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科目名 言語・文学（一） 期間 通年 

担当教員 松本 大 単位数 4 配当年次 1-4 

テーマ 『伊勢物語』の基礎的読解 

到達目標 
徹底的な語釈を通して、『伊勢物語』の世界を把握するとともに、古典文学研究の基礎的な手

法を身につけることを目的とする。 

授業概要 

平安時代の歌物語として代表的な存在であり、後世にも多大なる影響を与えた『伊勢物語』を

扱い、本作品の各段について個人で発表を行う（前期と後期に１回ずつ。受講者が多い場合は

グループ発表に変更予定）。発表に関しては、語釈と和歌解釈に重点を置く。先行研究や辞

書・注釈書をそのまま引用するのではなく、自身の手で用例を検索・収集し、集めた資料によっ

て発表者自身の考察を導くこととする。 

授業内容 

1. ガイダンス・発表日程決め 

2. 『伊勢物語』を読む前の基礎知識 

3. 『伊勢物語』の構成と主題 

4. 初段「初冠」 

5. ４段「西の対」 

6. ６段「芥川」 

7. ９段「東下り」 

8. 14 段「くたかけ」 

9. 23 段「筒井筒」 

10. 24 段「梓弓」 

11. 39 段「源の至」 

12. 41 段「紫」 

13. 49 段「若草」 

14. 58 段「荒れたる宿」 

15. まとめと補足 

16. ガイダンス・発表日程決め 

17. 60 段「花橘」 

18. 63 段「つくも髪」 

19. 65 段「在原なりける男」 

20. 69 段「狩の使」 

21. 77 段「春の別れ」 

22. 82 段「渚の院」 

23. 83 段「小野」 

24. 87 段「布引の滝」 

25. 96 段「天の逆手」 

26. 107 段「身をしる雨」 

27. 111 段「まだ見ぬ人」 

28. 114 段「芹川行幸」 

29. 125 段「つひにゆく道」 

30. まとめと補足 

準備学習 

（予習・復習） 

発表者は自身の担当段を熟読し、発表の準備を行ってくること。その際、分かりやすい発表資

料の作成を心掛けることが求められる。また、自分の発表段以外についても、目を通しておき、

演習中に質問を行えるようにしておくこと。 

評価方法・基準 発表 70％、授業中の発言 30％。 

課題の 

フィードバック方法 

発表やその後の質疑応答については、その場で講評する。また、発表内容や構想等に関して

は、適宜相談に応じる。 

履修上の 

注意事項等 

発表者が十分な準備を行わないと、他の受講生にも多大なる迷惑が掛かる。発表者は責任を

もって発表に臨むこと。なお、発表者が発表当日に無断欠席した場合は、単位は認めない。 

テキスト 『新校注 伊勢物語』 片桐洋一・田中まき 和泉書院 2016 

参考書 
『伊勢物語全評釈 古注釈十一種集成』 竹岡正夫 右文書院 1987 

『伊勢物語全読解』 片桐洋一 和泉書院 2013 

聴講の可否： ×



No.国-251 cd:41001002 

科目名 言語・文学（二） 期間 通年 

担当教員 石川 一 単位数 4 配当年次 1-4 

テーマ 『新古今和歌集』の基礎的な読解（古典和歌入門） 

到達目標 

新古今集は、三代集（古今・後撰・拾遺）の伝統和歌の世界をどのように発展させたのか。新古

今和歌集の持つ複雑な情調を修辞技法・歌論など基礎的な知識を習得させ、伝統和歌からの

脱却など必然的な詠歌方法を取り扱う。 

授業概要 

『新古今和歌集』の組織構成・作者・修辞技法などに関する基本知識を初歩的な段階から解明

してゆく。王朝時代の三代集を中心に、新古今集までの歴史的系譜・歌風の変遷などを段階

的に論述してゆく。基本知識に基づき、万葉集や古今集の歌風との違いを明確にすることによ

って、新古今集の魅力を総合的に把握させることを狙いとする。 

授業内容 

1. 新古今集概説 

2. 八代集までの歴史的系譜（はじめに） 

3. 仮名序・真名序の存在 

4. 春歌上の巻頭歌 

5. 鶯・霞の歌 

6. 伊勢物語幻想 

7. 花（咲く花・散る花） 

8. 暮春（三月尽・惜春） 

9. 夏歌（時鳥） 

10. 納涼 

11. 秋歌の「三夕の歌」 

12. 秋気色と恋愛模様 

13. 秋の情趣 

14. 冬歌（時雨） 

15. 本歌取り 

16. 無常と述懐 

17. 「恋歌」の配列構成 

18. 忍恋 

19. 逢恋・逢不逢恋 

20. 寄物恋など 

21. 歌合における「恋題」 

22. 雑部（哀傷・離別） 

23. 雑部（羇旅・遁世） 

24. 神祇 

25. 釈教 

26. 六家集歌人（西行ほか） 

27. その他の歌人（慈円・良経） 

28. 俊成・定家 

29. 女流歌人 

30. 総括 

準備学習 

（予習・復習） 

文学史的知識を養成するための入門講座なので、事前に和歌に目を通し、修辞技法や歌人経

歴などについて調査してくる。授業後の復習として、当該歌が勅撰集に入集したことの意義を

考察する。 

評価方法・基準 
意欲的な受講態度、および積極的な授業への取り組み３０％、数回の小テスト、およびレポー

ト７０％などを総合的に判断する。 

課題の 

フィードバック方法 
e-learning システムを利用して、小テストおよびレポート課題の講評を通知する。 

履修上の 

注意事項等 

古典和歌に関する基礎知識を育成するために、段階的に積み上げていくので、真摯な態度で

臨んでほしい。 

テキスト 『カラー版 新古今和歌集』 藤平春男 おうふう 1989 初版 

参考書 
『新古今和歌集』 峯村文人 小学館 1974 初版 

『新古今和歌集』 久保田淳 新潮社 1979 初版 

聴講の可否： ×



No.国-252 cd:41001003 

科目名 言語・文学（三） 期間 通年 

担当教員 中尾 和昇 単位数 4 配当年次 1-4 

テーマ 江戸の絵本（草双紙）を読む 

到達目標 
①近世文学に関する基礎的知識を習得する。②近世文学の読解方法を習得する。③草双紙

の特徴を理解する。 

授業概要 

近世中後期に流行した「草双紙（くさぞうし）」は、子供向けの「赤本」からはじまり、内容の変化

