 祐司,柳沢
明文

本講義では、外国語として英語を学ぶ上で、文
字言語情報をより正確かつ高度に処理するプロ
セスやその習得の解明を目指していく。特に、
英語リーディングおよび心理学など関連分野の
理論を学び、英語の「読み」の理論と実践研究
の諸問題を考察し、受講生が各自の問題意識を
鮮明に持つよう討議を進め、英文読解理論の究
明に寄与する実験研究の手法やリサーチデザイ
ン、理論に基づく教室における英語リーディン
グ指導の在り方を学んでいく。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALB3 英語教育学IVA 1 1.0 1・2 春AB 金4 末森 咲

本講義では、第二言語習得における心理的な側
面に着目する。動機づけやウェルビーング等に
ついて、これまでどのように研究が行われてき
たか、理論的背景も含め、確認していく。その
上で、昨今の研究論文に目を通すことで、実際
の研究例に触れる。また、学習者、教師両者を
対象とする研究に触れることで、教育現場での
実践に活用できるようになることを目指す。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)
対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。詳
細はmanabaにて通知
する。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALB4 英語教育学IVB 1 1.0 1・2 秋AB 金4 末森 咲

本講義では、第二言語習得における質的研究に
ついて学んでいく。まず質的研究の背景を学ん
だ上で、様々なアプローチを確認する。その上
で、実際のデータ収集、分析の進め方を学ぶ。
また、各自の研究テーマに基づいた上で、短い
インタビューを行い、書き起こしやコーディン
グ等を実施する。自身の研究において、必要で
あれば、質的な方法を活用できるようになるこ
とを目指す。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)
対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。詳
細はmanabaにて通知
する。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALC3 英語教育学VIA 1 1.0 1・2 春AB 木4 平井 明代

本講義では、4技能の伸びや授業の進み具合の
評価についての理論とその評価手法について学
んでいく。中でも生徒の学習状況を知るため、
また、成績を付けるためにテストを実施するこ
とは不可欠である。そのテストを作成する際に
どのようなことに気をつけて作成すればよいの
か、テストによって派生する効果について講義
と討論をとして知識を深めることを目標とす
る。特に、大学入試改革における現状のテスト
で求められる能力、その能力を身につけるため
のテストと評価のあり方を考えていく。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALC4 英語教育学VIB 1 1.0 1・2 秋AB 木4 平井 明代

本講義では、教授方法の違いによる言語の伸び
の測定や認知能力の心理測定についての理論を
学んでいく。古典的テスト理論から項目応答理
論、効果量の測定、一般化可能性理論、構造方
程式モデリング、メタ分析などさまざまな現代
のテスト理論とその手法について関連文献を読
み進めながら知識を深めていくことをねらいと
する。その中で必要な統計手法の実践や実際に
その手法が使用されている文献を探ることで、
理論だけなく実際に研究に応用できるようにな
ることを目指す。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALD3 英語教育学VIIIA 1 1.0 1・2 春AB 金3 小野 雄一

本講義では、Computer-Assisted Language
Learning (CALL)に関する基礎理論や、CALL授
業のモデルに関する実践と研究の方法論を理解
する。そして、言語学、情報工学、教育学な
ど、積極的に他分野からの文献を引用し、学際
的な視野から論点が整理できるようになる。具
体的には、コンピュータを活用した学習、CALL
からTELLへ、デジタルという文脈、ハードウエ
アの役割、リスニングスキル、スピーキングス
キル、リーディングスキル、デジタルテキスト
について概観する。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALD4 英語教育学VIIIB 1 1.0 1・2 秋AB 金3 小野 雄一

本講義では、Computer-Assisted Language
Learning (CALL)に関する基礎理論や、CALL授
業のモデルに関する実践と研究の方法論を理解
する。そして、言語学、情報工学、教育学な
ど、積極的に他分野からの文献を引用し、学際
的な視野から論点が整理できるようになる。具
体的には、ライティング支援、協働ライティン
グ、視覚情報の役割、マルチモーダルな学習、
仮想的な学習環境、協働的プレゼンテーショ
ン、若者とテクノロジー、安全と子供たちの保
護について概観する。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

13 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABALE3 英語教育学XA 1 1.0 1・2 春AB 水3 土方 裕子

この授業では、第二言語リーディングを中心
に、教授法の効果検証、学習者の読解方略を測
る質問紙調査、リテラシーの発達を追跡する
ケース・スタディ、心理言語学的手法を用いた
読解プロセスの検証など、研究手法を概観す
る。そしてどのような研究課題に対してどの手
法を使うべきか適切に選択できるようになるこ
とを目標とする。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALE4 英語教育学XB 1 1.0 1・2 秋AB 水3 土方 裕子

本講義では第二言語リーディングに関するリ
サーチ・シンセシスやメタ分析を遂行した論文
を読むことにより、効果的な英語教授法に関す
る知見を深める。またリサーチ・シンセシス及
びメタ分析の実施方法を理解し、データベース
を使用した文献検索やコーディングなどの過程
を体験し、受講生自身の研究テーマに近い内容
で実際にリサーチ・シンセシスやメタ分析がで
きるようになることを目標とする。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALF3 英語教育学XIIA 1 1.0 1・2 春AB 月3

本講義では、音声言語情報のやり取りに関わる
プロセスや学習、指導、評価についての理論と
実践を学んでいく。特に、適切なやり取りにつ
ながるわかりやすさを重視した発音や、わかり
やすさに影響を与える要因などを概観し、ス
ピーキング力やコミュニケーション能力を高め
るための発音の指導や学習、評価、またそれを
実現するために必要な教員養成・研修のあり方
などについて、講義と討論を通して、検討して
いく。

14条対応科目，対面
での実施を予定して
いるが，状況によっ
てオンライン(オン
ディマンド，リアル
タイム配信)に変更す
ることもある。
西暦奇数年度開講。
14条対応. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALF4 英語教育学XIIB 1 1.0 1・2 秋AB 月3

本講義では、音声言語情報のやり取りに関わる
プロセスや学習、指導、評価についての理論と
実践を学んでいく。特に、リスニングやスピー
キングで求められる力や、それに影響を与える
要因などを概観し、コミュニケーション能力を
高めるための指導や学習、評価、またそれを実
現するために必要な教員養成・研修のあり方な
どについて、講義と討論を通して、検討してい
く。

14条対応科目，対面
での実施を予定して
いるが，状況によっ
てオンライン(オン
ディマンド，リアル
タイム配信)に変更す
ることもある。
西暦奇数年度開講。
14条対応. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALH2 英文法研究II 1 1.0 1・2 春C 火5,6
山村 崇斗,加賀
信広,宮腰 幸一

形態統語的な観点から史的英語の文法的特徴に
触れ、英語の成り立ちを観察すると共に、生成
文法理論の観点も取り入れ、言語にみられる普
遍性について考える。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALJ2 英語圏の文化・文学II 1 1.0 1・2 春AB 木3
馬籠 清子,竹谷
悦子,山口 恵里
子

19世紀後半から現在までに英語圏で出版された
短編小説を読みながら、文学表現の特徴、文化
的・社会的コンテクストとの関係、文学と文学
以外の芸術とが交差する際に生まれる効果など
に注目する。柔軟な視点と丁寧な分析を重視
し、履修者がお互いの作品理解を紹介し合いな
がら、読みの可能性を探っていく。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALL2 英語教育学演習II 2 1.0 1・2 春AB 火5
卯城 祐司,柳沢
明文

本講義では、講義、演習、発表、討論、演示、
授業参観など、多面的な学習活動を結合した形
で展開する。マイクロ・ティーチング(模擬授
業)の機会を多く取り入れながら、「英語リー
ディング指導を核とした4技能5領域の統合型授
業」の進め方を学ぶ。具体的には、オーラル・
イントロダクション、発音指導、4技能の指導
と統合的指導、コミュニカティヴな言語活動、
学習ストラテジーへの焦点化、指導案の作成、
教科書の活用、授業分析、発問スキル、テスト
作成と評価にもふれる。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALM2 英語教育学演習IV 2 1.0 1・2 秋AB 火5 末森 咲

本講義では、教育現場での実践を前提とし、
CLILや心理要因に特に着目する。まずCLILにつ
いて概観した上で、英語の授業にてどのように
CLILを取り入れることができるか、模擬授業を
通して検討する。また、学習者の自律や動機づ
けの観点から、目標設定や振り返りの機会を授
業内で取り入れる方法についても学ぶ。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)
対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。詳
細はmanabaにて通知
する。

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALN2 英語教育学演習VI 2 1.0 1・2 春AB 月4 平井 明代

本講義では実践演習を中心に、技能統合タスク
やパフォーマンスタスクの指導の実践および評
価を行っていく。4技能の評価方法に加え、
Can-do評価、CEFRに基づいた評価、ルーブリッ
ク作成、フィードバックの与え方、ポートフォ
リオを使用した内省による評価などを概観す
る。その後、実際にタスクやテストを作成し、
授業で使用し、評価を行う練習をする。教師役
と生徒役の立場に立ったときのフィードバック
や内省、評価得点の分析や生徒への還元の仕方
について議論する。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
対面

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALO2 英語教育学演習VIII 2 1.0 1・2 春AB 火2 小野 雄一

毎回優れた授業実践事例について、担当者が発
表を行う。その上で、討論を行い、望ましい授
業をデザインする。具体的には、生き方が見え
てくる英語授業、思考力育成へ向けた授業実
践、批判的思考力育成のためのCTスキル、小グ
ループが英語で打ち合わせ、英語でプレゼン
テーションできる指導、ディベートの授業実
践、ライティング技術の指導、英語を通してよ
り豊かに生きることにつながる授業、これから
の大学入試が求める英語力(問題発見・判断・
意思決定・解決の力)、現代の大学入試問題は
どのような英語力を試そうとしているか、など
を取り扱う。

対面での実施を予定
しているが，状況に
よってオンライン(オ
ンディマンド，リア
ルタイム配信)に変更
することもある。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALP2 英語教育学演習X 2 1.0 1・2 春AB 金5 土方 裕子

本講義では「特定目的の英語 (English for
specific purposes; ESP)」のうち「職業目的
の英語 (English for occupational purposes;
EOP)」を対象とし、EOPプログラム設計の基盤
となる「ニーズ分析」をテーマとして取り上げ
る。受講者の興味に応じて業種別のグループに
分かれ、EOPのカリキュラムを開発する前提で
ニーズ分析を行う。その結果を踏まえて、実際
にEOP研修用のテキストを作成する。

対面を予定している
が、必要に応じてオ
ンデマンドを用意し
たオンライン双方向
型に変更することも
ある。講義開始1週間
前までに詳細を
manaba に掲載する。
西暦奇数年度開講。
要望があれば英語で
授業. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

0ABALQ2 英語教育学演習XII 2 1.0 1・2 秋AB 金5

本講義では、効果的な評価を通して英語授業の
改善を図ることを念頭に、テストや評価の理念
や方法を、実践演習を通して学んでいく。指導
案や評価計画の立案や、テスト・評価の分析と
活用の体験を通して、コミュニケーション力を
高めるための評価の理論と実践について学んで
いく。

14条対応科目，対面
での実施を予定して
いるが，状況によっ
てオンライン(オン
ディマンド，リアル
タイム配信)に変更す
ることもある。
西暦奇数年度開講。
14条対応. 対面

人文学学位プログラ
ム(博士前期課程)

14 20230214



人文学学位プログラム(博士後期課程)

専門基礎科目(文学)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBA301 英語文献講読 2 1.0 1
春A
春B

集中
火5

人社
A206

吉原 ゆかり,
ヘーゼルハウス,
ヘラト

学術的英語能力を養成するために、英語文献の
読解方法、英語による調査方法の方法などの演
習を行う。

使用言語は、英語及
び日本語。
オンライン(同時双方
向型)

△

授業担当教員の判断による 人文学学位プログラ
ム(博士後期課程)

15 20230214



国際公共政策学位プログラム(博士前期課程)

専門科目(国際関係分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC101 現代政策過程分析B 1 1.0 1・2 春AB 木5
人社
A519

竹中 佳彦

政策過程分析するために必要な理論や方法につ
いての理解を深めるために、欧米や日本で展開
されている最新の公共政策の理論、分析枠組と
その実証例について焦点を当てて、文献講読と
それに基づく学生との議論を通じて検討する。
また、具体的事例として、日本の公共政策につ
いても分析の対象としつつ、政策過程分析につ
いての総合的理解を深める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC103 比較政治学B 1 1.0 1・2 春AB 月5 鈴木 創

現在の比較政治学やアメリカ政治研究は、政治
現象を説明する一般化可能な理論を構築し、そ
れを経験的に検証する性格をますます強めてい
る。この授業では、アメリカ政治研究(または
比較政治学)に関する具体的なトピックをとり
あげて論じる。その際、テーマとする政治現象
の内容を理解するだけでなく、それを分析する
ための理論や方法論の有用性と限界を検討する
ことも目標とする。

西暦奇数年度開講。
教室等については
manabaで指示する。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC105 国際政治理論B 1 1.0 1・2 春AB 火3
人社
A519

南山 淳

近年のグローバルな政治現象は複雑化してお
り、それを説明する国際政治の理論も批判的検
討が重要である。本講義では、批判的国際関係
理論 (CIRT) と批判的安全保障研究 (CSS) の
近年の研究動向を中心にグローバルな統治構造
とセキュリタイゼーション現象について理論的
に検討する。これにより、国際政治理論研究に
ついて総合的理解を深める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC109 国際安全保障論B 1 1.0 1・2 春AB 金2 3K126 日高 薫

This course examines some of the major
debates and key issues in international
security (such as civil war, terrorism,
WMD proliferation, and so forth) drawing
on the latest scholarship. Students will
be able to (1) understand the mechanisms
of conflict and cooperation in
international security politics, and (2)
form their own ideas and opinions about
various topics related to international
security.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC115 東アジア政治外交B 1 1.0 1・2 秋AB 木4 3K126 毛利 亜樹

21世紀初頭の東アジアは経済相互依存が進展す
る一方で、伝統的安全保障問題の緊張も高まっ
ている。この国際環境における中国の台頭と関
係国の反応について、英語及び中国語の文献を
読みながら分析する。

西暦奇数年度開講。
01DQ356と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC121 開発人類学B 1 1.0 1・2 春AB 月6 3K227 関根 久雄

1950年代から現在までの途上国における社会開
発の潮流の変化を概説し、途上国開発の課題に
ついて考察する。特に、1950年代のコミュニ
ティ開発、1960年代から顕著になる経済開発の
主流化、1970年代にはじまるBHN(人間の基本的
ニーズ)充足路線や成長の限界論、1980年代の
人間開発論や持続可能な開発論、1990年代にお
ける社会開発の主流化、2000年代のMDGs(ミレ
ニアム開発目標)と現在のSDGs(持続可能な開発
目標)を主要トピックとして取りあげ、開発業
界の特徴と限界、新たな開発パラダイム転換の
必要性について講義する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC123 文化変動論B 1 1.0 1・2 春AB 火1 3K227 鈴木 伸隆

近年、人の移動がより複雑かつ錯綜した形で展
開されることで、新たな文化変動が生みだされ
ている。本講義では文化人類学および隣接諸科
学の最新の研究動向を視野に入れながら、人の
移動を媒介とした文化変動に関する諸問題、諸
事情を具体的に考察する。とくに東南アジアも
しくは日本を対象とし、移住、移民コミュニ
ティー、アイデンティティといった問題を考察
する。なおBでは、Aを踏まえ、よい発展的かつ
高度な分析能力習得を目的としている。文化変
動論演習Bと併せて受講することが望ましい。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC124 国際機構論 1 1.0 1・2 春AB 木2 3K226 秋山 肇

This course introduces the role and
limitations of international organisations
in international society. Students will be
able to examine the history, theory, and
practice of international organisations
critically. They will also acquire basic
academic communication skills by making a
presentation and writing a research paper.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC125 政治哲学 1 1.0 1・2 春BC 水6 3K226 木山 幸輔

This course aims to familiarize students
with topics of political philosophy and
affords them with an overview of the
field, especially those relating to
international public policy. The main
topics under discussion include themes
such as basic normative theories, global
justice, fairness in trade.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC127 環境社会論B 1 1.0 1・2 春AB 金2 3K227 寺内 大左

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC601 日本政治論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 木5
人社
A519

竹中 佳彦

本演習では、現代日本の政治に関する文献を輪
読して討論しながら、それを通じて政治学の実
証分析の方法について学ぶことを目的とする。
授業は演習形式で行い、実証分析の基礎を習得
しつつ、日本の政治、政策過程、公共政策に関
する理論的・実証的研究についても文献レ
ビューを通して理解を深める。また、学生の修
士論文における研究の方向性や進捗も踏まえつ
つ、論文輪読を通じて、論文執筆の方法につい
ても学び、日本政治の実証分析に関する理解を
深める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC603 比較政治学演習B 2 1.0 1・2 秋AB 月5 鈴木 創

現在の比較政治学やアメリカ政治研究は、政治
現象を説明する一般化可能な理論を構築し、そ
れを経験的に検証する性格をますます強めてい
る。この授業では、アメリカ政治研究(または
比較政治学)、特に選挙や政策決定をテーマと
する文献を講読する。その際、テーマとする政
治現象の内容を理解するだけでなく、それを分
析するための理論や方法論の有用性と限界を検
討することも目標とする。

西暦奇数年度開講。
教室等については
manabaで指示する。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC605 国際政治理論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 火3
人社
A519

南山 淳

「国際政治理論演習A」の内容を踏まえて、参
加者の個別研究テーマに応じた修士論文執筆の
ための論文指導を行う。授業は演習形式で行
い、参加者の修士論文における研究の方向性や
進捗も踏まえつつ、国際政治の理論研究に関す
る理解を深める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

16 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC609 国際安全保障論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 金2 3K126 日高 薫

In this course, students will learn
practical skills for writing academic
papers by reviewing and discussing
important literature in the field of
international relations and security
studies. Specifically, they will (1) read
suggestive theoretical papers from
academic journals to learn how "theory" is
constructed and how "method" is used in
practice, and (2) present their research
(plans) and discuss them.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC615
東アジア政治外交演習
B

2 1.0 1・2 秋AB 木4 3K126 毛利 亜樹

中国の台頭が影響を与えている具体的な問題
（経済統合、地域安全保障協力構想など）と、
それらをめぐる国際空間におけるディスコース
の問題を扱う重要文献を読みながら、修士論文
の執筆を支援する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC621 開発人類学演習B 2 1.0 1・2 秋AB 月6 3K227 関根 久雄

2015年9月の国連総会で採択されたSDGs(持続可
能な開発目標)は2030年までの開発を地球レベ
ルで規定する統一的目標である。これは経済的
な意味における貧困削減だけでなく、教育や
ジェンダーなどの文脈における平等、自然資源
の保全と持続的な活用など17項目169ターゲッ
トからなり、各国政府だけでなくNGOや企業な
ど民間組織にも共有されるものである。本授業
では、各国の開発実践をSDGsの観点から捉え直
し、同目標の達成のために必要な開発実践のあ
り方について議論する。授業は演習形式で行
い、開発実践やSDGsに関する人類学的研究テー
マを設定する学生を主対象とする。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC623 文化変動論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 火1 3K227 鈴木 伸隆

今日、小さなコミュニティーの文化変動です
ら、地球規模で展開する政治経済システムとの
連関を抜きにしては語れなくなってきている。
本演習では、ローカルな文化変動とグローバル
な政治経済システムに関連する諸問題を多角的
かつ批判的に考察することで、修士論文作成に
求められる高度な分析能力を習得する。とくに
演習Bでは研究発表を通して、実証的な論文執
筆について学ぶ。文化変動論Bと併せて受講す
ることが望ましい。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC625 政策評価分析演習B 2 1.0 1・2
秋C

春季休業
中

応談 3K227 松島 みどり

Based on what students have learned in
‘Policy Evaluation Seminar A’, students
will apply their skills to practice. In
the real world, researchers often use
combined methodologies and consider
various treatment levels. Thus, by using
real world examples (secondary data),
students will conduct impact evaluation
and learn methodologies suitable to answer
their own research questions. Also, using
the knowledge gained from ‘Policy
Evaluation IB’, students will critically
analyse the limitations of their own
research. Students will be given homework
and assignments to advance their
understanding and research skills.

西暦奇数年度開講。
01DF653と同一。
英語で授業。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC626 国際機構論演習 2 1.0 1・2 秋AB 木2 3K226 秋山 肇

The purpose of this seminar is to enhance
students' ability to conduct independent
research on international organisations.
Students will be able to identify their
own academic interests, produce a clear
research plan, and write an academic paper
on international organisations.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC627 政治哲学演習 2 1.0 1・2 秋AB 金5 3K226 木山 幸輔

This seminar aims to familiarize students
with central debates relating to political
philosophy and affords them with an
overview of the field by examining
significant and important philosophical
texts. The aim is to impart an in-depth
understanding of the subject. The main
topics in the discussion include themes
such as basic normative theories, human
rights, philosophy of international law.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC629 環境社会論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 金4 3K227 寺内 大左

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

専門科目(社会学分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC201 社会意識論B 1 1.0 1・2 春AB 金2 3K220 葛山 泰央

この講義では、ユートピアやコミューンなど西
欧近代社会における社会学の歴史を背景とした
社会意識論のいくつかの問題領域と、イデオロ
ギー論や知識社会学などそれらに関連する古典
的な理論枠組みを概説することを目標とする。
とりわけ一八世紀後半から一九世紀前半にかけ
ての、啓蒙以後の/社会学以前の社会学的思考
の展開を再検討するなかで、制度の生成と変容
の学問としての社会学が、それ自体としていか
に生成し変容することになるのかを概観する。
Bでは一九世紀前半の社会思想を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC205 社会問題論 1 1.0 1・2 春AB 火2 土井 隆義

この講義では、犯罪/非行、いじめやひきこも
りなど現代社会における社会学の展開とも同時
代的に結び付いている逸脱行動論ならびに社会
統制論のいくつかの問題領域と、アノミー論や
レイベリング論、自己論やコミュニケーション
論、リスク社会論や社会的排除論などそれらに
関連する現代的な理論枠組みを概説することを
目標とする。とりわけ現代社会における青少年
の逸脱行動の背景にある親密性の変容と、その
非常に重要な要因となる人間関係に対する青少
年の社会的メンタリティの変化を再検討するな
かで、人間関係論的な観点からの逸脱行動論や
社会統制論の理論枠組みを再構築する。社会問
題論では人間関係に対する青少年の社会的メン
タリティの変化を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

17 20230214
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標準履修
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申請条件 開設

0ABC209 地域社会学 1 1.0 1・2 春AB 月2 五十嵐 泰正

現代社会ではさまざまな局面で、人間関係の希
薄化、コミュニティの崩壊が懸念されている
が、それは、旧来型の地縁やしがらみを嫌い、
便利で安心な消費生活を営みたいという市民の
根強い欲求の結果でもある。その一方で近年、
若者たちの中に移動志向の減退と表裏一体のジ
モト志向の高まりが指摘されるようになってき
た。こうした状況の中で、地域の中での人の
「つながり」の再建をどう捉えていけばいいの
だろうか。あるいはそもそも、再建していく必
要があるのだとすれば、それはなぜなのか。社
会関係資本の考え方をひとつの軸線に、貧困と
マイノリティ、若者たちの文化実践、ゲーティ
ドコミュニティ、そして地方政治など、現代の
都市に生活する人々が直面する幅広い問題領域
を、日本や欧米の事例を参照しながら多角的に
検討していきたい。

西暦奇数年度開講。
授業形式はTEAMSによ
るオンライン’（同
時双方向型）。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC211 社会階層論B 1 1.0 1・2 春AB 火5 森 直人

この講義では、社会移動と社会階層、教育や福
祉をめぐる格差や不平等など近現代社会におけ
る社会学の歴史的展開とも同時代的に結び付い
てきた社会階層論のいくつかの問題領域と、階
級・階層論や社会移動研究、文化的再生産論や
教育福祉論などそれらに関連する現代的な理論
枠組みを概説することを目標とする。とりわけ
近代社会における社会移動と社会階層、現代社
会における教育と福祉をめぐる格差や不平等な
どを再検討するなかで、それらの理論枠組みの
有効性と限界について概観する。Bでは現代社
会における教育や福祉をめぐる格差や不平等を
主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC213 国際社会政策論B 1 1.0 1・2 春AB 月5 3K220
ウラノ エジソン
ヨシアキ

この講義では、国際人口移動の加速化や通信網
の発達、国際労働市場の再編とそれに伴う社会
政策そのものの変容など現代社会における社会
学の展開とも同時代的に結び付いている国際社
会学や労働社会学のいくつかの問題領域と、グ
ローバル化をめぐる研究や人的資本論、移民社
会論やエスニシティ論などそれらに関連する現
代的な理論枠組みを概説することを目標とす
る。とりわけ現代社会における国際移動の加速
化と国際労働市場の再編と、それらに対応する
社会政策の変容を再検討するなかで、それらの
理論枠組みの有効性と限界について概観する。
Bでは国際的な移動の加速化と労働市場の再編
に伴う社会政策そのものの変容を主題化する。

西暦奇数年度開講。
01DP775と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC214 教育社会学 1 1.0 1・2 春AB 金4 黄 順姫

この講義では、少子化やグローバル化やイン
ターネット社会化とそれらに伴う教育政策その
ものの変容など現代社会における社会学の展開
とも同時代的に結び付いている教育社会学のい
くつかの問題領域と、メリトクラシー論や脱・
学校化社会論、文化的再生産論や学校文化論な
どそれらに関連する現代的な理論枠組みを概説
することを目標とする。とりわけ現代社会にお
ける教育をめぐる格差と学校の多様化、揺らぐ
メリトクラシーと学びの方向転換を再検討する
なかで、それらの理論枠組みの有効性と限界に
ついて概観する。教育社会学では現代社会にお
ける教育をめぐる格差と学校の多様化を主題化
する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC701 社会意識論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 金2 3K220 葛山 泰央

この演習では、ユートピアやコミューンなど西
欧近代社会における社会学の歴史を背景とした
知識社会学のいくつかの問題領域に、イデオロ
ギー論や社会意識論などそれらに関連する古典
的な理論枠組みを応用することを目標とする。
とりわけ一八世紀後半から一九世紀前半にかけ
ての、啓蒙以後の/社会学以前の社会学的思考
の展開を再検討するなかで、制度の生成と変容
の学問としての社会学が、それ自体としていか
に生成し変容することになるのかを検証する。
IBでは一九世紀前半の社会思想を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC705 社会問題論演習 2 1.0 1・2 秋AB 火2 土井 隆義

この演習では、犯罪/非行、いじめやひきこも
りなど現代社会における社会学の展開とも同時
代的に結び付いている逸脱行動論ならびに社会
統制論のいくつかの問題領域に、アノミー論や
レイベリング論、自己論やコミュニケーション
論、リスク社会論や社会的排除論などそれらに
関連する現代的な理論枠組みを応用することを
目標とする。とりわけ現代社会における青少年
の逸脱行動の背景にある親密性の変容と、その
非常に重要な要因となる人間関係に対する青少
年の社会的メンタリティの変化を再検討するな
かで、人間関係論的な観点からの逸脱行動論や
社会統制論の理論枠組みを再検証する。社会問
題論演習では人間関係に対する青少年の社会的
メンタリティの変化を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC709 地域社会学演習 2 1.0 1・2 秋AB 月2 五十嵐 泰正

この演習では、グローバル化時代における地域
コミュニティが直面する諸課題を、地域／都市
社会学およびその関連領域（都市計画学、都市
経済学、観光学など）の理論枠組みで考察し、
博士学位論文の作成に際して必要な構想力を養
うことを目標とする。演習は原則として、参加
者の取り組んでいる研究課題に関する報告を起
点として議論を進めてゆくが、参加者の人数や
希望によっては、都市社会学／地域社会学の重
要文献を輪読する場合もある。

西暦奇数年度開講。
授業形式は授業形式
はTEAMSによるオンラ
イン’（同時双方向
型）を予定している
が、状況によっては
対面方式を検討す
る。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC711 社会階層論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 火5 森 直人

この演習では、社会移動と社会階層、教育や福
祉をめぐる格差や不平等など近現代社会におけ
る社会学の歴史的展開とも同時代的に結び付い
てきた社会階層論のいくつかの問題領域に、階
級・階層論や社会移動研究、文化的再生産論や
教育福祉論などそれらに関連する現代的な理論
枠組みを応用することを目標とする。とりわけ
近代社会における社会移動と社会階層、現代社
会における教育や福祉をめぐる格差や不平等な
どを再検討するなかで、それらの理論枠組みの
有効性と限界を検証する。Bでは現代社会にお
ける教育や福祉をめぐる格差や不平等を主題化
する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

18 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC713 国際社会政策論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 月5 3K220
ウラノ エジソン
ヨシアキ

この演習では、国際人口移動の加速化や通信網
の発達、国際労働市場の再編とそれに伴う社会
政策そのものの変容など現代社会における社会
学の展開とも同時代的に結び付いている国際社
会学や労働社会学のいくつかの問題領域に、グ
ローバル化をめぐる研究や人的資本論、移民社
会論やエスニシティ論などそれらに関連する現
代的な理論枠組みを応用することを目標とす
る。とりわけ現代社会における国際移動の加速
化と国際労働市場の再編と、それらに対応する
社会政策の変容を再検討するなかで、それらの
理論枠組みの有効性と限界を検証する。労働社
会学では国際的な移動の加速化と労働市場の再
編に伴う社会政策そのものの変容を主題化す
る。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC714 教育社会学演習 2 1.0 1・2 秋AB 金4 黄 順姫

この演習では、少子化やグローバル化やイン
ターネット社会化とそれらに伴う教育政策その
ものの変容など現代社会における社会学の展開
とも同時代的に結び付いている教育社会学のい
くつかの問題領域に、メリトクラシー論や脱・
学校化社会論、文化的再生産論や学校文化論な
どそれらに関連する現代的な理論枠組みを応用
することを目標とする。とりわけ現代社会にお
ける教育をめぐる格差と学校の多様化、揺らぐ
メリトクラシーと学びの方向転換を再検討する
なかで、それらの理論枠組みの有効性と限界を
検証する。教育社会学演習では現代社会におけ
る教育をめぐる格差と学校の多様化を主題化す
る。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC717 社会調査方法論演習B 2 1.0 1・2 秋C 集中 樽川 典子

この演習では、おもに社会学における従来の社
会調査の歴史と意義を踏まえた上で、社会調査
に関連するいくつかの問題領域と、各種の統計
的調査の方法(データの収集と整理)や統計的分
析法(データの分析)、さらには各種の質的調査
の方法などそれらに関連する理論的・方法的な
枠組みを概説するなかで、将来的な社会調査の
実施に向けた、社会調査の設計を行うことを目
標とする。Bでは各自の問題関心・問題意識に
基づき、各種の質的調査の方法を踏まえた社会
調査の設計を行う。

非常勤講師
西暦奇数年度開講。
オンライン(同時双方
向型)
Zoomを使用します。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

専門科目(地域研究分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC300 地域調査法I 1 1.0 1・2 春AB 応談
ウラノ エジソン
ヨシアキ

The objective of this course is to
introduce students to qualitative research
methods and research design. The purpose
is to provide students with theoretical
and practical skills while planning and
carrying out their own research, through
lectures and group discussions.

詳細は担当教員に問
い合わせてください
/Please contact the
instructor for
details.
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC301 地域調査法II 1 1.0 1・2 秋AB 金4 8A409
ウラノ エジソン
ヨシアキ

The objective of this course is to
introduce students to qualitative research
methods and research design. The purpose
is to provide students with theoretical
and practical skills while planning and
carrying out their own research, through
lectures and group discussions.