にしたがって、「黒本」「青本」「黄表紙」「合巻」へと発展した娯楽絵本である。この授業では、青

本『近江国犬神物語』、黄表紙『心学早染草』を精読することで、両者の性質の違いについて理

解したい。なお、『近江国犬神物語』に関しては、くずし字の読解もあわせておこなう。 

授業内容 

1. ガイダンス・草双紙の世界（１）赤本・黒本・青本 

2. 鳥居清経と『近江国犬神物語』 

3. くずし字読解（１）『近江国犬神物語』上巻をよむ 

4. くずし字読解（２）『近江国犬神物語』中巻をよむ 

5. くずし字読解（３）『近江国犬神物語』下巻をよむ 

6. 発表資料の作成方法 

7. 『近江国犬神物語』発表（１）上巻① 

8. 『近江国犬神物語』発表（２）上巻② 

9. 『近江国犬神物語』発表（３）上巻③ 

10. 『近江国犬神物語』発表（４）中巻① 

11. 『近江国犬神物語』発表（５）中巻② 

12. 『近江国犬神物語』発表（６）中巻③ 

13. 『近江国犬神物語』発表（７）下巻① 

14. 『近江国犬神物語』発表（８）下巻② 

15. 前期のまとめ 

16. 草双紙の世界（２）黄表紙・合巻 

17. 山東京伝と『心学早染草』 

18. 『心学早染草』発表（１）上巻① 

19. 『心学早染草』発表（２）上巻② 

20. 『心学早染草』発表（３）上巻③ 

21. 『心学早染草』発表（４）上巻④ 

22. 『心学早染草』発表（５）中巻① 

23. 『心学早染草』発表（６）中巻② 

24. 『心学早染草』発表（７）中巻③ 

25. 『心学早染草』発表（８）中巻④ 

26. 『心学早染草』発表（９）下巻① 

27. 『心学早染草』発表（１０）下巻② 

28. 『心学早染草』発表（１１）下巻③ 

29. 『心学早染草』発表（１２）下巻④ 

30. 後期のまとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

発表者は担当する場面について、辞書等を活用して事前に十分に準備し、資料（本文・語釈・

現代語訳）を作成したうえで発表にのぞんでほしい。また、自身の担当箇所以外の場面も、丁

寧に読んで予習しておく必要がある。発表後は担当箇所の問題点を明確にし、その解決方法

をしっかりと考えること。 

評価方法・基準 
口頭発表を６０％、レポート・授業態度を４０％とする。ただし、前期・後期それぞれ５回（計１０

回）以上欠席した者には、単位を認めない。 

課題の 

フィードバック方法 

授業中の発表に関しては、担当教員がその場でコメントし、課題を与える。レポートに関して

は、提出後にコメントを付して返却する。 

履修上の 

注意事項等 

質疑応答の場を設けるので、受講生は積極的に発言してほしい。また、発表する際の遅刻・欠

席は、絶対に避けるようにする。このようなことが繰り返し行われた場合は、単位を認めない場

合がある。 

テキスト 『増補改訂 仮名変体集』 伊地知鐡男 新典社 1966 

参考書 『草双紙事典』 叢の会 東京堂出版 2006 

聴講の可否： ×



No.国-253 cd:41001004 

科目名 言語・文学（四） 期間 通年 

担当教員 藤本 寿彦 単位数 4 配当年次 1-4 

テーマ 昭和の短編小説と詩の読解法を学ぶ。 

到達目標 昭和文学史や表現を理解する。 

授業概要 

昭和初年から戦後にかけて執筆された短編小説を読解しながら、近代小説を概観する。日本

の近代文学はヨーロッパの文芸思潮の影響を受けながら発展したわけだが、ここで取り上げる

作品の多くは、表現者たちが流入した文芸思潮を消化吸収した史的足跡である。一つの小説

が成立していく中で、どのような言語及び思想的な実験がなされたかを考える。 

授業内容 

1. 授業の概要 

2. 昭和の小説と詩の概観１ 

3. 昭和の小説と詩の概観２ 

4. 発表作品の決定、発表の仕方 

5. テキストの読み方 宮澤賢治「注文の多い料理店」１ 

6. 宮澤賢治「注文の多い料理店」２ 

7. テキストの読み方 宮澤賢治「よだかの星」１ 

8. 宮澤賢治「よだかの星」２ 

9. テキストの読み方 宮澤賢治「セロ弾きのゴーシュ」１ 

10. 宮澤賢治「セロ弾きのゴーシュ」２ 

11. テキストの読み方 太宰治「走れメロス」１ 

12. 太宰治「走れメロス」２ 

13. テキストの読み方 太宰治「桜桃」 

14. テキストの読み方 芥川龍之介「鼻」 

15. テキストの読み方のまとめ 

16. 転換期の作者像 芥川龍之介「蜃気楼」 

17. 新感覚派の表現 川端康成「バツタと鈴虫」 

18. 同人雑誌の表現 梶井基次郎「檸檬」 

19. 社会革命の表現 中野重治「春さきの風」 

20. 転向の文学表現 高見順「感傷」 

21. 深層心理の表現 伊藤整「緑の崖」 

22. 童謡から詩へ 丸山薫の詩「病める庭園」１ 

23. 丸山薫の詩「病める庭園」２ 

24. 演劇表現の導入 坂口安吾「風博士」 

25. 表現革命の表現 中原中也の詩「サーカス」 

26. 戦時体制下の恋愛表現 堀辰雄「曠野」 

27. 戦時体制下の恋愛表現 高村光太郎の詩「レモン哀歌」 

28. 希望を詠う 丸山薫の詩「未来へ」 

29. 政治を風刺する 安部公房「手」 

30. 授業まとめ 

準備学習 

（予習・復習） 
授業終了時に次週の授業に備える課題を与え、授業のまとめを提出してもらう。 

評価方法・基準 発表及び授業への取り組みを５０点と前期試験（２５点）後期レポート（２５点） 

課題の 

フィードバック方法 

コメントシートの内容や・質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。発表は

その場で講評を行う。最終授業時に定期試験（あるいは学習到達度確認）を実施し、解答例を

配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
受講生が資料を配付し、発表する。テキスト・参考書は授業時に配布する。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.国-254 cd:41001005 

科目名 言語・文学（五） 期間 通年 

担当教員 光石 亜由美 単位数 4 配当年次 1-4 

テーマ 小説の読み方 

到達目標 
①テクストを精読する方法、②文献調査の方法、③ディスカッションの技術、④プレゼンテーシ

ョンの技術を身につける。 

授業概要 

①前期前半は、レジュメの作成の仕方、パワーポイントの使い方など、発表の基礎的な部分を

学ぶ。②前期後半は、文学理論をふまえた作品の基礎的な読み方を習得する。③後期は、前

期で習得したことをふまえて、発表を行う。 

授業内容 

1. 前期ガイダンス 

2. 図書館ガイダンス 

3. パワーポイント作成実習Ⅰ 

4. パワーポイント作成実習Ⅱ 

5. パワーポイント発表 

6. ①主人公 

7. ②タイトル・作者名 

8. ③書き出し 

9. ④語り 

10. ⑤空間と時間 

11. ⑥テクストの空白 

12. ⑦ストーリーとプロット 

13. ⑧インターテクステュアリティ 

14. レジュメの作成の仕方Ⅰ 

15. レジュメの作成の仕方Ⅱ 

16. 後期ガイダンス 

17. ①芥川龍之介「鼻」先行研究の検討 

18. ②芥川龍之介「鼻」発表・討議Ⅰ 

19. ③芥川龍之介「鼻」発表・討議Ⅱ 

20. ①有島武郎「一房の葡萄」先行研究の検討 

21. ②有島武郎「一房の葡萄」」発表・討議Ⅰ 

22. ③有島武郎「一房の葡萄」発表・討議Ⅱ 

23. ①葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」先行研究の検討 

24. ②葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」発表・討議Ⅰ 

25. ③葉山嘉樹「セメント樽の中の手紙」発表・討議Ⅱ 

26. ①梶井基次郎「檸檬」先行研究の検討 

27. ②梶井基次郎「檸檬」発表・討議Ⅰ 

28. ③梶井基次郎「檸檬」発表・討議Ⅱ 

29. 全体討議 

30. まとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

事前に配布されたテクスト・資料は必ず読んでくること。事前に課題を課すことがある。発表で

出た質問に関しては、次回に回答してもらう。 

評価方法・基準 授業内での発表 40％ 提出物・レポート（前期後期２回） 30％ 議論への積極性 30％ 

課題の 

フィードバック方法 

発表について授業内で適宜コメントする。提出物については、次回授業で、講評・評価を行い、

授業に反映させる。レポートについては、添削の上、オフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

発表はもちろん、討論での発言度、積極性を重視する。受講者は全員、テクストを読んで、討

議に参加すること。受講人数によって授業計画を変更することがある。 

テキスト 『プリントで配布する』    

参考書 『文学テクスト入門』 前田愛 ちくま学芸文庫 1993 年 

聴講の可否： ×



No.国-255 cd:41001006 

科目名 言語・文学（六） 期間 通年 

担当教員 木田 隆文 単位数 4 配当年次 1-4 

テーマ 芥川龍之介の短編小説を読む 

到達目標 
（１）芥川龍之介の小説作品に対する理解を深める。（２）近代文学研究の基礎的な能力を習得

する。（３）高校までの〈国語〉と大学の〈文学研究〉の差異を理解する。 

授業概要 

この授業は（１）近代文学研究の基礎的な手法と、（２）大学で必要な発表の方法を身に着ける

ことを目的とする。まず前期は芥川龍之介「羅生門」を素材に作品の分析方法を学び、その後

チームに分かれて指定された短編作品の分析・発表を行う。後期は自主的に検討対象作品を

選び、前期で培った研究方法を生かしながら研究発表を行う。 

授業内容 

1. ガイダンス 〈現代国語〉と〈文学研究〉の違い 

2. 小説を読む前に１ 「芥川龍之介」とは誰か 

3. 小説を読む前に２ 作品（テクスト）とは何か 

4. 「羅生門」を読む１ 直観から論理へ 

5. 「羅生門」を読む２ 時間を考える① 精読作業 

6. 「羅生門」を読む３ 時間を考える② 解釈作業 

7. 「羅生門」を読む４ 人物を考える① 精読作業 

8. 「羅生門」を読む５ 人物を考える② 解釈作業 