英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC302
東南アジア・オセアニ
ア研究概論

1 1.0 1・2 春AB 火4

モハマド マレク
アブドゥル,茅根
由佳,堤 純,外山
文子,佐本 英規

本概論では、東南アジア・オセアニア地域に関
する政治・経済・社会の基本問題をオムニバス
形式により講義する。講義にあたっては最近の
研究動向も紹介しつつ、人文地理学、比較政治
学、開発経済学の諸分野から、東南アジア・オ
セアニア地域を分析するための基本的アプロー
チや主要課題、分析枠組・分析方法について理
解を深める。

総A217A
01DQ504と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC303
東南アジア・オセアニ
ア人文地理学研究A

1 1.0 1・2 秋AB 火4 堤 純

本講義では、オーストラリアの自然、歴史、文
化的背景を認識し、地誌学的な視点からオース
トラリアの特徴を理解する。具体的には、1970
年代以降、急速にアジアとの接近を進めるオー
ストラリア社会をとりあげ、多文化社会に特有
の諸問題を考察する。これにより、オーストラ
リアの地誌学的特性を説明でき、それを事例に
多文化社会の諸課題を説明できることを目指
す。

総A217A
01DQ525と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC304
東南アジア・オセアニ
ア人文地理学研究B

1 1.0 1・2 秋AB 火4 堤 純

本講義では、1970年代初頭に相次いで起きた
オーストラリアの脱イギリス化、アジア太平洋
国家への変貌をテーマとし、このような劇的な
変化を引き起こしたメカニズムを世界地誌的な
立場から解説し、オセアニアの人文地理研究に
関する理解を深める。これにより、世界地誌的
観点からオーストラリアの劇的変化のメカニズ
ムを説明できることを目指す。

総A217A
西暦奇数年度開講。
01DQ528と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC310
中央ユーラシア文化社
会研究B

1 1.0 1・2 春AB 月6 8A107 塩谷 哲史

This course examines the establishment and
development of the Soviet nationalities
policy, and the nation-building process in
Central Eurasia in 1920s and 1930s. The
instructor will help students to develop
an understanding of the new research
trends of Modern Central Eurasian history,
cultural anthropology and environmental
studies.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC313
ヨーロッパ人文地理学
研究

1 1.0 1・2 秋AB 火3
8A404-

2
呉羽 正昭

本講義では、ヨーロッパにおける人口、文化、
ツーリズム空間などを素材にしながら、ヨー
ロッパの地域性と風土について解説しつつ、
ヨーロッパの人文地理学についての理解を深め
る。ヨーロッパを人文地理的諸要素を題材にし
つつ、人文地理学のアプローチと分析手法を学
ぶことにより、ヨーロッパの地域特性がどのよ
うに理解し、説明できるのかを深く考察する。

授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC317 ヨーロッパ研究特講C 1 1.0 1・2 春AB 応談 宮﨑 和夫

帝国時代のスペイン王権の統治構造を、複合王
政論の観点に立って分析する。特に、カタルー
ニャなどのイベリア半島東部諸国、南イタリア
諸国、アメリカ植民地に対する支配のあり方を
比較検討することにより、スペイン帝国による
被支配地における統治構造を分析する。分析対
象とする時代としては、15世紀初頭から16世紀
前半までを扱う。

授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

19 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC320 朝鮮語文化研究 1 1.0 1・2 春AB 木2 金 仁和

現代韓国語の先行研究を熟読して、その問題点
や課題を論議することで、現代韓国語の特徴を
把握する。音韻、形態構造、語彙、文法、表
現、統語などの言語分析の諸分野だけに限ら
ず、文章・論理構造、談話理解、言語コミュニ
ケーションなどの言語運用の諸分野まで、現代
韓国語が持っている個別性を概論的に考察す
る。 また、日本語との対照を通して、 言語の
普遍性と個別性をより深く理解する。主テーマ
になる分野は、各年度別に選定する。

人社A514
01DP219と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC321 ロシア語文化研究 1 1.0 1・2 春AB 火5 8A102 加藤 百合

ロシア語の基本文法と必要最低限の語彙・表現
を習得し、ロシア及び旧ソ連地域に研究対象と
して主体的にアプローチするための初歩的コ
ミュニケーション能力を養う。また、文化・教
養的側面をより重視した高度な講読を中心に行
う。教材として、ロシアの新聞、雑誌、著書の
中から取り上げた。文化や社会事情に関わる
様々な内容の記事を用いる。

授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC322 スペイン語文献研究I 1 1.0 1・2 春AB 水2
8A404-

2
宮﨑 和夫

本講義では、スペイン語で書かれた学術論文を
講読する。テキストは、初回の授業で参加者と
話し合い、学生のスペイン語文献に関する関心
や学生の研究テーマにしたがって決める。スペ
イン語の基礎的トレーニングを文献講読を通じ
て行うことにより、ラテンアメリカを含むスペ
イン語圏に関する学生の研究の深化に貢献す
る。

教室:未定
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC323 スペイン語文献研究II 1 1.0 1・2 秋AB 水2
8A404-

2
宮﨑 和夫

本講義では、スペイン語文献研究Iでの学習を
踏まえ、スペイン語で書かれた学術論文を講読
する。テキストは、初回の授業で参加者の関心
と研究テーマに基づき話し合って決めるが、ス
ペイン語文献研究Iとは異なるテキストを用い
る。スペイン語の読解能力を文献講読を通じて
行うことにより、ラテンアメリカを含むスペイ
ン語圏に関する学生の研究の深化と発展に貢献
する。

教室:未定
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC325
東南アジア・オセアニ
ア比較政治研究B

1 1.0 1・2 秋AB 火3 8A409 外山 文子

In this lecture, we will learn about
governance in Southeast Asia. Governance
is a broad concept that includes various
elements such as decision making, policy,
strategy, and management. In this lecture,
we will discuss the relationship between
governance and political democratization. 
Subscribe to English literature to learn
about corruption control, the relationship
between election management and
democratization, and the relationship
between justice and politics.

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC326
中央ユーラシア研究特
講A

1 1.0 1・2 秋AB 火3 8A107 山本 祐規子

This course examines the current economic,
political social and cultural climate of
Central Eurasian countries within the
global context.  By utilizing the
Sustainable Developmental Goals (SDGs) as
a guideline of the global measure, it
explores area's developmental issues and
identifies efforts to overcome challenges.
Students will gain a basic knowledge of
international developmental goals,
particularly the SDGs through various
readings and discussions.

This course is
provided in
English. NipCa
fellows are
expedcted to
register this
course.
01DQ992と同一。
英語で授業。
対面
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC327
中央ユーラシア研究特
講B

1 1.0 1・2 春AB 火5 8A107 山本 祐規子

This course examines the current economic,
political social and cultural
climate of Central Eurasian countries
within the global context.  By
utilizing the Sustainable Developmental
Goals (SDGs) as a guideline of
the global measure, it explores area's
developmental issues and
identifies efforts to overcome challenges.
Students will gain a basic
knowledge of international developmental
goals, particularly the SDGs
through various readings and discussions.
This is a subsequent course of
Topic in Central Eurasia Study A. The
theme of Prosperity and Planet
will be covered in this semester.

This course is
offered in English.
NipCa fellows are
expected to
register this
course.
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC802
東南アジア・オセアニ
ア研究演習BI

2 1.0 1・2 春AB 火5

モハマド マレク
アブドゥル,茅根
由佳,堤 純,外山
文子

This seminar aims to deepen and develop
the research of Master thesis. Each
student is requested to give a
presentation on progress of his/her
thesis, including results of analysis,
regularly. Professors will also provide a
presentation of their research
occasionally in the seminar.

西暦奇数年度開講。
01DQ506と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC803
東南アジア・オセアニ
ア研究演習BII

2 1.0 1・2 秋AB 火5

モハマド マレク
アブドゥル,茅根
由佳,堤 純,外山
文子

Based on the study on seminar on Southeast
Asia and Oceanian Studies AII, this
seminar aims to deepen and develop the
research of Master thesis. Each student is
requested to give a presentation on
progress of his/her thesis, including
results and discussion, regularly.
Professors will also provide a
presentation of their research
occasionally in the seminar.

西暦奇数年度開講。
01DQ508と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC811
中東・北アフリカ研究
演習BII

2 1.0 1・2 秋AB 金5 8A107 柏木 健一

開発経済学における理論モデルや実証分析の方
法を学ぶとともに、貿易・投資の停滞や農業発
展の制約を含む中東・アフリカ経済の主要課題
を演習形式で学習する。特に、中東・北アフリ
カ経済を含む途上国経済の実証分析のレビュー
を基に、中東・北アフリカ経済の特殊性を理解
する。また、学生の研究テーマに応じて、修士
論文の指導を行う。学生は、使用するデータや
分析結果と考察を含む修士論文の進捗について
報告する。

西暦奇数年度開講。
01DF657と同一。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC825
中央ユーラシア研究演
習(SPJES)I

2 2.0 1 秋AB 月3,4

山本 祐規子,ダ
ダバエフ テイ
ムール,川﨑 レ
スリー タック,
塩谷 哲史

This course will start with introduction
of academic writing for various
disciplines. It will then move on to the
discussion of student's Master thesis
themes, ways to define research questions
and methodology and analysis of their
research subjects.

英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC826
中央ユーラシア研究演
習(SPJES)II

2 2.0 2 春AB 月3,4

山本 祐規子,ダ
ダバエフ テイ
ムール,川﨑 レ
スリー タック,
塩谷 哲
史,INSEBAYEVA
Sabina

Based on seminar on Central Eurasian
Studies I, this course will continue
studying academic writing for various
disciplines. It will then move on to the
discussion of student's Master thesis
themes, ways to define research questions
and methodology and analysis of their
research subjects.

英語で授業。
This course is
offered in English.
NipCa fellows are
expected to
register this
course. 授業形式は
シラバスの「その
他」欄で確認してく
ださい。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

20 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC827
中央ユーラシア研究演
習(SPJES)III

2 2.0 2 秋AB 応談

山本 祐規子,ダ
ダバエフ テイ
ムール,川﨑 レ
スリー タック,
塩谷 哲史

Based on seminar on Central Eurasian
Studies I-II, this course will deepen
academic writing for various disciplines.
It will then move on to the discussion of
student's Master thesis themes, ways to
develop methodology, analysis and
discussion of their research subjects
toward finalizing thesis.

英語で授業。
This course is
offered in English.
NipCa fellows are
expected to
register this
course. 授業形式は
シラバスの「その
他」欄で確認してく
ださい。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

専門科目(経済・公共政策分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC401 国際社会と法 1 1.0 1・2 春AB 月3 1C305 秋山 肇

This course examines the role of law in
international society critically. Students
will be able to examine the history,
theory, and practice of international law
critically. They will also acquire basic
academic communication skills by making a
presentation and writing a research paper.

01DP685と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC402 国際貿易論 1 2.0 2 春AB 月5,6 3B202 黒川 義教

This course will study trade theories and
their evidence and will also study
selected topics in trade, such as trade
and wage inequality, by applying trade
theories.

01DZ654と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC403 公共経済学 1 2.0 2 春AB 火5,6 3K226 内藤 久裕

This course teaches both the theoretical
side and empirical side of public
economics.  In many countries, the size of
public sector is quite large. Thus, it is
natural and necessary to know how the
presence of public sector affects the
economy and how to design the optimal
policy. First, this course teaches the
effect of the policy of the public sector
such as taxation, government debt, labor
market policy, environment policies and
social security policy. Second, it also
discusses how to analyze those policies
empirically using the micro and macro data
set in depth. Third, this course teaches
how to design the optimal policy and what
kind of parameters are important.

01DZ651と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC404 ミクロ経済学 1 2.0 1 春AB
水・木

4
3K220 中野 優子

This course provides students with a deep
understanding of graduate-level
microeconomics for policy analysis. The
topics to be covered include consumer
theory, producer theory, game theory, and
other related topics in Microeconomics.

01DZ136と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC405 開発経済学I 1 1.0 1・2 春AB 金1 3K219
モハマド マレク
アブドゥル

This course is for the graduate students
who are interested not only in the
concepts and theories in development
economics but also passionate in the best
practices/empirical works. This course
gives practical understanding and
experiences of how pro-poor policies work
in practice in the field of international
development- the focus mostly comes from
the instructors` continued high quality
empirical research including randomized
control trails (RCTs). Best practices on
the natural experiments and quasi
experiments including machine
learning/data science are also discussed.
The course will also give exposure about
how tools of macroeconomics,
microeconomics, econometrics,
international trade, etc. are applied to
understanding the problems of development,
and how data and empirical evidence can
shed light on conflicting views and
questions about the process of
development.

Equivalent to
0ABC406 Development
Economics II and
01DZ652 Development
Economics
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC406 開発経済学II 1 1.0 1・2 春AB 金2 3K219
モハマド マレク
アブドゥル

This course is for the graduate students
who are interested not only in the
concepts and theories in development
economics but also passionate in the best
practices/empirical works. This course
gives practical understanding and
experiences of how pro-poor policies work
in practice in the field of international
development- the focus mostly comes from
the instructors` continued high quality
empirical research including randomized
control trails (RCTs). Best practices on
the natural experiments and quasi
experiments are also discussed. The course
will also give exposure about how tools of
macroeconomics, microeconomics,
econometrics, international trade, etc.
are applied to understanding the problems
of development, and how data and empirical
evidence can shed light on conflicting
views and questions about the process of
development.

Equivalent to
0ABC406 Development
Economics I and
01DZ652 Development
Economics
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC407 国際金融と政策 1 2.0 1・2 春AB 金5,6 3A213
モゲス アブ ギ
ルマ

The course is an advanced theory and
application of international finance
theory and policy for graduate students.
The main topics for discussion include
real business cycle theory, global
imbalances, exchange rate determination,
short term and long run adjustments to
trade flows, sovereign debt and default
risks, determinants of international
capital flows and multinational
production, and international financial
policy and coordination.

01DF547, 01DZ656と
同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC408 経済開発論 1 1.0 1・2 春AB 木5 3K219 柏木 健一

本講義では、開発経済学の主要理論とアプロー
チについて説明し、発展途上国の経済発展にお
ける諸課題について概説することを目的とす
る。特に、開発の概念、構造変化、経済成長、
貧困と不平等の問題等を扱う。経済発展の諸理
論やモデルを学ぶことで、学生が開発経済学へ
の理解を深めるとともに、発展途上国の経済発
展に関する分析において、興味深い問題設定を
行えるようになることを目指す。

01DP743, 01DZ667と
同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

21 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABC411 公共経営論B 1 1.0 1・2 春AB 火3 3K226 大倉 沙江

This course serves as an in-depth
understanding of public policy and
management. This course is designed with
emphasis on two objectives: understanding
of key concepts in public management and
application of theories to real world
problems. Students are expected to display
their knowledge of public management
through various readings on Japanese
public administrations and policymaking
processes.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC415 労働経済学 1 2.0 1・2 春AB 金3,4 3K219 深井 太洋

In this course, we study labor economics
with an emphasis on applied microeconomic
theory and empirical analysis. Topics to
be covered include: labor supply and
demand, taxes and transfers, minimum
wages, immigration, human capital,
education, and discrimination.

英語で授業。 国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC416
経済学研究のための
GISと衛星データ分析

1 2.0 1・2
秋C春季
休業中

金1,2 3K219 RAMDANI Fatwa

To provide an understanding of the
fundamental concepts principles, functions
and applications of Geographic Information
Systems (GIS). A special focus of the
course will be to illustrate the utility
of GIS in applied economics such as data
inputting, storing, managing, analyzing
and mapping spatial data.

英語で授業。
対面

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC922 公共政策論演習B 2 1.0 1・2 秋AB 金1 3K226 大倉 沙江

This course serves as an in-depth
understanding of public policy analysis
and contemporary Japanese politics.
Students are expected to display their
knowledge of public policy analysis
through various readings on Japanese
politics and policymaking processes. At
the end of the course, students are
expected to present a research project
relevant to their M.A. thesis.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABC927 法律学基礎研究演習B 2 1.0 1・2 秋AB 応談 星野 豊

法律学の基本的な問題点ないし研究上の観点の
うち、受講者が関心を寄せているものを考慮し
て選定したうえで、集中的に議論する。

西暦奇数年度開講。 国際公共政策学位プ
ログラム(博士前期
課程)

22 20230214



国際公共政策学位プログラム(博士後期課程)

専門科目(国際関係分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBC202 政治学特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 木6
人社
A519

竹中 佳彦

本演習では、欧米で展開されつつある政策過程
分析に関する文献を講読し、討論しながら、そ
れを通じて日本の政策過程を分析するために必
要な理論と手法を習得することを目的とする。
授業は演習形式で行い、政策過程分析の基礎や
実証分析の手法を学び、日本の公共政策に関す
る理解を深める。また、学生の博士論文におけ
る研究の方向性や進捗も踏まえつつ、論文輪読
を通じて、論文執筆の方法についても学び、政
策過程の理論的・実証的研究の可能性を検討す
る。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC203 政治学特別演習BII 2 1.0 1 - 3 秋AB 木6
人社
A519

竹中 佳彦

本演習では、欧米で展開されつつある政策過程
分析に関する文献を講読し、討論しながら、そ
れを通じて日本の政策過程を分析するために必
要な理論と手法を習得することを目的とする。
授業は演習形式で行い、政策過程分析の基礎や
実証分析の手法を学び、日本の公共政策に関す
る理解を深める。また、学生の博士論文におけ
る研究の方向性や進捗も踏まえつつ、論文輪読
を通じて、論文執筆の方法についても学び、政
策過程の理論的・実証的研究の深化を図る。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC206 比較政治学特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 月6 鈴木 創

現在の比較政治学やアメリカ政治研究は、政治
現象を説明する一般化可能な理論を構築し、そ
れを経験的に検証する性格をますます強めてい
る。この授業では、アメリカ政治研究(または
比較政治学)、特に選挙や政策決定をテーマと
する近年の文献を講読する。研究動向を把握す
るとともに、政治現象を分析する際のリサー
チ・デザイン、理論、方法論などの問題につい
ても検討する。

西暦奇数年度開講。
教室等については
manabaで指示する。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC207
比較政治学特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 月6 鈴木 創

現在の比較政治学やアメリカ政治研究は、政治
現象を説明する一般化可能な理論を構築し、そ
れを経験的に検証する性格をますます強めてい
る。この授業では、アメリカ政治研究(または
比較政治学)、特に選挙や政策決定をテーマと
する近年の文献を講読する。研究動向を把握す
るとともに、政治現象を分析する際のリサー
チ・デザイン、理論、方法論などの問題につい
ても検討する。

西暦奇数年度開講。
教室等については
manabaで指示する。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC210
国際政治理論特別演習
BI

2 1.0 1 - 3 春AB 火5
人社
A519

南山 淳

国際政治理論研究を拡張・深化させるために、
特に政治哲学、歴史研究、社会思想、文化研
究、科学論といった異分野との方法論的接合に
ついて検討する。授業は演習形式で行い、近年
の国際政治理論の拡張に関する研究の動向や主
要論点を学び、国際政治の理論研究に関する基
礎的理解を深める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC211
国際政治理論特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 火5
人社
A519

南山 淳

「国際政治理論特別演習BI」の内容を踏まえ
て、参加者の個別研究テーマに応じた博士論文
執筆のための論文指導を行う。授業は演習形式
で行い、学生の博士論文における研究の方向性
や進捗も踏まえつつ、国際政治の理論研究に関
する理解を深める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC214 国際政治史特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 集中

現代国際政治の歩みと関連づけながら、アメリ
カの政治外交史について考察する。20世紀前半
から冷戦期にかけて、アメリカが採用した外
交・軍事戦略、具体的な外交政策の立案・実施
過程、その結果などを考える。孤立主義・国際
主義・反共主義といった、指導者の対外認識や
外交イデオロギーが形成された背景やその影響
が大きなテーマとなる。また受講生の問題関心
にも配慮し、論文指導を念頭において進めた
い。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC215
国際政治史特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 集中

現代国際政治の歩みと関連づけながら、アメリ
カの政治外交史について考察を深める。冷戦期
および冷戦後の時代を中心に、アメリカの外交
戦略や具体的な外交政策の立案・実施過程、そ
の結果などを考える。特定の外交戦略や個別の
政策が採用される過程で、議会や世論などがい
かに影響を及ぼしたかが重要なテーマとなる。
ただし受講生の問題関心にも配慮し、論文指導
を念頭においた研究発表を主軸としたい。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC222
東アジア政治外交特別
演習BI

2 1.0 1 - 3 春AB 木3 3K126 毛利 亜樹

中国の台頭が影響を与えている経済統合、地域
安全保障協力構想、国際空間におけるディス
コースなどの具体的な問題に関する重要文献を
演習形式で読みながら、博士論文の執筆を支援
する。履修者には文献のレジュメ報告と共に、
研究関心に基づく報告を求める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC223
東アジア政治外交特別
演習BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 木3 3K126 毛利 亜樹

中国の台頭が影響を与えている経済統合、地域
安全保障協力構想、国際空間におけるディス
コースなどの具体的な問題に関する重要文献を
演習形式で読みながら、博士論文の執筆を支援
する。履修者には文献のレジュメ報告と共に、
研究関心に基づく報告を求める。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC230 開発人類学特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 月5 3K227 関根 久雄

本演習では、人類学的開発研究の特徴を示すも
のの一つとして開発民族誌を取りあげ、その実
践指向の記述法や活用法を、過去の良質な民族
誌を使いながら具体的に考察する。また、近年
一部の開発研究者の間で、開発プロジェクトの
実施プロセスを詳細に描き出すプロジェクト・
ドキュメンテーションが注目されており、それ
についても民族誌との異同を確認しながら有効
性と限界について考察する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC231
開発人類学特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 月5 3K227 関根 久雄

本演習では、開発研究と人類学的実践とを融合
させた実践について歴史的・理論的考察、事例
研究などを踏まえて総括すると共に、今後の開
発業界の向かうべき方向性について人類学的視
点をベースに議論する。特に、ポストモダン人
類学、参加型開発、参加型学習と行動、開発民
族誌などの観点を総括しつつ、開発研究と人類
学的実践による包括的アプローチから開発業界
の在り方について深く考察する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC234 文化変動論特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 火2 3K227 鈴木 伸隆

今日、小さなコミュニティーの文化変動です
ら、地球規模で展開する政治経済システムとの
連関を抜きにしては語れなくなってきている。
本演習では、ローカルな文化変動とグローバル
な政治経済システムに関連する諸問題を多角的
かつ批判的に考察することで、博士論文作成に
必要な基礎的な知識習得を目的とする。とくに
BIでは研究発表を通して、先行研究の整理と研
究の枠組みについて学ぶ。日本語で講義をおこ
なう。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

23 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBC235
文化変動論特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 火2 3K227 鈴木 伸隆

今日、小さなコミュニティーの文化変動です
ら、地球規模で展開する政治経済システムとの
連関を抜きにしては語れなくなってきている。
本演習では、ローカルな文化変動とグローバル
な政治経済システムに関連する諸問題を多角的
かつ批判的に考察することで、博士論文作成に
必要な高度な分析能力習得を目的とする。とく
にBIIでは研究発表を通して、実証的な論文執
筆について学ぶ。日本語で講義をおこなう。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC238
政策評価分析特別演習
BI

2 1.0 1 - 3 春AB 火5 3K227 松島 みどり

In this class, it is assumed that students
are equipped with basic impact evaluation
skills. Thus, we will read top-ranked
academic journals’ papers to update our
knowledge on policy evaluations and
critically discuss each academic paper.
For PhD students, it is important to read
academic papers outside of their primary
interest areas in order to expand their
knowledge and perspective. Therefore,
paper themes will not be specified so long
as they relate to policy evaluations.

西暦奇数年度開講。
02DJ430と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC239
政策評価分析特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 火5 3K227 松島 みどり

In this class, we will spend half our time
to reading papers from top-ranked academic
journals and devote the rest to the
presentation and discussion of the
participants’ own research papers
relating to policy and programme
evaluations. Hence, students are required
to complete a research paper during the
term of this class. When conducting their
own research, students are allowed to use
either primary or secondary data, and they
are free to choose topics based on their
own interests.

西暦奇数年度開講。
02DJ431と同一。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

専門科目(社会学分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBC402 社会意識論特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 金3 3K220 葛山 泰央

この特別演習では、ユートピアやコミューンな
ど西欧近代社会における社会学の歴史を背景と
した社会意識論のいくつかの問題領域に、イデ
オロギー論や知識社会学などそれらに関連する
古典的な理論枠組みを応用するなかで、博士学
位論文の作成に際して必要な構想力を養うこと
を目標とする。とりわけ一八世紀後半から一九
世紀前半にかけての、啓蒙以後の/社会学以前
の社会学的思考の展開を再検討するなかで、制
度の生成と変容の学問としての社会学が、それ
自体としていかに生成し変容することになるの
かを検証する。BIでは一九世紀前半の社会思想
を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC403
社会意識論特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 金3 3K220 葛山 泰央

この特別演習では、ユートピアやコミューンな
ど西欧近代社会における社会学の歴史を背景と
した社会意識論のいくつかの問題領域に、イデ
オロギー論や知識社会学などそれらに関連する
古典的な理論枠組みを応用するなかで、博士学
位論文の作成に際して必要な構想力を養うこと
を目標とする。とりわけ一八世紀後半から一九
世紀前半にかけての、啓蒙以後の/社会学以前
の社会学的思考の展開を再検討するなかで、制
度の生成と変容の学問としての社会学が、それ
自体としていかに生成し変容することになるの
かを検証する。BIIでは一九世紀前半の社会思
想を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC406 医療社会学特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 集中

この特別演習では、病院化社会やスピリチュア
ルケアなど西欧近代社会における社会学の歴史
を背景とした医療社会学のいくつかの問題領域
に、現象学的社会学や臨床社会学、コミュニ
ケーション論などそれらに関連する古典的な理
論枠組みを応用するなかで、博士学位論文の作
成に際して必要な構想力を養うことを目標とす
る。とりわけ近代社会における死の医学化/医
療化の展開と現代社会における病や死を巡るホ
スピスや緩和ケアの展開を再検討するなかで、
それらの理論枠組みの射程と限界について検証
する。BIでは現代社会における病や死を巡るホ
スピスや緩和ケアの展開を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC407
医療社会学特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 集中

この特別演習では、病院化社会やスピリチュア
ルケアなど西欧近代社会における社会学の歴史
を背景とした医療社会学のいくつかの問題領域
に、現象学的社会学や臨床社会学、コミュニ
ケーション論などそれらに関連する古典的な理
論枠組みを応用するなかで、博士学位論文の作
成に際して必要な構想力を養うことを目標とす
る。とりわけ近代社会における死の医学化/医
療化の展開と現代社会における病や死を巡るホ
スピスや緩和ケアの展開を再検討するなかで、
それらの理論枠組みの射程と限界について検証
する。BIIでは現代社会における病や死を巡る
ホスピスや緩和ケアの展開を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC410 社会問題論特別演習I 2 1.0 1 - 3 春AB 火3 土井 隆義

この特別演習では、犯罪/非行、いじめやひき
こもりなど現代社会における社会学の展開とも
同時代的に結び付いている逸脱行動論ならびに
社会統制論のいくつかの問題領域に、アノミー
論やレイベリング論、自己論やコミュニケー
ション論、リスク社会論や社会的排除論などそ
れらに関連する現代的な理論枠組みを応用する
なかで、博士学位論文の作成に際して必要な構
想力を養うことを目標とする。とりわけ現代社
会における青少年の逸脱行動の背景にある親密
性の変容と、その非常に重要な要因となる人間
関係に対する青少年の社会的メンタリティの変
化を再検討するなかで、人間関係論的な観点か
らの逸脱行動論や社会統制論の理論枠組みを再
検証する。社会問題論特別演習Iでは人間関係
に対する青少年の社会的メンタリティの変化を
主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

24 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBC411 社会問題論特別演習II 2 1.0 1 - 3 秋AB 火3 土井 隆義

この特別演習では、犯罪/非行、いじめやひき
こもりなど現代社会における社会学の展開とも
同時代的に結び付いている逸脱行動論ならびに
社会統制論のいくつかの問題領域に、アノミー
論やレイベリング論、自己論やコミュニケー
ション論、リスク社会論や社会的排除論などそ
れらに関連する現代的な理論枠組みを応用する
なかで、博士学位論文の作成に際して必要な構
想力を養うことを目標とする。とりわけ現代社
会における青少年の逸脱行動の背景にある親密
性の変容と、その非常に重要な要因となる人間
関係に対する青少年の社会的メンタリティの変
化を再検討するなかで、人間関係論的な観点か
らの逸脱行動論や社会統制論の理論枠組みを再
検証する。社会問題論特別演習IIでは人間関係
に対する青少年の社会的メンタリティの変化を
主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC414 文化社会学特別演習I 2 1.0 1 - 3 春AB 集中

この特別演習では、戦争の記憶や社会学的な歴
史叙述の方法など西欧近代社会における社会学
の歴史を背景とした歴史社会学のいくつかの問
題領域に、社会意識論や言説分析、集合的記憶
論やメディア論などそれらに関連する文化社会
学の古典的な枠組みを応用するなかで、博士学
位論文の作成に必要な構想力を養うことを目標
とする。とりわけ近代社会における戦争とその
記憶、現代社会におけるメディアの機能や歴史
叙述の役割などの諸問題を社会学的に再検討す
るなかで、それらの理論枠組みの可能性と限界
を検証する。文化社会学特別演習Iでは現代社
会におけるメディアの機能や歴史叙述の役割を
主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC415 文化社会学特別演習II 2 1.0 1 - 3 秋AB 集中

この特別演習では、戦争の記憶や社会学的な歴
史叙述の方法など西欧近代社会における社会学
の歴史を背景とした歴史社会学のいくつかの問
題領域に、社会意識論や言説分析、集合的記憶
論やメディア論などそれらに関連する文化社会
学の古典的な枠組みを応用するなかで、博士学
位論文の作成に必要な構想力を養うことを目標
とする。とりわけ近代社会における戦争とその
記憶、現代社会におけるメディアの機能や歴史
叙述の役割などの諸問題を社会学的に再検討す
るなかで、それらの理論枠組みの可能性と限界
を検証する。文化社会学特別演習IIでは現代社
会におけるメディアの機能や歴史叙述の役割を
主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC418 地域社会学特別演習I 2 1.0 1 - 3 春AB 月3 五十嵐 泰正

この特別演習では、グローバル化時代における
地域コミュニティが直面する諸課題を、地域／
都市社会学およびその関連領域（都市計画学、
都市経済学、観光学など）の理論枠組みで考察
し、博士学位論文の作成に際して必要な構想力
を養うことを目標とする。演習は原則として、
参加者の取り組んでいる研究課題に関する報告
を起点として議論を進めてゆく。

西暦奇数年度開講。
授業形式は授業形式
は授業形式はTEAMSに
よるオンライン’
（同時双方向型）。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC419 地域社会学特別演習II 2 1.0 1 - 3 秋AB 月3 五十嵐 泰正

この特別演習では、グローバル化時代における
地域コミュニティが直面する諸課題を、地域／
都市社会学およびその関連領域（都市計画学、
都市経済学、観光学など）の理論枠組みで考察
し、博士学位論文の作成に際して必要な構想力
を養うことを目標とする。演習は原則として、
参加者の取り組んでいる研究課題に関する報告
を起点として議論を進めてゆく。

西暦奇数年度開講。
授業形式はTEAMSによ
るオンライン’（同
時双方向型）を予定
しているが、状況に
よっては対面方式を
検討する。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC422 社会階層論特別演習BI 2 1.0 1 - 3 春AB 火6 森 直人

この特別演習では、社会移動と社会階層、教育
や福祉をめぐる格差や不平等など近現代社会に
おける社会学の歴史的展開とも同時代的に結び
付いてきた社会階層論のいくつかの問題領域
に、階級・階層論や社会移動研究、文化的再生
産論や教育福祉論などそれらに関連する現代的
な理論枠組みを応用するなかで、博士学位論文
の作成に際して必要な構想力を養うことを目標
とする。とりわけ近代社会における社会移動と
社会階層、現代社会における教育や福祉をめぐ
る格差や不平等などを再検討するなかで、それ
らの理論枠組みの有効性と限界を検証する。BI
では現代社会における労働をめぐる格差や不平
等を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC423
社会階層論特別演習
BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 火6 森 直人

この特別演習では、社会移動と社会階層、教育
や福祉をめぐる格差や不平等など近現代社会に
おける社会学の歴史的展開とも同時代的に結び
付いてきた社会階層論のいくつかの問題領域
に、階級・階層論や社会移動研究、文化的再生
産論や教育福祉論などそれらに関連する現代的
な理論枠組みを応用するなかで、博士学位論文
の作成に際して必要な構想力を養うことを目標
とする。とりわけ近代社会における社会移動と
社会階層、現代社会における教育や福祉をめぐ
る格差や不平等などを再検討するなかで、それ
らの理論枠組みの有効性と限界を検証する。
BIIでは現代社会における労働をめぐる格差や
不平等を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC426
国際社会政策論特別演
習BI