9. 「羅生門」を読む６ 構造をとらえる① 精読作業 

10. 「羅生門」を読む７ 構造をとらえる② 解釈作業 

11. 口頭発表のために（発表のための注意点） 

12. 作品分析の実践１ 口頭発表１ 

13. 作品分析の実践２ 口頭発表２ 

14. 作品分析の実践３ 口頭発表３ 

15. 前期まとめ 

16. 後期ガイダンス 発表作品の決定 

17. 注釈の試み１ 手法と文献 

18. 注釈の試み２ 図書館を使い尽くす（図書館実習１） 

19. 発表のための文献調査（図書館実習２） 

20. 口頭発表１ 問題点の確認および質疑応答 

21. 口頭発表１ 前週の追加報告および先行論文との対比 

22. 口頭発表２ 問題点の確認および質疑応答 

23. 口頭発表２ 前週の追加報告および先行論文との対比 

24. 口頭発表３ 問題点の確認および質疑応答 

25. 口頭発表３ 前週の追加報告および先行論文との対比 

26. 口頭発表４ 問題点の確認および質疑応答 

27. 口頭発表４ 前週の追加報告および先行論文との対比 

28. 口頭発表５ 問題点の確認および質疑応答 

29. 口頭発表５ 前週の追加報告および先行論文との対比 

30. まとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

検討対象となる作品や事前に配布された資料は必ず読んでくること。わからない用語は下調

べをしておくこと。 

評価方法・基準 
平常（10％）、課題（20％）、発表（30％）、期末レポート（40％）。 ただし自発的な学習態度には

平常点の比率を上げる。 

課題の 

フィードバック方法 

発表はその場で講評する。提出物はコメントを付して返却する。また課題提出に際しては、修

正とコメントのやりとりを重ねることで、文章能力を高めるように配慮する。 

履修上の 

注意事項等 
欠席したりわからないことが出た場合、翌週までに木田研究室まで質問に来ること。 

テキスト 『羅生門 蜘蛛の糸 杜子春 外十八編』 芥川龍之介 文春文庫  

参考書 『適宜指示する』    

聴講の可否： ×



No.国-284 cd:41012100  

科目名 国文学史 I 期間 前期 

担当教員 ☆鈴木 喬 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 国文学史の諸問題（古代前期の韻文を中心に、日本文学及び文化伝統を考える） 

到達目標 国文学史に関する基礎的知識と、国文学を史的に俯瞰する方法について考える力を身につける。 

授業概要 

作品を成立順に並べ、作者と内容を説明するといったオーソドックスな授業はしない。第一、「国文

学史」を記述するなどということが果たして可能なのだろうか。そこで、本授業では、作品と作品を

生み出した人間、それをとり囲む社会との関係を歴史的に俯瞰する方法を模索するところから、は

じめようと思う。下記の内容を受講生の理解度を確かめながら、２ないし３週間かけて説明してゆ

きたい。 

授業内容 

1． 「国文学史」とはなにか－史の記述－ 

2． 平城京の文学 

3． 歴史社会学派の構想した国文学史 

4． 民俗学派と国文学史 

5． 折口信夫の考えた国文学の発生－巨大な仮説 

6． 国文学と口承文芸 

7． 口承から記載へ－言霊について－ 

8． 宗教文学発生論 

9． 韻文と散文の発達－日本語表記の難しさ－ 

10． 漢文学と国文学 

11． 都の文学の展開 

12． 文学意識の形成－文雅士－ 

13． 女性と文学 

14． 現代文学と古典 

15． まとめ・総括 

準備学習 

(予習・復習) 

予習と復習を必ず行うこと。特に２回目以降は予習なしに授業に臨むと授業についていけなくなる

可能性がある。授業中に言及した折口信夫、風巻景次郎、小西甚一、加藤周一、小峯和明らの言

説について、図書館等で確認をしておくこと。 

評価方法 

・基準 

最終授業時に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）による。学習到達度確認では、

授業内容の理解はもとより、その理解を踏まえた応用力を評価したい。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートを適宜用い、次回以降の授業に反映、紹介していく。そして受講者全員の課題として