2 1.0 1 - 3 春AB 月6 3K220
ウラノ エジソン
ヨシアキ

この特別演習では、国際人口移動の加速化や通
信網の発達、国際労働市場の再編とそれに伴う
社会政策そのものの変容など現代社会における
社会学の展開とも同時代的に結び付いている国
際社会学や労働社会学のいくつかの問題領域
に、グローバル化をめぐる研究や人的資本論、
移民社会論やエスニシティ論などそれらに関連
する現代的な理論枠組みを応用するなかで、博
士学位論文の作成に際して必要な構想力を養う
ことを目標とする。とりわけ現代社会における
国際移動の加速化と国際労働市場の再編と、そ
れらに対応する社会政策の変容を再検討するな
かで、それらの理論枠組みの有効性と限界を検
証する。労働社会学特別演習Iでは国際的な移
動の加速化と労働市場の再編に伴う社会政策そ
のものの変容を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

25 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBC427
国際社会政策論特別演
習BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 月6 3K220
ウラノ エジソン
ヨシアキ

この特別演習では、国際人口移動の加速化や通
信網の発達、国際労働市場の再編とそれに伴う
社会政策そのものの変容など現代社会における
社会学の展開とも同時代的に結び付いている国
際社会学や労働社会学のいくつかの問題領域
に、グローバル化をめぐる研究や人的資本論、
移民社会論やエスニシティ論などそれらに関連
する現代的な理論枠組みを応用するなかで、博
士学位論文の作成に際して必要な構想力を養う
ことを目標とする。とりわけ現代社会における
国際移動の加速化と国際労働市場の再編と、そ
れらに対応する社会政策の変容を再検討するな
かで、それらの理論枠組みの有効性と限界を検
証する。労働社会学特別演習IIでは国際的な移
動の加速化と労働市場の再編に伴う社会政策そ
のものの変容を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC428 教育社会学特別演習I 2 1.0 1 - 3 春AB 金5 黄 順姫

この特別演習では、少子化やグローバル化やイ
ンターネット社会化とそれらに伴う教育政策そ
のものの変容など現代社会における社会学の展
開とも同時代的に結び付いている教育社会学や
ジェンダー社会論のいくつかの問題領域に、メ
リトクラシー論や脱・学校化社会論、文化的再
生産論や学校文化論などそれらに関連する現代
的な理論枠組みを応用するなかで、博士学位論
文の作成に際して必要な構想力を養うことを目
標とする。とりわけ現代社会における教育をめ
ぐる格差と学校の多様化、揺らぐメリトクラ
シーと学びの方向転換を再検討するなかで、そ
れらの理論枠組みの有効性と限界を検証する。
教育社会学特別演習Iでは現代社会における教
育をめぐる格差と学校の多様化を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC429 教育社会学特別演習II 2 1.0 1 - 3 秋AB 金5 黄 順姫

この特別演習では、少子化やグローバル化やイ
ンターネット社会化とそれらに伴う教育政策そ
のものの変容など現代社会における社会学の展
開とも同時代的に結び付いている教育社会学や
ジェンダー社会論のいくつかの問題領域に、メ
リトクラシー論や脱・学校化社会論、文化的再
生産論や学校文化論などそれらに関連する現代
的な理論枠組みを応用するなかで、博士学位論
文の作成に際して必要な構想力を養うことを目
標とする。とりわけ現代社会における教育をめ
ぐる格差と学校の多様化、揺らぐメリトクラ
シーと学びの方向転換を再検討するなかで、そ
れらの理論枠組みの有効性と限界を検証する。
教育社会学特別演習Iでは現代社会における教
育をめぐる格差と学校の多様化を主題化する。

西暦奇数年度開講。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

専門科目(経済・公共政策分野)

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBC806
国際開発政策論特別演
習BI

2 1.0 1 - 3 春AB 水6 3K426
モゲス アブ ギ
ルマ

This seminar is an advanced course in
international development issues and
policies. It deals with contemporary
topics and challenges in development
economics and reviews the latest
analytical tools to understand development
policy challenges in African, Asian and
Latin American countries. Students are
required to make extensive reading and
make presentations in the seminar and to
participate in discussions and reviews of
recent contributions in the field of
development economics. SSIDP BI and BII
are sequential and deal with broad themes
in development economics and policy
issues. SSIDP BI focuses on theoretical
and analytical issues in development
economics.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBC807
国際開発政策論特別演
習BII

2 1.0 1 - 3 秋AB 水6 3K426
モゲス アブ ギ
ルマ

This seminar is an advanced course in
international development issues and
policies. It deals with contemporary
topics and challenges in development
economics and reviews the latest
analytical tools to understand development
policy challenges in African, Asian and
Latin American countries. Students are
required to make extensive reading and
make presentations in the seminar and to
participate in discussions and reviews of
recent contributions in the field of
development economics. SSIDP BI and BII
are sequential and deal with broad themes
in development economics and policy
issues. SSIDP BII addresses country and
regional experiences and case studies in
development policy and the interaction and
cooperation across countries.

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
授業形式はシラバス
の「その他」欄で確
認してください。

国際公共政策学位プ
ログラム(博士後期
課程)

26 20230214



国際日本研究学位プログラム(博士前期課程)

専門基礎科目

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABE003 複合研究基礎論 1 1.0 1・2 春B 木5,6
国際日本研究学
位プログラム全
教員（前期）

国際日本研究のさまざまな分野にまたがる研究
対象について、人文科学、社会科学、日本語教
育学の３領域に属する研究者の知見をふまえな
がら、それぞれの分野固有のディシプリンを超
えてアプローチする複合研究・学際研究の基礎
を講義する。

対面(オンライン併用
型)

△

履修許可者のみ 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE019
東アジアの思想と文化
1

1 1.0 1・2 秋AB 火4 嚴 錫仁

中国・韓国(朝鮮半島)・日本の東アジア地域
は、古くから漢字文化圏、それにちなんで儒教
文化圏とも呼ばれてきた。本授業では、東アジ
アにおける儒教思想、特に中国宋代の新儒学の
勃興以降の展開と特徴を比較的な観点で考察す
ることを目的とする。とりわけここでは、韓国
の儒学思想史を対象として、壇君神話や新羅の
花郎道にみえる思想的な特徴、三国時代と高麗
期において仏教が思想的な主流をなしているな
かでの儒学思想の展開様相と役割、そして高麗
後期に受容された朱子学の展開様相などを概観
する。朱子学の展開様相では、高麗・朝鮮の易
姓革命をめぐる朱子学の担い手である新進士大
夫たちの理念と行動、それに基づく朝鮮時代初
期の官学派と士林派の葛藤と展開、その中に現
れている朝鮮儒学の特徴などを考察する。

西暦奇数年度開講。
01DR549と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE021 比較文学論1B 1 1.0 1・2 秋AB 木4 平石 典子

近現代の文学を研究対象として取り扱う際、海
外の文化や文学との交流や影響関係を考えるこ
とは大変重要である。本授業では、比較文学の
手法を実践的に学ぶことによって、近・現代文
学研究における新たな視野を獲得することを目
的とする。多言語のテクストの精読による実証
や、翻訳理論・ジェンダー理論・ポストコロニ
アル理論などを用いたテクスト分析を実際に行
うことにより、比較文学研究の視点を体得し、
履修者の修士論文に向けての研究に生かす。
「比較文学論1A」とは異なるトピックスを扱
う。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE022 日本の文化と文芸1A 1 1.0 1・2 春AB 月4
人社
A202

石塚 修

世界的にみても、ある文学作品が発生するの
は、その国家・民族の文化活動の一環であるこ
とはいうまでもないことである。本講義では日
本文学古典作品について文学史の基本的事項を
ふまえながらカルチュラルスタディーズの手法
を応用しつつ、受講する大学院生の研究対象に
即して、研究の指導を適宜発表の形式も交えな
がら行っていく。

西暦奇数年度開講。
01DR593と同一。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE023 日本の文化と文芸1B 1 1.0 1・2 秋AB 月4
人社
A202

石塚 修

世界的にみても、ある文学作品が発生するの
は、その国家・民族の文化活動の一環であるこ
とはいうまでもないことである。本講義では日
本文学近代作品について文学史の基本的事項を
ふまえながらカルチュラルスタディーズの手法
を応用しつつ、受講する大学院生の研究対象に
即して、研究の指導を適宜発表の形式も交えな
がら行っていく。「日本の文化と文芸1A」とは
異なるトピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE024
世界の文学・文化と日
本1A

1 1.0 1・2 春AB 月3 江口 真規

具体的な作品の分析を通して、文学・文化の研
究方法と文学理論の歴史を学ぶ。「1A」では、
文学理論に関するテキストの講読と発表を行
い、まずは小説の形式や技法（語り手、焦点
化、異化、間テクスト性、メタフィクション
等）について知識を深める。次に、ジャンルや
読者の反応を扱う批評理論や、精神分析批評、
脱構築批評について学ぶ。文学・文化を研究す
るうえでどのようなアプローチがあるのかを知
り、自らの研究方法の選択に生かしていくとも
に、文化事象を分析するための批判的な考察力
を身に付ける。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE025
世界の文学・文化と日
本1B

1 1.0 1・2 秋AB 月3 江口 真規

具体的な作品の分析を通して、文学・文化の研
究方法と文学理論の歴史を学ぶ。「1B」では、
文学理論に関するテキストの講読と発表を行
い、フェミニズム批評やジェンダー批評、ポス
トコロニアル批評等について理解を深める。文
学理論がどのような社会的背景と結び付いて発
展してきたのかについて知ることにより、文学
と社会、文学研究と社会のあり方を考察する。
また、文学理論が日本の文学・文化研究におい
てどのように受容されてきたのかについても学
ぶ。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE029
東アジアの古典学と文
字文化1B

4 1.0 1・2 春AB 木3 葛西 太一

八世紀初頭の成立と考えられる『古事記』『日
本書紀』を比較しながら、それぞれの文字表現
の特質を検討する。固有の文字を持たない当
時、漢字や漢文を借りることによって、はじめ
て自らの言語文化を文字記載することが可能と
なった。その方法を模索するなかで成り立つ両
書は、類似する内容を含みながらも、その志向
する文体は大きく異なっている。漢字や漢語と
の接触によって成り立つ書記言語の様相につい
て、基礎的な工具書や注釈書の利用方法を確認
しながら考察する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE031
メディア思想と日本社
会1

1 1.0 1・2 春AB 火5 白戸 健一郎

本授業はメディア研究の生成とその歴史的社会
的背景を考えるものである。マス・メディアが
誕生して以降、メディアは政治経済文化などさ
まざまな現象に影響を与え、また影響を受けて
きた。メディア研究にはそのような歴史的社会
的背景が色濃く影響している。本授業では、メ
ディア研究やその中の種々の理論や批評がいか
にして生まれたのかを歴史的社会的連関の中で
考察し、そこから透過できる日本社会とメディ
ア思想についての理解を深めることを目的とし
ている。授業は適切なメディア研究と近現代日
本史に関するテキストを選別し、担当箇所を受
講生が報告し、全体で議論を進め、理解を深め
ていく輪読形式をとる。これをつうじて先行研
究の把握と論文における課題設定の方法、論理
的実証的な研究の進め方について学習する。

西暦奇数年度開講。
01DR383と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

27 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABE033 日本語相互行為分析1 2 1.0 1・2 春AB 金3 高木 智世

「日常会話」は、言語を問わず、様々な言語使
用状況の中でも最も一般的かつ根源的な社会的
相互行為場面である。その「日常会話」を
フィールドとして、社会学者のHarvey Sacks、
Emanuel Schegloff、 Gail Jeffersonらによっ
て日常的相互行為の組織を明らかにするべく創
始され、開発されたのが「会話分析」である。
本授業では、会話分析の理論的背景や視点、
データ収集・転写の方法およびその理論的根拠
を学んだ上で、会話分析の基本的分析概念を日
本語会話における具体的事例を通して理解し、
会話分析の手法の基礎を身につける。人間関係
や社会的関係を築く基盤となる日常会話がどの
ように組織されているのかを厳密に捉える視点
を養うことによって、そこで生じていることを
的確に、かつ、深く理解する力を身につける。

オンライン(対面併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE034
日常会話のエスノグラ
フィー1

2 1.0 1・2 秋AB 水3 井出 里咲子

当たり前の現象としてある「日常会話」から社
会と文化に切り込む方法について学ぶ。言語人
類学の会話やディスコースへのアプローチを理
論的に学び、談話や会話を分析する上での方法
論について考える。

対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE044 日本の対外関係1 1 1.0 1・2 春AB 火4 潘 亮

本講義においては近現代日本の対外政策の形成
過程とその背景に関する研究資料や文献を講読
し、その内容への理解を深めると同時に、日本
外交に関する歴史的研究の基礎的な方法論を習
得する。講義内容は原則として第二次世界大戦
後のいわゆる「冷戦時代」(1940年代から90年
代初頭まで)及び「ポスト冷戦時代」にウェー
トを置く。英文の教科書を使用するが、授業は
日本語で行なわれる。履修要件として「日本の
対外関係2」(OABE344)を同時に履修する必要が
ある。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE046
International
Relations 1A

1 1.0 1・2 秋AB 木4 大友 貴史

国際関係の主要な理論を、英語文献を通して学
習する。国際政治における対立と協調に関する
論文を取り上げ、様々な角度から諸理論・アプ
ローチを批判的に検証することを通し、社会科
学的な分析能力を身に付けることを目標とす
る。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE047
International
Relations 1B

2 1.0 1・2 春AB 火4 大友 貴史

国際関係の主要な理論を、英語文献を通して学
習する。国際政治における対立と協調に関する
論文を取り上げ、様々な角度から諸理論・アプ
ローチを理解することにとどまらず、実際の
ケースに理論を応用する能力を身に付ける。ま
た、理論の政策的なインプリケーションについ
ても検討し、今日の国際関係との関連性を学
ぶ。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE050 比較歴史教育1 1 1.0 1・2 春AB 火5 柴田 政子

比較教育学の理論を、その歴史的発展過程をた
どりながら学ぶ。比較教育学の発展は、ヨー
ロッパにおける近代国民国家の形成という時代
を背景に発展したことを理解するとともに、そ
の後の学問的潮流の変遷、例えば近代化理論・
実証主義・ポスト植民地主義・ポストモダン理
論などとともに変化・発展してきた過程を理解
する。そのことを踏まえ、21世紀のグローバル
社会における共生ということをテーマとした歴
史教育のあり方について、日本と諸外国の事例
(Comparative History Education 1ではとりあ
げないもの)について比較検討する。比較歴史
教育1では、特に戦争など国際紛争と教育とい
う観点から歴史教育の在り方について考察す
る。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE051
Comparative History
Education 1

1 1.0 1・2 秋AB 火5 柴田 政子

比較教育学の理論を、その歴史的発展過程をた
どりながら学ぶ。比較教育学の発展は、ヨー
ロッパにおける近代国民国家の形成という時代
を背景に発展したことを理解するとともに、そ
の後の学問的潮流の変遷、例えば近代化理論・
実証主義・ポスト植民地主義・ポストモダン理
論などとともに変化・発展してきた過程を理解
する。そのことを踏まえ、21世紀のグローバル
社会における共生ということをテーマとした歴
史教育のあり方について、日本と諸外国の事例
について比較検討する。比較歴史教育1では、
特に戦争など国際紛争と教育という観点から歴
史教育の在り方について考察する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE052 計量分析1A 1 1.0 1・2 春AB 月2 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、分析に用いるデータの
調査方法と、計量分析ツールを正しく使うため
の基礎統計の概念について講義する。講義内容
は、計量分析の概要、基礎集計(度数分布)、記
述統計(代表値、散布度)など統計の基本概念を
理解し、計量分析2Aを勉強するための土台作り
を行う。

01DP557, 01DR120と
同一。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE053 計量分析1B 2 1.0 1・2 春AB 木2 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、計量分析1Aに相当する
知識(基礎集計、記述統計)をベースに、分析に
用いる計量分析ツールの正しい使い方を講義す
る。講義内容は、統計分析用ソフトSPSS(場合
によっては、エクセルを並行)を用いて、一連
の分析プロセスや、SPSSの基本操作(データ加
工・整理・基本集計など)を学び、計量分析2B
での高度な分析を行うための土台作りを行う。

対面 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE064 金融1 1 1.0 1・2 春AB 金3 高橋 秀直

この講義の目的は、19世紀末から20世紀にかけ
ての日本経済の発展を国際金融の視点から見直
す講義である。主に、日本が19世紀末のグロー
バル経済に参加した当時の国際金融の世界につ
いて説明する。そのうえで、日本と世界経済の
関わりを検討する。

西暦奇数年度開講。
01DR205と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE065 日本経済発展論 1 1.0 1・2 春C 集中 高橋 秀直