考えていく。最終授業時に学習到達度確認を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 

授業時の最初に、受講にあたっての心構えについて指導するので、必ず出席すること。当該科目

に関係する諸事項について、つねに関心を持って、自分なりの視点でものが考えられるように、努

力してほしい。そうすれば、授業で得られた知見によって、他の問題についても考える力を養える

のではないか。教授者は、そう考える。 

テキスト 『万葉びとの奈良』 上野誠 新潮社 2010 年 

参考書 『日本人にとって聖なるものとは何か―神と自然の古代学―』 上野誠 中央公論新社 2015 年 

聴講の可否： ○



No.国-285 cd:41012200  

科目名 国文学史 II 期間 前期 

担当教員 ☆永井 一彰 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 近世（江戸時代）の俳諧史 

到達目標 
各時代の代表的な発句（ほっく）を読んで、時代・流派による作句方法の違いと発句に籠められた

人々の思いを理解する。 

授業概要 

近世の文学史のうち、俳諧の歴史について発句を中心に概説する。知識人達の機知の文芸とし

て出発した俳諧が、とっつきやすい手軽な遊びとして庶民の生活の中に浸透して行き、やがて和

歌・連歌とは異なった詩情を生み出すに至った過程を理解してほしい。 

授業内容 

1． 近世の印刷技術の発達 

2． 俳諧の成立 竹馬狂吟集と犬筑波集 

3． 貞門の俳論とその発句 

4． 談林の俳論とその発句 

5． 芭蕉の生涯 

6． 芭蕉の俳論 

7． 芭蕉の発句 

8． 芭蕉の門人達の発句（江戸の門人） 

9． 芭蕉の門人達の発句（その他の地域） 

10． 蕪村の俳論とその発句 

11． 中興期の俳人の発句 

12． 一茶の生涯とその発句 

13． 化政期の俳人の発句 

14． 前句付俳諧の行方と川柳風狂句 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

まめにノートをとることが肝要。テキストに書き込んだ事柄については、事後にノートに整理し、次

週に備えて読み返しておく習慣をつけること。 

評価方法 

・基準 

「自筆ノート・テキストのみ持ち込み可」の学習到達度確認による（１００％）。出欠は毎時チェックす

るが、いわゆる 「出席点」なるものは無い。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
遅刻は一切認めない。毎時間出席を取り、欠席３回で名簿から抹消し、試験の受験資格を失う。 

テキスト 『「近世秀句選」講義時に教室販売』 永井一彰 私家版（500 円）  

参考書 『講義時に指示する』    

聴講の可否： ○



No.国-286 cd:41013100  

科目名 国文学史 III 期間 後期 

担当教員 ☆鈴木 喬 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
社会と作家と作品の関係は如何なるものか？個別の問いを具体的な事例を通じて説明してゆき

たい。 

到達目標 
上代から中古までの文学史を俯瞰してゆく方法を考え、国文学史を論じるための基礎的知識を身

に付ける。 

授業概要 

古代前期の文学史の諸問題を個別に論じてゆくという方法で、授業を進めてゆく。テーマを決め

て、個別に問題を解決しながら、日本の文学の歴史を考える。下記の内容を受講生の理解度を確

かめながら、２ないし３週間かけて説明してゆく。 

授業内容 

1． 古代文学の担い手たち－官人・貴族・女房－ 

2． 律令官人の文芸 

3． 花鳥風月の文学史 

4． 人格主義の国文学史とは？ 

5． 環境論的国文学史 

6． 庭園文化と『万葉集』－場の論－ 

7． 女房文学の起源 

8． 万葉びとと文字 

9． 万葉びとの生活空間と歌－宅と庄－ 

10． 望郷の文学史 

11． 恋歌の歴史 

12． 大伴家持と日記文学のはじまり－歌日記から読ませる日記へ－ 

13． 日記文学の発展 

14． 文学史論再考 

15． まとめ・総括 

準備学習 

(予習・復習) 

予習と復習を必ず行うこと。特に２回目以降は予習なしに授業に臨むと授業についていけなくなる

可能性がある。授業中に言及した折口信夫、風巻景次郎、小西甚一、加藤周一、小峯和明らの言

説について、図書館等で確認をしておくこと。 

評価方法 

・基準 

最終授業時に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）による。学習到達度確認では、

授業内容の理解はもとより、その理解を踏まえた応用力を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートを適宜用い、次回以降の授業に反映、紹介していく。そして受講者全員の課題として