この講義の目的は、19世紀から現在までの日本
経済の発展について学ぶことである。本講義で
は、特に、中心国と周辺国の間の非対称的な国
際関係の視点から、19世紀の日本経済がグロー
バル経済に参入する際に直面した課題を検討す
る。現在の日本は世界経済をけん引する国の一
つとなったが、19世紀末においては、当時のグ
ローバル経済に関わり始めたばかりの新興国の
一つであった。当時の日本経済の経験を学ぶこ
とは、現在のグローバル経済に関わらざるを得
ない新興国にとっても有益な示唆を与えるであ
ろう。参加者には、中心国と周辺国の非対称的
な関係という視点から、ある国の歴史的な発展
過程を検討する課題が与えられる。

英語で講義を行いま
す。
01DQ900, 01DR262,
01DZ140と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)
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科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABE066 世界経済史1 1 1.0 1・2 春AB 水3 田中 洋子

グローバル経済の展開を歴史的にみる観点か
ら、各国の経済発展とそれを支える社会経済的
基盤の形成と変容について、参加者が文献研究
報告ないし論文準備報告を行った上で、解説や
議論を行う。パワーポイントを用いて報告を行
い、質疑応答を行う演習を行う。その中で、自
分の問題意識と先行研究からの論文の問題設
定、それに相応しい研究方法、資料収集と研究
スケジュール、文献の書き方や論文の全体構
成、今後の学会報告や論文投稿などについての
知見を深め、修士論文執筆を行っていくための
基礎を築いていく。

演習。科目等履修生
の場合、事前連絡が
必要である。
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE067
Comparative Labor
Studies 1

1 1.0 1・2 秋AB 水3 田中 洋子

受講生全員が論文準備報告を行い、経済活動の
基盤となる労働関係について比較歴史分析の視
点から少人数で議論を行う。参加者はA4で4~6
枚程度のレジュメないし原稿を用意して発表し
(日本語ないし英語)、論文の問題意識や論理構
成、資料等について、コメント、質疑応答、全
員の議論を通じて内容を深めていく。修士論文
の完成に向かって、論文の問題意識をまとめ、
先行研究をサーベイし、収集した資料のまとめ
と分析を進めながら、論文執筆を行っていく。

演習。科目等履修生
の場合、事前連絡が
必要である。
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE069 地域経済・経営史1B 2 1.0 1・2 春A 木5,6 平沢 照雄

本授業はグローバル競争時代における地域産業
の衰退あるいは再生・活性化について深く理解
する前提として、グローバル競争以前の地域産
業の発展および産業集積の形成・展開について
歴史的に検討することを目標とする。特に本授
業では、都市型産業集積、企業城下町型産業集
積、産地型産業集積の3つのタイプに着目し、
それらの集積の特徴と形成・発展過程について
歴史的に検討することを主なテーマとする。授
業では、毎回、注目される研究事例・文献等を
取り上げ、それについてまず教員が近年の研究
動向を踏まえつつ重要点を説明する。さらに教
員が一方的に講義を行うのではなく、受講生の
報告と討論も取り入れる形で授業を進める予定
である。

受講者多数の場合、
科目等履修者が履修
不可となる場合があ
る。
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE073 法と市民社会1A 1 1.0 1・2 春AB 金3 根本 信義

近代市民社会において成立した法は、一定の理
念、価値に基づいている。他方、グローバル
化、情報化、少子高齢化が進む中で、法は変容
を続けている。このような中で、我々は、法の
根底にある理念、価値を学び直し、変えてはい
けないものと変えるべきものを切り分ける能力
を持たなければならない。そこで、市民社会に
おいて現に起きている事件や論争などの法的問
題を、憲法、刑事法、民事法、他国との比較な
どの観点から検討し、法の理念、価値を理解し
た上で、現実の対応策を提言できるようになる
ことを目指す。授業計画と形式であるが、受講
生からテーマを募り、そのテーマの理解に必要
な基礎的知識について講義をした上で、その
テーマに関する具体的な事件や論争を取り上
げ、討論する。

西暦奇数年度開講。
01DR233と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE074 法と市民社会1B 2 1.0 1・2 秋AB 金3 根本 信義

近代市民社会において成立した法は、一定の理
念、価値に基づいている。他方、グローバル
化、情報化、少子高齢化が進む中で、法は変容
を続けている。このような中で、我々は、法の
根底にある理念、価値を学び直し、変えてはい
けないものと変えるべきものを切り分ける能力
を持たなければならない。そこで、市民社会に
おいて現に起きている事件や論争などの法的問
題を、憲法、刑事法、民事法、他国との比較な
どの観点から検討し、法の理念、価値を理解し
た上で、現実の対応策を提言できるようになる
ことを目指す。授業計画と形式であるが、受講
生からテーマを募り、そのテーマの理解に必要
な基礎的知識について講義をした上で、その
テーマに関する具体的な事件や論争を取り上
げ、討論する。「法と市民社会1A」とは異なる
トピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
01DR234と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE077 多文化共生論1 4 1.0 1・2 春AB 月3 佐藤 麻理絵

本講義では、日本の社会的・文化的多様性を紹
介し、多文化共生をめぐる様々な争点について
探求していきます。
多文化共生とは、現代日本における多様性の問
題を取り上げる際によく使われる言葉です。
1980年代以降、日本には多くの移民が流入し、
日本社会は急速に多文化になりつつあります。
こうした日本で起きている移民や難民をめぐる
実態や共生社会に向けた実践にふれ、多文化共
生社会のあり方や、それを支える法制度や課題
などについて考えます。

西暦奇数年度開講。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE080 日本語会話教育法 2 1.0 1 春AB 水2 関崎 博紀

日本語の会話技術を指導する際に留意すべき点
を考える。まず、会話能力の構成概念の検討、
それに関する先行研究の講読、及び、習得理論
上での位置づけの検討を行う。その上で、受講
生を学生に見立てた教壇実習と振り返りを行
い、習得を促進させるのに必要な先鋭的取り組
みを生み出す。

対面

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE083
日本語教育と社会言語
学

2 1.0 1 春AB 金2
ルート ヴァン
バーレン

急変する社会の中でことばがどのように変化
し、その変化がコミュニケーションへどのよう
な影響を与えるかを考える。他言語にも触れな
がら、主に日本の社会と日本語との関連を扱う
文献を通して社会言語学の手法を学ぶ。受講者
が順番に自らの興味に合ったテーマの研究論文
を選択し、研究内容を発表し、有益なポイント
と疑問点を述べる。受講者全員と議論しなが
ら、日本語教育上の問題点や、日本語教育への
応用を考える。授業での使用言語(日本語・英
語)は受講者と相談のうえで決める。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る
対面(オンライン併用
型)

△

各組織の事情,及び各科目の特性
並びに教育機器等の台数等により
受け入れることが出来ないため

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE084 日本語教育原論 2 1.0 1 春AB 水5

チョーハン アヌ
ブティ,ルート
ヴァンバーレン,
関崎 博紀,小野
正樹,伊藤 秀明,
井出 里咲子,高
木 智世,ブッ
シュネル ケード
コンラン,文 昶
允,波多野 博顕

日本語教育領域に関連する基礎的な知識を学ぶ
と同時に、日本語学習者、日本語教室、教材開
発、日本語の文法・会話・作文・読解・聴解な
どの技能別指導方法、日本の社会や文化、異文
化コミュニケーション、会話分析、語用論など
の観点から日本語教育現場への応用について学
ぶ。授業担当は日本語教育学コースを担当する
教員がオムニバスで担当する。

科目等履修生の条
件：旧・日本語教師
養成プログラム修了
者に限る
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)
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0ABE085 日本語教育評価法 2 1.0 1 春AB 水7

チョーハン アヌ
ブティ,ルート
ヴァンバーレン,
関崎 博紀,伊藤
秀明,小野 正樹,
井出 里咲子,高
木 智世,ブッ
シュネル ケード
コンラン,文 昶
允,波多野 博顕

日本語教育原論と連動する形で、日本語教育原
論で学んだ指導方法をもとに、評価やテスティ
ングについて考える。日本語の文法・会話・作
文・読解・聴解、日本の社会や文化、異文化コ
ミュニケーション、社会言語学、会話分析、語
用論などの観点を踏まえつつ、学習効果の評価
がいかに可能であるかを、テストの作成、イン
タビューやポートフォリオ作成といった実践を
通して学ぶ。授業担当は日本語教育学コースを
担当する教員がオムニバスで担当する。

科目等履修生の条
件：旧・日本語教師
養成プログラム修了
者に限る
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE087
日本語教育のための文
法研究

4 1.0 1・2 秋AB 金2
チョーハン アヌ
ブティ

文法研究の一種である日本語教育文法研究につ
いての基礎知識や研究手法を学ぶ。受講生は、
日本語教育文法に関する基礎的な文献および研
究論文を講読し、文法教育の役割、日本語教育
上の問題点について考えながら、文法を指導す
る際の留意すべき点・日本語教育現場への応用
について議論する。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る
対面 △

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE088
日本語教育とデータ分
析

4 1.0 1・2 秋AB 月4 波多野 博顕

日本語教育においてデータサイエンス的な手法
による研究は益々増えており、また、そのよう
な文献から自身の研究にとって新たな知見を得
る機会も多い。この授業では、日本語教育研究
で扱われる機会の多い各種データについて、定
量分析の観点から実践的な理解を深めることを
目的とする。主な対象は、テキスト・音声・評
価のデータで、関連文献を精読するとともに、
分析ツールを用いてデータ処理の作業を試み
る。また、表やグラフによる効果的な可視化
や、目的に合った適切な統計手法についても学
ぶ。作業のため受講生はPCが必須であるが、用
いるツールはいずれも専門分野では標準的かつ
無料で提供されているものである。以上の経験
を通して、データ運用力の向上を図るととも
に、分析的観点から文献を読む力を養う。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る
対面

△

履修許可者のみ 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE089
日本語教育のための第
二言語習得論

4 1.0 1・2 春AB 月4
ブッシュネル
ケード コンラン

第二言語習得に関する基礎知識と概念を確認し
ながら、特に日本語教育の中で理論をどのよう
に実践に活かしたらいいのかについて考えてゆ
く。

科目等履修生の条
件：旧・日本語教師
養成プログラム修了
者に限る
対面(オンライン併用
型)

△

各組織の事情,及び各科目の特性
並びに教育機器等の台数等により
受け入れることが出来ないため

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE160 ミクロ経済学基礎1 1 1.0 1・2 春AB 金3 福住 多一

この授業は講義形式で行う。目標として、まず
ミクロ経済理論の基本を理解する。そしてこの
理論の経済現象への典型的な応用研究例を学
ぶ。ミクロ理論の内容は、完全競争市場におけ
る家計と企業の理論及びこれらの双対理論、完
全競争市場における市場均衡点の性質である。
これらを学んだうえで、部分均衡に関する実験
経済学、需要の価格弾力性の実証研究、生産関
数・費用関数の実証研究、経済厚生の租税の転
嫁と帰着、国際貿易理論などの基礎的な研究例
を紹介する。

西暦奇数年度開講。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE161
Foundation of
Microeconomics 1

1 1.0 1・2 秋AB 金3 福住 多一

この講義ではミクロ経済学の中級レベルの理論
と、その応用が紹介される。理論のトピックス
は一般均衡理論と不完全競争市場の理論からな
る。この講義の目標は、これらの理論を用い
て、以下の経済現象を分析することである。一
般均衡理論においては、動学的なマクロ経済モ
デルが紹介され、それを用いて社会保障問題が
検討される。不完全競争市場の理論では、企業
の独占的競争理論が扱われ、それが景気循環の
マクロ経済モデルに応用される。

西暦奇数年度開講。
英語で授業。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

専門科目

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABE316
翻訳からみた日本と東
アジアの文化1

1 1.0 1・2 春AB 火4 嚴 錫仁

漢字・漢文は日本語・日本文化の形成と発展に
とって二重的構造を持つ他者である。この授業
では、固有の日本語に対する「漢語」、大陸の
文化を受け入れるために独自に発展させてきた
「訓読」、そして明治期の西洋文明の導入にお
ける「翻訳」を対象として、日本文化における
漢字・漢文・翻訳の問題の諸相を考察する。荻
生徂徠の『訳文筌蹄』をはじめとして、これら
の問題に関わる研究書や論文を紹介し一緒に読
みながら、討議・説明していく。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE329
東アジアの古典学と文
字文化2B

4 1.0 1・2 秋AB 火3 葛西 太一

尾張出身の国学者である河村秀根・益根父子の
手になる『書紀集解』（天明五年〔1785年〕自
序）を会読する。同書は『日本書紀』の出典研
究を推進した画期的な注釈書として知られる。
本授業では、漢籍を広く渉猟する『書紀集解』
を通して『日本書紀』の解釈を進めるととも
に、東アジアに共有される訓詁注釈の方法を具
体的に学び、古典籍が注釈書によって享受され
てきたことを発展的に捉える機会としたい。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE330 メディア研究2 1 1.0 1・2 春AB 火4 海後 宗男

この授業では、メディアとコミュニケーション
の研究方法に関する文献を輪読する。主にメ
ディア研究方法について学習する。メディアの
実証研究の読み方及び実証研究を実施する際に
必要になる能力を習得することを目標とする。
指定された文献を図書館のデータベースよりダ
ウンロードし、授業のときまでに読み、事前に
レポートをウェブにて提出する。授業では文献
に関するディスカッションとプレゼンテーショ
ンを行い、他の履修生と情報共有し、授業後に
その活動内容を報告する。これを、各回実施す
る。「メディア研究 1」とは異なるトピックス
を扱う。

西暦奇数年度開講。
01DR388と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE331
メディア思想と日本社
会2

1 1.0 1・2 秋AB 火5 白戸 健一郎

本授業はメディア研究の生成とその歴史的社会
的背景を考えるものである。マス・メディアが
誕生して以降、メディアは政治経済文化などさ
まざまな現象に影響を与え、また影響を受けて
きた。メディア研究にはそのような歴史的社会
的背景が色濃く影響している。本授業では、メ
ディア研究やその中の種々の理論や批評がいか
にして生まれたのかを歴史的社会的連関の中で
考察し、そこから透過できる日本社会とメディ
ア思想についての理解を深めることを目的とし
ている。授業は適切なメディア研究と近現代日
本史に関するテキストを選別し、担当箇所を受
講生が報告し、全体で議論を進め、理解を深め
ていく輪読形式をとる。これをつうじて先行研
究の把握と論文における課題設定の方法、論理
的実証的な研究の進め方について学習する。
「メディア思想と日本社会1」とは異なるト
ピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

30 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABE333 日本語相互行為分析2 2 1.0 1・2 秋AB 金3 高木 智世

近年、会話分析や相互行為言語学の手法を用い
た研究によって、日本語という言語に用意され
ている言語資源(語順、助詞、省略、フィラー
など)が、日本語を用いた相互行為の組織にど
のように利用されているかが次々に明らかにさ
れている。本講義では、これらの研究論文を精
読し、その手法や知見を理解する。その上で、
相互行為分析の対象として未だ取り上げられて
いない日本語現象について会話分析的な分析を
行い、新たな知見を引き出すことを試みる。こ
の作業を通して、言語が根源的に社会的なもの
であることの理解を深める。

オンライン(対面併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE334
日常会話のエスノグラ
フィー2

2 1.0 1・2 春AB 水3 井出 里咲子

当たり前の現象としてある「日常会話」から社
会と文化に切り込む方法について学える。言語
人類学の会話やディスコースへのアプローチを
理論的に学び、談話や会話を分析する上での方
法論について考える。「日常会話のエスノグラ
フィー1」とは異なるトピックスを扱う。

対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE340 日本政治と市民社会2 2 1.0 1・2 春AB 金2 山本 英弘

「日本政治と市民社会1」に引き続き、日本の
政治や市民社会に関する日本語の文献を講読
し、その内容を深く理解するとともに、社会科
学における研究の方法等を修得する。とりわ
け、比較という視座から日本の市民社会を相対
化して捉えられるようになることを目指す。こ
の授業では、国家と市民社会との関係に焦点を
合わせて議論する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE341
Japan's Politics and
Civil Society 2

2 1.0 1・2 秋AB 金2 山本 英弘

"Japan's Politics and Civil Society 1"に引
き続き、日本の政治や市民社会に関する英語の
文献を講読し、その内容を深く理解するととも
に、社会科学における研究の方法等を修得す
る。とりわけ、比較という視座から日本の市民
社会を相対化して捉えられるようになることを
目指す。この授業では、国家と市民社会との関
係に焦点を合わせて議論する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE342 比較政治2 2 1.0 1・2 秋AB 月4 関 能徳