考えていく。最終授業時に学習到達度確認を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 

授業時の最初に、受講時の心構えについて指導するので、必ず出席すること。当該科目に関係す

る諸事項について、つねに関心を持って、自分なりの視点でものが考えられるように、努力してほ

しい。そうすれば、授業で得られた知見によって、他の問題についても考える力を養うことができる

ためである。 

テキスト 『万葉びとの奈良』 上野誠 新潮社 2010 年 

参考書 『日本人にとって聖なるものとは何か―神と自然の古代学―』 上野誠 中央公論新社 2015 年 

聴講の可否： ○



No.国-287 cd:41013200  

科目名 国文学史 IV 期間 後期 

担当教員 中尾 和昇 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 近世小説史 

到達目標 ①近世小説の基礎的知識を習得する。②作者・作品・ジャンルの特性を理解する。 

授業概要 

出版の時代とも言われる近世においては、「浮世草子」「読本」「人情本」などの多彩なジャンルの

小説が生み出され、版本として広く流通した。この授業では、代表的作者の作品について、歴史

的・文化的背景をふまえて紹介する。なお、文学史を学ぶことは、作者名や作品名を〈記号化〉し

て暗記することだけではない。個々の作者・作品に触れながら、全体の潮流をつかむことが大切

である。この点を強く肝に銘じてほしい。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 仮名草子 

3． 浮世草子（１）井原西鶴の好色物・武家物 

4． 浮世草子（２）井原西鶴の雑話物・町人物 

5． 浮世草子（３）八文字屋本 

6． 談義本 

7． 洒落本 

8． 草双紙（１）赤本・青本・黒本 

9． 草双紙（２）黄表紙・合巻 

10． 前期読本 

11． 後期読本（１）文化期 

12． 後期読本（２）文政・天保期 

13． 人情本 

14． 滑稽本 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

前週にプリントを配布するので、ひと通り読んでおく。授業時にはメモをこまめに取り、授業後には

紹介した作品の内容を読み返すことで、理解を深めてほしい。 

評価方法 

・基準 
学期末におこなう学習到達度確認によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評をおこなう。 

履修上の 

注意事項等 
原則として、５回以上欠席した者には単位を認めない。 

テキスト 『プリントとして配布する』    

参考書 『授業中に適宜指示する』    

聴講の可否： ○



No.国-288 cd:41014100  

科目名 国語学概論 I 期間 前期 

担当教員 柏原 卓 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 国語学のみかた 

到達目標 国語学の成果に基づいて、日本語に関する基本的な知識を理解し習得する。 

授業概要 
国語に関する基本的な項目・術語を重点的に取り上げ、具体的な事例を通して内容を理解し、特

色を知る。 

授業内容 

1． 言語：言語の特質、世界の言語 

2． 国語：日本語と国語、国語の研究 

3． 音声と音韻 

4． 音声器官 

5． 音節と単音 

6． アクセント 

7． イントネーションとプロミネンス 

8． 音韻の変遷 

9． 五十音図といろは歌 

10． 文字 

11． 漢字 

12． 仮名 

13． ローマ字 

14． 語彙とその種類・語彙の系統 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
テキストと講義内容の復習、テキストおよび関連文献等による予習をすること。 

評価方法 

・基準 
参加状況、提出物、及び学習到達度確認により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回、各自とのコミュニケーションカードでコメントする。提出物は添削のうえ次回以降の授業で返

却する。学習到達度確認の答案の解答例を、ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
国語学概論Ⅱと併せて受講することが望ましい。 

テキスト 『国語要説・五訂版』 和田利政・金田弘 大日本図書 2003 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.国-289 cd:41014200  

科目名 国語学概論 II 期間 後期 

担当教員 柏原 卓 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 国語学のみかた 

到達目標 国語学の成果に基づいて、日本語に関する基本的な知識を理解し習得する。 

授業概要 
国語に関する基本的な項目・術語を重点的に取り上げ、具体的な事例を通して内容を理解し、特

色を知る。 

授業内容 

1． 語彙の位相 

2． 語義 

3． 語構成 

4． 辞書 

5． 文法 

6． 文と文節 

7． 文の構成 

8． 単語・品詞 

9． 文法の変遷 

10． 敬語 

11． 文章 

12． 文章の種類 

13． 方言と共通語、方言区画 

14． 言語地理学 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
テキストと講義内容の復習、テキストおよび関連文献等による予習をすること。 

評価方法 

・基準 
参加状況、提出物、及び学習到達度確認により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回、各自とのコミュニケーションカードでコメントする。提出物は添削のうえ次回以降の授業で返

却する。学習到達度確認の答案の解答例を、ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
国語学概論Ⅰと併せて受講することが望ましい。 

テキスト 『国語要説・五訂版』 和田利政・金田弘 大日本図書 2003 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.国-292 cd:41017100  

科目名 古典文学概論 I 期間 前期 

担当教員 石川 一 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 古典文学および古典文学史の読解と展望 

到達目標 
古典文学作品の読解を通じて、文学の面白さを解明すると共に、文学史の課題に関する展望を把

握する。 

授業概要 

歴史物語の「四鏡」と称せられる作品の中から、『増鏡』を題材として、鎌倉時代の文化思潮を解

明したい。武家が覇権を握っていたとはいえ、まだまだ公家貴族は大きな勢力を維持しており、特

に文化面では彼らの領導に拠るものであった。そういう意味では、王朝的世界の掉尾を飾るもの

として、大きな意義を有している。それらを読解しながら、文学史的課題を明らかにしたい。 

授業内容 

1． 鏡物という歴史物語の概説 

2． 老人に昔を語らせるという形態の叙述スタイルの持つ意味（序一） 

3． 老人の語る「鏡物」の系譜（序二） 

4． 『増鏡』という名称の由来（序三） 

5． 後鳥羽天皇の誕生・踐祚 

6． 後鳥羽天皇の在位時代 

7． 水無瀬離宮の造営 

8． 土御門天皇即位 

9． 勅撰和歌集のこと 

10． 千五百番歌合と新古今和歌集の成立 

11． 土御門帝、順徳天皇に譲位 

12． 順徳天皇 

13． 後鳥羽院の逸話 

14． 慈円・定家の長歌贈答 

15． 土御門院の和歌 

準備学習 

(予習・復習) 