比較政治研究の体系的理解と実践のために、比
較政治制度論、比較政治行動論、比較政治経済
学、政治学方法論などの分野の代表的な文献を
精読し批判的に考察する。

西暦奇数年度開講。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE343
Comparative Politics
2

2 1.0 1・2 春AB 月4 関 能徳

比較政治研究の体系的理解と実践のために、比
較政治制度論、比較政治行動論、比較政治経済
学、政治学方法論などの分野の代表的な文献を
精読し批判的に考察する。

西暦奇数年度開講。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE344 日本の対外関係2 2 1.0 1・2 春AB 火5 潘 亮

本講義においては近現代日本の対外政策の形成
過程とその背景に関する研究資料や文献を講読
し、その内容への理解を深めると同時に、日本
外交に関する歴史的研究の基礎的な方法論を習
得する。講義内容は原則として第二次世界大戦
後のいわゆる「冷戦時代」(1940年代から90年
代初頭まで)及び「ポスト冷戦時代」にウェー
トを置く。英文の教科書を使用するが、授業は
日本語で行なわれる。履修要件として「日本の
対外関係1」(OABE044)を同時に履修する必要が
ある。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE352 計量分析2A 1 1.0 1・2 春AB 月3 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、分析に用いるデータの
調査方法と、計量分析ツールを正しく使うため
の基礎統計の概念について講義する。講義内容
は、計量分析1Aで学んだ知識(基礎集計、記述
統計)を土台とし、関連分析(相関分析、回帰分
析)を中心とした、計量分析の入門的な概念を
理解し、発展させる。

対面 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE353 計量分析2B 2 1.0 1・2 春AB 木3 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、計量分析2Aに相当する
知識(相関分析、回帰分析)をベースに、分析に
用いる計量分析ツールの正しい使い方を講義す
る。講義内容は、統計分析用ソフトSPSS(場合
によっては、エクセルを並行)を用いて、計量
分析1Bで学んだSPSSの基本操作(データ加工・
整理・基本集計など)を土台とし、高度な分析
(相関分析、回帰分析、因子分析、各種検定な
ど)を行う。

01DR123と同一。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE368 地域経済・経営史2B 2 1.0 1・2 秋A 木5,6 平沢 照雄

本授業はグローバル競争下における地域産業の
衰退あるいは再生・活性化に関して、グローバ
ル競争に突入する以前の地域産業あるいは産業
集積の発展と対比させつつ検討することを目標
とする。特に本授業では、都市型産業集積、企
業城下町型産業集積、産地型産業集積の3つの
タイプに着目し、グローバル競争下における産
業構造の変化や直面する課題、地域・集積内で
取り組まれている再生策(産学連携等)について
検討することを主なテーマとする。授業では、
毎回、注目される研究テーマ・事例・文献等を
取り上げ、それについてまず教員が近年の研究
動向を踏まえつつ重要点を説明する。さらに教
員が一方的に講義を行うのではなく、受講生の
報告と討論も取り入れる形で授業を進める予定
である。「地域経済・経営史1B」とは異なるト
ピックスを扱う。

受講者多数の場合、
科目等履修者が履修
不可となる場合があ
る。
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE370 Media Research 2 1 1.0 1・2 秋AB 火4 海後 宗男

この授業は英語でメディアに関する研究方法を
学習する。実証研究における分析手法を学ぶ。
多変量解析などの活用方法を理解できるように
なる。この授業では、指定された文献を図書館
のデータベースよりダウンロードし、授業のと
きまでに読み、事前にレポートをウェブにて提
出する。授業では文献に関するディスカッショ
ンとプレゼンテーションを行い、他の履修生と
情報共有し、授業後にその活動内容を報告す
る。これを、各回実施する。「Media Research
1」とは異なるトピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
01DR390と同一。
要望があれば英語で
授業. 対面(オンライ
ン併用型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE380 日本語教育研究概論 2 1.0 1 秋AB 水5

関崎 博紀,
チョーハン アヌ
ブティ,文 昶允,
伊藤 秀明,小野
正樹,高木 智世,
ブッシュネル
ケード コンラ
ン,ルート ヴァ
ンバーレン,波多
野 博顕

日本語教育原論での基礎知識を踏まえ、日本語
教育に関する研究論文を書くための講義をオム
ニバス形式で行う。コース前半では、研究論文
を書く方法として、先行研究批判方法や、オリ
ジナリティと論理性の示し方、調査方法、引
用、剽窃、データの扱い方を講義する。その上
で、教員の専門性を伝えるべく、文章・談話研
究の方法、自然会話研究の方法、ポライトネス
研究の方法、 日本語学習者研究の方法など、
日本語教育に必要な研究方法を学ぶ。

科目等履修生の条
件：旧・日本語教師
養成プログラム修了
者に限る
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

31 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0ABE381 日本語語用論研究 2 1.0 1 秋AB 月2 小野 正樹

言語研究の中でも、20世紀後半から発達した、
話者と聴者のコミュニケーションを扱う伝統的
語用論研究、事態の認識方法に関わる認知言語
学、人間関係維持を重んじたポライトネス理論
の研究内容や手法を学ぶ。認知に関わる言語の
主観性表現や、聴者や発話の場を鑑みた表現方
法について、予め決められた発表者が該当論文
を扱う。発表者は論文の要旨を述べ、疑問点や
議論したいテーマを設定する。それを受けて、
受講者は具体的例を挙げながら、議論し、日本
語教育上の問題点や、日本語教育への応用を考
える。

科目等履修生の条
件：旧・日本語教師
養成プログラム修了
者に限る。人社A202
対面(オンライン併用
型)

△

履修許可者のみ 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE382 ICTと日本語教育研究 2 1.0 1 秋AB 木4 伊藤 秀明

ICTを利用した日本語教育関連の文献・ツール
を通して、ICTを活用した日本語教育研究につ
いての基礎知識・研究手法について学ぶ。受講
者はICTを活用した日本語教育関連の文献や
ツールの内容を発表し、受講者全体で効果的な
点や疑問点・改善点について議論する。その議
論を通して、ICTを活用した日本語教育の研究
についての理解を深める。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る。人社A316
対面(オンライン併用
型)

△

各組織の事情,及び各科目の特性
並びに教育機器等の台数等により
受け入れることが出来ないため

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE383 日本語教育実践研究1 3 3.0 1 秋ABC 応談

伊藤 秀明,文 昶
允,ルート ヴァ
ンバーレン,小野
正樹,関崎 博紀,
ブッシュネル
ケード コンラ
ン,チョーハン
アヌブティ,波多
野 博顕

筑波大学グローバルコミュニケーション教育セ
ンターで開講されている、日本語教育コース専
任教員が担当する初級レベルの総合日本語か
ら、中級日本語、上級日本語レベルの読む、書
く、聞く、話すなどの技能別日本語の中で、受
講生自身が強い興味・関心のある授業を、担当
教員と相談の上、選択し、授業運営方法、教育
方法を学ぶ。授業担当教員教員の指示に従って
教室活動、教材作成に関わる教育実習を行い、
実践的日本語教育能力を高めることを目的とす
る。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE384 日本語教育実践研究2 3 3.0 2 春ABC 応談

文 昶允,伊藤 秀
明,波多野 博顕,
ブッシュネル
ケード コンラ
ン,小野 正樹,関
崎 博紀,ルート
ヴァンバーレン,
チョーハン アヌ
ブティ

日本語教育実践研究1を承けて、受講生は本学
で学ぶ日本語学習者が求める日本語教育内容を
検討し、初級レベルの学習者を中心に実際のク
ラス運営を行う。クラス運営は、2~3名から成
るグループ単位で行う。指導内容を設定し、そ
の内容に基づいてシラバス作成、参加者の募集
とレベルチェック、授業、評価、及び、クラス
運営に関する振り返りを行う。日本語教育コー
ス専任教員がグループに分かれて、教育内容、
振り返りを確認、助言し、実践的日本語教育能
力を高めることを目的とする。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

0ABE386
日本語教育のための音
声学・音韻論

4 1.0 1・2 春AB 火3 文 昶允

日本語音声学・音韻論の基礎知識を身に着ける
とともに,日本語教育への応用を目指す。授業
では,日本語音声学・音韻論の基礎力・応用力
を養うために,関連する文献講読および討論を
行う。

科目等履修生の条
件：日本語教師養成
プログラム修了者に
限る
対面(オンライン併用
型)

△

各組織の事情,及び各科目の特性
並びに教育機器等の台数等により
受け入れることが出来ないため

国際日本研究学位プ
ログラム(博士前期
課程)

32 20230214



国際日本研究学位プログラム(博士後期課程)

専門科目

科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBE111 韓国社会と家2 2 1.0 1 - 3 秋AB 火2 嚴 錫仁

韓国社会における「家」について他文化圏との
比較考察を交えつつ学ぶ。韓国の「家」は、伝
統的に儒教思想の強い影響下にあったが、植民
地の時代を経ながら、また近代化の進行の中で
変貌を余儀なくされている。現代においては高
齢化問題、少子化問題の深刻化が進み、政治・
社会・経済の変動にともなう、老父母扶養の問
題、夫婦間の役割問題、親子間の価値観問題な
ども顕在化している。この授業では、主に韓国
の伝統的な家族倫理と家庭教育の内容に関する
諸文献を講読しながら、中国、日本の「家」と
の比較考察を行う。

西暦奇数年度開講。
02DMK05と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE302
コミュニケーションの
人類学1A

2 1.0 1 - 3 春AB 木4 井出 里咲子

文化社会的な場に埋め込まれた実践行動として
のコミュニケーションを、言語人類学の手法を
通して記述/解釈する方法について学ぶ。また
英語と日本語のエスノグラフィーのケーススタ
ディ論文を読み、それを土台として議論を行う
力を養う。受講者各自がデータ収集を行う
(フィールドワークと相互行為の文字化)体験を
通して、自律的にコミュニケーションを分析す
る方法を学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DMW41と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE303
コミュニケーションの
人類学1B

2 1.0 1 - 3 秋AB 木4 井出 里咲子

文化社会的な場に埋め込まれた実践行動として
のコミュニケーションを、言語人類学の手法を
通して記述/解釈する方法について学ぶ。また
英語と日本語のエスノグラフィーのケーススタ
ディ論文を読み、それを土台として議論を行う
力を養う。受講者各自がデータ収集を行う
(フィールドワークと相互行為の文字化)体験を
通して、自律的にコミュニケーションを分析す
る方法を学ぶ。「コミュニケーションの人類学
1A」とは異なるトピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
02DMW42と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE306 相互行為分析研究1A 2 1.0 1 - 3 春AB 金5 高木 智世

社会学者のHarvey Sacks, Emanuel Schegloff,
Gail Jeffersonらによって開発された、相互行
為組織の研究法である「会話分析」において、
最も重要な分析概念の一つである「行為形成
(action formation)」に関連する主要文献を精
読し、議論することによって正確な理解を深め
る。また、各論文における記述や主張が、実際
の日本語における社会的行為の産出と理解につ
いての記述にどのように適用可能かを検討す
る。これらの作業を通して、社会的行為を産出
し、理解するというのはいかなることかという
根源的問いに対する洞察を深める。

西暦奇数年度開講。
02DMW37と同一。
オンライン(対面併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE307 相互行為分析研究1B 2 1.0 1 - 3 秋AB 金5 高木 智世

社会学者のHarvey Sacks, Emanuel Schegloff,
Gail Jeffersonらによって開発された、相互行
為組織の研究法である「会話分析」の理論的背
景・視点・方法論的意義等について、重要文献
を中心に精読し、議論することによって正確な
理解を深める。また、その理解を踏まえた上
で、モデルとなる先行研究論文を具体的に検討
することを通して、会話分析的研究として論文
を作成する際のポイントについて学ぶ。さら
に、受講生自身が執筆中の研究論文について、
相互に検討・討議し、質の高い投稿論文に仕上
げる技術を身につける。

西暦奇数年度開講。
02DMW38と同一。
オンライン(対面併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE310
メディア思想と日本社
会3

4 1.0 1 - 3 春AB 火4 白戸 健一郎

本授業はメディア研究の生成とその歴史的社会
的背景を考えるものである。マス・メディアが
誕生して以降、メディアは政治経済文化などさ
まざまな現象に影響を与え、また影響を受けて
きた。メディア研究にはそのような歴史的社会
的背景が色濃く影響している。本授業では、メ
ディア研究やその中の種々の理論や批評がいか
にして生まれたのかを歴史的社会的連関の中で
考察し、そこから透過できる日本社会とメディ
ア思想についての理解を深めることを目的とし
ている。授業は適切なメディア研究と近現代日
本史に関するテキストを選別し、担当箇所を受
講生が報告し、全体で議論を進め、理解を深め
ていく輪読形式をとる。これをつうじて先行研
究の把握と論文における課題設定の方法、論理
的実証的な研究の進め方について学習する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE311
メディア思想と日本社
会4

4 1.0 1 - 3 秋AB 火4 白戸 健一郎

本授業はメディア研究の生成とその歴史的社会
的背景を考えるものである。マス・メディアが
誕生して以降、メディアは政治経済文化などさ
まざまな現象に影響を与え、また影響を受けて
きた。メディア研究にはそのような歴史的社会
的背景が色濃く影響している。本授業では、メ
ディア研究やその中の種々の理論や批評がいか
にして生まれたのかを歴史的社会的連関の中で
考察し、そこから透過できる日本社会とメディ
ア思想についての理解を深めることを目的とし
ている。授業は適切なメディア研究と近現代日
本史に関するテキストを選別し、担当箇所を受
講生が報告し、全体で議論を進め、理解を深め
ていく輪読形式をとる。これをつうじて先行研
究の把握と論文における課題設定の方法、論理
的実証的な研究の進め方について学習する。
「メディア思想と日本社会3」とは異なるト
ピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE401 日本政治と市民社会4 2 1.0 1 - 3 春AB 金3 山本 英弘

「日本政治と市民社会3」に引き続き、日本の
政治や市民社会に関する日本語の文献(「日本
政治と市民社会3」では取り上げなかったもの)
を講読し、その内容を深く理解するとともに、
受講者自身の研究に活かしていく。そのため、
受講者の研究関心に応じた文献をを精読したう
えで、課題設定、研究方法、議論の含意等につ
いて批判的に検討する。

西暦奇数年度開講。
02DMP21と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE403
Japan's Politics and
Civil Society 4

2 1.0 1 - 3 秋AB 金3 山本 英弘

"Japan's Politics and Civil Society 3"に引
き続き、日本の政治や市民社会に関する英語の
文献("Japan's Politics and Civil Society 3
で"は取り上げなかったもの)を講読し、その内
容を深く理解するとともに、受講者自身の研究
に活かしていく。そのため、受講者の研究関心
に応じた文献をを精読したうえで、課題設定、
研究方法、議論の含意等について批判的に検討
する。

西暦奇数年度開講。
02DMP20と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)
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科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBE405 比較政治4 2 1.0 1 - 3 秋AB 月5 関 能徳

本科目の目的は、政治学のトップ・ジャーナル
に掲載された論文(「比較政治3」、
「Comparative Politics 3」、「Comparative
Politics 4」で取り上げなかったもの)の講読
を通して、比較政治の理論や方法に関する理解
を深め、受講者が査読付学術誌に出版できる能
力を身に着けることにある。受講者は自身の論
文を報告し、他の参加者や担当教員との議論を
通して、論文の質を向上させることが期待され
る。

西暦奇数年度開講。
02DME76と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE406
Comparative Politics
3

2 1.0 1 - 3 春AB 月5 関 能徳

本科目の目的は、政治学のトップ・ジャーナル
に掲載された論文(「比較政治3」、「比較政治
4」、「Comparative Politics 4」で取り上げ
なかったもの)の講読を通して、比較政治の理
論や方法に関する理解を深め、受講者が博士論
文の着想を得ることにある。受講者は自身の論
文や研究計画を報告し、他の参加者との議論を
通して、論文の質を向上させることが期待され
る。

西暦奇数年度開講。
02DME75と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE412
International
Relations 3A

2 1.0 1 - 3 秋AB 木3 大友 貴史

本科目の目的は、様々な文献を通し国際関係の
理論やアプローチに関する理解を深め、受講者
の社会科学的な分析能力をさらに身につけると
ころにある。また、受講者は関心のある研究対
象について報告をすることを通し、分析を進め
る上で核となる方法論や議論の組み立て方につ
いて学ぶ。