歴史物語の展開を常に把握するように心がけ、予め事典類などで調べる。復習としては、作品の

中で語られる事象を個別作品によって確認する。 

評価方法 

・基準 

意欲的な受講態度、および積極的な授業への取り組み３０％、小テストおよびレポート７０％など

を総合的に判断する。 

課題のフィードバ

ック方法 
e-learning システムを利用して、小テストおよびレポート課題の講評を通知する。 

履修上の 

注意事項等 
配付資料について語ることを書き留め、重層的に作品の理解を高めること。 

テキスト 『校注古典叢書『増鏡』』 木藤才蔵 1969 初版 明治書院 

参考書 
『岩波古典文学大系『神皇正統記・増鏡』』 岩佐正ほか 岩波書店 1965 初版 

『学術文庫『増鏡』（上中下）』 井上宗雄 講談社 1983 初版 

聴講の可否： ○



No.国-293 cd:41017200  

科目名 古典文学概論 II 期間 後期 

担当教員 石川 一 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 古典文学および古典文学史の読解と展望 

到達目標 
古典文学作品の読解を通じて、文学の面白さを解明すると共に、文学史の課題に関する展望を把

握する。 

授業概要 

歴史物語の「四鏡」と称せられる作品の中から、『増鏡』を題材として、鎌倉時代の文化思潮を解

明したい。武家が覇権を握っていたとはいえ、まだまだ公家貴族が大きな勢力を維持しており、特

に文化面では彼らの領導に拠るものであった。そういう意味では、王朝的世界の掉尾を飾るもの

として、大きな意義を有している。それらを読解しながら、文学史的課題を明らかにしたい。 

授業内容 

1． 「増鏡」第二（新島守）概説 

2． 桓武平氏 

3． 清和源氏 

4． 頼朝の上洛 

5． 二代将軍頼家 

6． 三代将軍実朝暗殺 

7． 摂家将軍の下向 

8． 後鳥羽院の挙兵計画 

9． 承久の乱 

10． 乱の状況・経過 

11． 土御門院の四国遷幸 

12． 承久の乱（総括） 

13． 隠岐の後鳥羽院 

14． 七条院からの手紙 

15． 家隆の人柄 

準備学習 

(予習・復習) 

歴史物語の展開を常に把握するように心がけ、予め事典類で調べる。復習では作品の中で語ら

れる事象を個別作品によって確認する。 

評価方法 

・基準 

意欲的な受講態度、および積極的な授業への取り組み３０％、小テストおよびレポート７０％など

を総合的に判断する。 

課題のフィードバ

ック方法 
e-learning システムを利用して、小テストおよびレポート課題の講評を通知する。 

履修上の 

注意事項等 

「古典文学概論Ⅰ」を受講しておくことが望ましいが、どうしても受講したい場合は個人責任で許可

する。 

テキスト 『校注古典叢書『増鏡』』 木藤才蔵 明治書院 1969 初版 

参考書 
『岩波古典文学大系『神皇正統記・増鏡』』 岩佐正ほか 岩波書店 1965 初版 

『学術文庫『増鏡』（上中下）』 井上宗雄 講談社 1983 初版 

聴講の可否： ○



No.国-298 cd:41019100  

科目名 中国文学概論 I 期間 前期 

担当教員 ☆平塚 順良 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中国古代の韻文 

到達目標 
・中国文学の特色を理解し、詩経から近体詩・詞曲に至る韻文の発展過程をおおまかに説明でき

る。・各時期の代表的な詩人や、詩風の差異・特色などについておおまかに説明できる。 

授業概要 
中国古典文学のうち韻文の分野を概説する。テキストとレジュメに基づきながら講義し、適宜視聴

覚資料を用いて学習の補助とする。 

授業内容 

1． 中国文学の特色、漢字・訓読について 

2． 詩経・楚辞 

3． 漢楽府・古詩十九首 

4． 魏晋詩 曹操・曹丕・曹植・建安の七子・阮籍など 

5． 南北朝詩① 陶淵明・南北朝の民歌 

6． 南北朝詩② 謝霊運・鮑照・沈約の四声八病 

7． 近体詩の成立・初唐詩・盛唐詩 

8． 李白 

9． 杜甫 

10． 中唐詩・晩唐詩 

11． 宋詩 梅堯臣・蘇軾・陸游など 

12． 唐五代詞・宋詞 

13． 散曲 

14． 戯曲 

15． 学習到達度の確認 

準備学習 

(予習・復習) 

予めテキストを読み、授業で配布されるレジュメをよく復習すること。また、授業中に言及した作家

の別の作品を鑑賞する、紹介した書籍を実際に読んでみる、といった各自の学習活動も期待した

い。 

評価方法 

・基準 
学習到達度の確認（６０％）＋提出物（４０％） 

課題のフィードバ

ック方法 

提出物は添削した上、次回以降の講義で返却する。学習到達度の確認については、後日解答例

をポータルサイトで公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・欠席が５回以上の場合、成績評価の対象とならない。・私語をはじめ講義に悪影響を及ぼす学