西暦奇数年度開講。
02DMP05と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE413
International
Relations 3B

2 1.0 1 - 3 春AB 火3 大友 貴史

本科目の目的は、様々な文献を通し国際関係の
理論やアプローチに関する理解を深め、受講者
の社会科学的な分析能力をさらに身につけると
ころにある。また、受講者が関心のある研究対
象についての報告、そして参加者との討論を通
し、分析を進める上で核となる方法論や議論の
組み立て方について共に考える。受講者は、他
の学生の論文に対して、建設的なコメントをす
ることが求められる。

西暦奇数年度開講。
02DMQ33と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE500 教育政策論1 2 1.0 1 - 3 春AB 火6 柴田 政子

近代国民国家の形成過程における公的教育制度
の発展について考察する。具体的事例として、
18世紀から19世紀にかけて発展したドイツ(プ
ロシア)と、フランス革命以降のフランス、並
びに幕末から明治初期の日本の事例を中心に扱
う。これら事例にいては、ナショナリズムと教
育・国民アイデンティティの形成と教育・近代
工業化と教育という3つの視点から検討する。
さらに、近代以降の日本と諸外国における社会
変遷と教育政策の役割の相互関係についても議
論する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE502 Educational Policy 1 2 1.0 1 - 3 秋AB 火6 柴田 政子

近代国民国家の形成過程における公的教育制度
の発展について考察する。具体的事例として、
18世紀から19世紀にかけて発展したドイツ(プ
ロシア)と、フランス革命以降のフランス、並
びに幕末から明治初期の日本の事例(「教育政
策1」「同2」で取り上げなかったもの)を中心
に扱う。これら事例にいては、ナショナリズム
と教育・国民アイデンティティの形成と教育・
近代工業化と教育という3つの視点から検討す
る。さらに、近代以降の日本と諸外国における
社会変遷と教育政策の役割の相互関係について
も議論する。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE504 計量分析3A 1 1.0 1 - 3 春AB 月5 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、分析に用いるデータの
調査方法と、計量分析ツールを正しく使うため
の基礎統計の概念について講義する。講義内容
は、計量分析の概要、基礎集計(度数分布)、記
述統計(代表値、散布度)など統計の基本概念を
理解し、計量分析4Aを勉強するための土台作り
を行う。また、これらの知識を取得している場
合は、多変量分析の基礎部分(各種検定、相関
分析、回帰分析、カテゴリカル回帰分析、ロジ
スティック分析)で、柔軟に講義する。

02DME14と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE505 計量分析3B 2 1.0 1 - 3 春AB 月6 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、計量分析3Aに相当する
知識(基礎集計、記述統計)をベースに、分析に
用いる計量分析ツールの正しい使い方を講義す
る。講義内容は、統計分析用ソフトSPSS(場合
によっては、エクセルを並行)を用いて、一連
の分析プロセスや、SPSSの基本操作(データ加
工・整理・基本集計など)を学び、計量分析4B
での高度な分析を行うための土台作りを行う。

02DME16と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE506 計量分析4A 1 1.0 1 - 3 春AB 木5 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、分析に用いるデータの
調査方法と、計量分析ツールを正しく使うため
の基礎統計の概念について講義する。講義内容
は、計量分析3Aで学んだ知識(基礎集計、記述
統計)を土台とし、関連分析(相関分析、回帰分
析)を中心とした、計量分析の入門的な概念を
理解し、発展させる。また、これらの知識を取
得している場合は、多変量分析の高度な部分
(主成分分析、因子分析、判別分析、クラスタ
分析、テキスト分析など)で、柔軟に講義す
る。

02DME15と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE507 計量分析4B 2 1.0 1 - 3 春AB 木6 崔 宰栄

計量分析は、社会の様々な分野での諸現象や実
態を取り巻く溢れる情報から、現象や実態の把
握、物事の意味付け、簡略化、客観化、推定等
のため、多くの分野で用いる分析ツールの一つ
である。この授業では、計量分析4Aに相当する
知識(相関分析、回帰分析)をベースに、分析に
用いる計量分析ツールの正しい使い方を講義す
る。講義内容は、統計分析用ソフトSPSS(場合
によっては、エクセルを並行)を用いて、計量
分析3Bで学んだSPSSの基本操作(データ加工・
整理・基本集計など)を土台とし、高度な分析
(相関分析、回帰分析、因子分析、各種検定な
ど)を行う。

02DME17と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBE613 世界経済史4 2 1.0 1 - 3 春AB 応談 田中 洋子

グローバル経済の展開を歴史的にみる観点か
ら、各国の経済発展とそれを支える社会経済的
基盤の形成と変容について、少人数ないし個別
面談の形で論文準備報告を行う。報告では、博
士論文の一章分、ないし投稿論文、あるいは学
会報告プロシーディングス等のフルペーパーを
提出することを原則とする。これにもとづいて
PPTで報告し、口頭報告、意見や質問に対する
応答演習を行いつつ、コメントや全体での議論
を通じて論文構成の長所および問題点について
の認識を深める。論文の問題意識や論理構成、
資料分析等について議論を通じてチェックする
とともに、執筆のスケジューリング、国内外で
の学会報告の計画準備を確認しつつ、論文を一
章ずつ書き上げていく。

演習。科目等履修生
の場合、事前連絡が
必要である。
西暦奇数年度開講。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE615
Comparative Labor
Studies 4

2 1.0 1 - 3 秋AB 応談 田中 洋子

経済活動の基盤となる労働関係について比較歴
史分析の視点から、少人数ないし個別面談の形
で論文準備報告を行う。報告では、博士論文の
一章分、ないし投稿論文、あるいは学会報告プ
ロシーディングス等のフルペーパーを提出する
ことを原則とする。これにもとづいてPPTで報
告し、口頭報告、意見や質問に対する応答演習
を行いつつ、コメントや全体での議論を通じて
論文構成の長所および問題点についての認識を
深める。論文の問題意識や論理構成、資料分析
等について議論を通じてチェックするととも
に、執筆のスケジューリング、国内外での学会
報告の計画準備を確認しつつ、論文を一章ずつ
書き上げていく。

演習。科目等履修生
の場合、事前連絡が
必要である。
西暦奇数年度開講。
02DMQ20と同一。
対面

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE616 地域経済・経営史3A 2 1.0 1 - 3 春B 応談 平沢 照雄

本授業はグローバル競争時代の地域企業経営お
よびその課題について専門的に研究する前提と
して、グローバル競争以前の経営・事業展開を
歴史的に検討することを目標とする。その場
合、本授業では、経済の発展に貢献することを
強く意識した「地域貢献型企業」や、地域に存
在する「ニッチ・トップ企業」、「研究開発重
視型企業」、「自立志向型企業」などに着目
し、その事業展開を歴史的に検討することを主
なテーマとする。授業にあたっては、教員が着
目する事例を予め提示し、その事例の重要点に
ついて説明する。それを踏まえ担当者が当該事
例に関する調査結果を持ち寄り報告し、受講生
全員による検討・討論を行うという形で授業を
進める予定である。

受講者多数の場合、
科目等履修者が履修
不可となる場合があ
る。
西暦奇数年度開講。
02DME28と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE617 地域経済・経営史3B 2 1.0 1 - 3 秋A 木1,2 平沢 照雄

本授業はグローバル競争時代における地域産業
の衰退あるいは再生・活性化について専門的に
研究する前提として、グローバル競争以前の地
域産業の発展および産業集積の形成・展開につ
いて歴史的に検討することを目標とする。その
場合、本授業では、地域経済の発展を支えてき
た基軸産業の歴史的な変遷や地域内における
キー・プレイヤーの変遷などに着目し、地域経
済発展のダイナミズムを明らかにすることを主
なテーマとする。授業にあたっては、教員が着
目する事例を予め提示し、その事例の重要点に
ついて説明する。それを踏まえ担当者が当該事
例に関する調査結果を持ち寄り報告し、受講生
全員による検討・討論を行うという形で授業を
進める予定である。

受講者多数の場合、
科目等履修者が履修
不可となる場合があ
る。
西暦奇数年度開講。
02DME29と同一。
対面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE702
Global Society and
Information 1

2 1.0 1 - 3 秋AB 応談
川﨑 レスリー
タック

この授業の目的は、一般に世界における、特に
日本と東南アジアにおける、情報化社会に関連
する問題やトピックの概要を学生に提供するこ
とである。 ソフトパワー、国家ブランディン
グ、国家の情報セキュリティ・インフラストラ
クチャー、選択された国の間でのインターネッ
トの自由や制限の比較など、現在の話題を探求
する。

要望があれば英語で
授業. 対面(オンライ
ン併用型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE703
Global Society and
Information 2

2 1.0 1 - 3 春AB 応談
川﨑 レスリー
タック

この授業の目的は、一般に世界における、特に
日本と東南アジアにおける、情報化社会に関連
する問題やトピックの概要を学生に提供するこ
とです。 ソフトパワー、国家ブランディン
グ、国家の情報セキュリティ・インフラストラ
クチャー、選択された国の間でのインターネッ
トの自由や制限の比較など、現在の話題を探求
します。「Global Society & Information1」
とは異なるトピックスを扱う。

要望があれば英語で
授業. 対面(オンライ
ン併用型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE708 法と市民社会3A 2 1.0 1 - 3 春AB 応談 根本 信義

近代市民社会において成立した法は、一定の理
念、価値に基づいている。他方、グローバル
化、情報化、少子高齢化が進む中で、法は変容
を続けている。このような中で、我々は、法の
根底にある理念、価値を学び直し、変えてはい
けないものと変えるべきものを切り分ける能力
を持たなければならない。そこで、市民社会に
おいて現に起きている事件や論争などの法的問
題を、憲法、刑事法、民事法、他国との比較な
どの観点から検討し、法の理念、価値を理解し
た上で、現実の対応策を提言できるようになる
ことを目指す。

西暦奇数年度開講。
02DME40と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE709 法と市民社会3B 2 1.0 1 - 3 秋AB 応談 根本 信義

近代市民社会において成立した法は、一定の理
念、価値に基づいている。他方、グローバル
化、情報化、少子高齢化が進む中で、法は変容
を続けている。このような中で、我々は、法の
根底にある理念、価値を学び直し、変えてはい
けないものと変えるべきものを切り分ける能力
を持たなければならない。そこで、市民社会に
おいて現に起きている事件や論争などの法的問
題を、憲法、刑事法、民事法、他国との比較な
どの観点から検討し、法の理念、価値を理解し
た上で、現実の対応策を提言できるようになる
ことを目指す。

西暦奇数年度開講。
02DME41と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE814 言語と行動理論研究1A 2 1.0 1・2 春AB 金3 小野 正樹

日本語を中心として、日本語らしさの文法形式
と談話や、それを分析するための言語研究や、
日本語学習者に焦点を当てた学習者の日本語観
察や、日本語教師の視点からの教授法など、日
本語教育の応用を目指した研究を、先行研究を
踏まえて、毎回決められた受講生が発表する。
それを受けて、参加者間で議論を行う。発表者
には、博士論文完成のため、他の受講者と徹底
的な議論を行えるような、レジュメ作成技術を
求め、受講者には批判的な意見を述べられるよ
うなトレーニングの場とする。

西暦奇数年度開講。
02DMW13と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

0BBE815 言語と行動理論研究1B 2 1.0 1・2 秋AB 金3 小野 正樹

日本語を中心として、日本語らしさの文法形式
と談話や、それを分析するための言語研究や、
日本語学習者に焦点を当てた学習者の日本語観
察や、日本語教師の視点からの教授法など、日
本語教育の応用を目指した研究を、先行研究を
踏まえて、毎回決められた受講生が発表する。
それを受けて、参加者間で議論を行う。発表者
には、博士論文完成のため、他の受講者と徹底
的な議論を行えるような、レジュメ作成技術を
求め、受講者には批判的な意見を述べられるよ
うなトレーニングの場とする。「言語と行動理
論研究1A」とは異なるトピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
02DMW14と同一。
対面

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE820 社会言語学研究2A 2 1.0 1・2 春AB 月2
ルート ヴァン
バーレン

どの言語も社会や社会変化の影響を受けて変化
し、さまざまなバリエーションが生まれる。一
時的にのみ流行るバリエーションもあれば、定
着するものもあり、それぞれを日本語教育に取
り入れる必要性や困難について考える。受講者
が順番に先行研究を踏まえて発表を行う。発表
者には、博士論文完成のため、そして学会参加
の際の質疑応答のため、徹底的な議論を行える
ような、ハンドアウト作成・発表技術を求め、
受講者には批判的かつ建設的な意見を述べられ
るようなトレーニングの場とする。授業での使
用言語(日本語・英語)は受講者と相談のうえで
決める。「社会言語学研究1A,1B」とは異なる
トピックスを扱う。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)
授業形態について、
受講者と要相談

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE826
ことばと行為のマイク
ロ分析研究1A

2 1.0 1・2 春AB 月5
ブッシュネル
ケード コンラン

会話分析の研究に対する批判の一つとして、順
番取りや行為連鎖などとフォカスがあまりにも
マイクロのせいで、その会話が置かれているい
わゆる「コンテクスト」を見落とすがちだとい
うことである。会話分析では「コンテクスト」
という概念がどのように捉えられるか、またコ
ンテクストに関わる情報を記述しようとするエ
スノグラフィー的な研究手法とどのような関係
を持つ可能性があるのかについて考えるため
に、会話分析とエスノグラフィーの相性につい
て論じる研究や、会話分析とエスノグラフィー
の手法を併用する「マイクロエスノグラ
フィー」の研究を取りあげる。授業では対象文
献の内容を丁寧に確認し、ディスカッションを
することによって理解力を深める。また、受講
生は各自でデータを集め、マイクロエスノグラ
フィー的な手法を用いて小規模な研究プロジェ
クトを遂行する。最後にその成果をレポートに
まとめて提出する。

西暦奇数年度開講。
02DMW21と同一。
対面(オンライン併用
型)
授業形態について、
受講者と要相談

△

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE827
ことばと行為のマイク
ロ分析研究1B

2 1.0 1・2 秋AB 月5
ブッシュネル
ケード コンラン

エスノメソドロジー的な研究によって、第2言
語学習に関する研究に対してどのような見解が
提供できるかを検討していきながら、特に
Sacks (1972a, 1972b, 1979, 1995)によって提
唱され、Watson (1978, 1997)やJayyusi
(1984)、Hester & Eglin (1997)、Stokoe
(2012)、Bushnell (2014)、Fitzgerald &
Housley (2015)などによってさらに展開されて
きている成員カテゴリー化分析の基本的な考え
方や分析の技術を身につけることを狙う。

西暦奇数年度開講。
02DMW22と同一。
対面(オンライン併用
型)
授業形態について、
受講者と要相談 △

授業担当教員の判断による 国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE830 言語学習環境論1A 2 1.0 1・2 春AB 火4 伊藤 秀明

本科目は言語教育について「学習／教育環境」
視点から議論することを目的とする。特に日本
語教育における学習／教授リソースについて検
討し、リソースの獲得、活用に関する理解を深
める。授業方法としては、言語学習環境に関す
る文献を精読し、議論を行う。文献講読は履修
者で分担を決め、講読した文献の内容について
重要点と自分の意見を報告し、全体議論で理解
を深める。さらに議論を通して、当該分野に関
する博士論文の指導を行う。「言語学習環境論
1B, 2A, 2B」とはそれぞれ異なるトピックスを
扱うこととする。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

△

各組織の事情,及び各科目の特性
並びに教育機器等の台数等により
受け入れることが出来ないため

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)

0BBE831 言語学習環境論1B 2 1.0 1・2 秋AB 火4 伊藤 秀明

本科目は言語教育について「学習／教育環境」
視点から議論することを目的とする。特に日本
語教育における学習／教授リソースについて検
討し、リソースの獲得、活用に関する理解を深
める。授業方法としては、言語学習環境に関す
る文献を精読し、議論を行う。文献講読は履修
者で分担を決め、講読した文献の内容について
重要点と自分の意見を報告し、全体議論で理解
を深める。さらに議論を通して、当該分野に関
する博士論文の指導を行う。「言語学習環境論
1A, 2A, 2B」とはそれぞれ異なるトピックスを
扱うこととする。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

△

各組織の事情,及び各科目の特性
並びに教育機器等の台数等により
受け入れることが出来ないため

国際日本研究学位プ
ログラム(博士後期
課程)
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