生には、退席を命じることがある。・第一回の授業で下記テキスト（５００円）を頒布する。各自５００

円玉を準備すること。 

テキスト 『修訂 中国文学概論』 中国芸文研究会   

参考書 

『中国文学概論』 岩城秀夫 朋友書店 1995 

『漢文入門（ちくま学芸文庫 マ 39-1）』 前野直彬 筑摩書房 2015 

『全訳 漢辞海 第四版』 戸川芳郎監修、佐藤進・濱口富士雄編 三省堂  

聴講の可否： ○



No.国-299 cd:41019200  

科目名 中国文学概論 II 期間 後期 

担当教員 ☆平塚 順良 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中国古代の散文 

到達目標 
各時期・各ジャンルの文体の概要をよく理解し、それぞれの発展過程及び特色について大まかに

説明できる。 

授業概要 
中国古典文学のうち散文の分野を概説する。テキストとレジュメに基づきながら講義し、適宜視聴

覚資料を用いて学習の補助とする。 

授業内容 

1． 上古の記録 甲骨文字・金文 

2． 経書 易経・春秋左氏伝 

3． 諸子百家① 論語・孟子・荀子・墨子 

4． 諸子百家② 老子・荘子・韓非子 

5． 歴史書 史記・漢書・三国志 

6． 辞賦文学と駢儷文 楚辞・司馬相如・陶淵明 

7． 李白、唐宋八大家①（韓愈・柳宗元） 

8． 唐宋八大家②（欧陽脩・蘇軾）、李清照 

9． 神話・志怪小説・志人小説 

10． 唐代伝奇 

11． 西遊記 

12． 水滸伝 

13． 三国志演義 

14． 中国の笑話と日本 

15． 学習到達度の確認 

準備学習 

(予習・復習) 

予めテキストを読み、授業で配布されるレジュメをよく復習すること。また、授業中に言及した作家

の別の作品を鑑賞する、紹介した書籍を実際に読んでみる、といった各自の学習活動も期待した

い。 

評価方法 

・基準 
学習到達度の確認（６０％）＋提出物（４０％） 

課題のフィードバ

ック方法 

提出物は添削した上、次回以降の講義で返却する。学習到達度の確認については、後日解答例

をポータルサイトで公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・欠席が５回以上の場合、成績評価の対象とならない。・私語をはじめ講義に悪影響を及ぼす学

生には、退席を命じることがある。・第一回の授業で下記テキスト（５００円）を頒布する。各自５００

円玉を準備すること。 

テキスト 『修訂 中国文学概論』 中国芸文研究会   

参考書 

『中国文学概論』 岩城秀夫 朋友書店 1995 

『漢文入門（ちくま学芸文庫 マ 39-1）』 前野直彬 筑摩書房 2015 

『全訳 漢辞海 第四版』 戸川芳郎監修、佐藤進・濱口富士雄編 三省堂  

聴講の可否： ○



No.国-300 cd:41020100  

科目名 日本語の歴史 I 期間 前期 

担当教員 柏原 卓 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 国語史の大要と資料 

到達目標 国語史の大要と資料を知る。 

授業概要 国語史の大要を知り、具体例を通して日本語の変遷の特色を理解する。 

授業内容 

1． 上代：概観、音韻・文字 

2． 上代：語彙、文章・文体 

3． 上代：文法、敬語 

4． 上代：資料の検討 

5． 中古：概観、音韻・文字 

6． 中古：語彙、文章・文体 

7． 中古：文法、敬語 

8． 中古：資料の検討①  音韻・語彙 

9． 中古：資料の検討② 文法・文章 

10． 中世：概観、音韻・文字 

11． 中世：語彙、文章・文体 

12． 中世：文法、敬語 

13． 中世：資料の検討① 音韻・語彙 

14． 中世：資料の検討② 文法・文章 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
テキストと講義内容の復習、テキストおよび関連文献等による予習をすること。 

評価方法 

・基準 
参加状況、提出物、及び学習到達度確認により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回、各自とのコミュニケーションカードでコメントする。提出物は添削のうえ次回以降の授業で返

却する。学習到達度確認の答案の解答例を、ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
日本語の歴史Ⅱと合わせて履修することが望ましい。 

テキスト 『新訂国語史要説』 金田弘・宮腰賢 大日本図書 2008 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.国-302 cd:41022000  

科目名 神話伝承論 期間 前期 

担当教員 ☆鈴木 喬 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
古代日本神話の特性 神話の伝承というものが如何になされてきたのか、『古事記』を通じて考え

ます。 

到達目標 受講生が『古事記』の読解を通じて、神話伝承のありようを個別に考える力を身に付ける。 

授業概要 
「神」や「神話」とはなにか、「伝承」とはなにか。そのような概念規定から、７世紀から８世紀の＜神

話＞の歴史を考えていく。また現代の我々にとって「神話」とは「古事記」とは何かを考えてゆく。 

授業内容 

1． この授業であつかう「神話」とは何か…国家起源説明伝承 

2． 神話と史実 

3． 神話の史料批判／資料の性質と深く関わる学問 

4． 神話と史実反映論 

5． 古事記（712）と日本書紀（720）は八世紀前半の資料／どこまで遡る 

6． 神話研究のための史料批判／古事記の成り立ち、「偽書」を考える 

7． 史料批判…いつ、どこで、だれが、なんのために、どのように 

8． 律令国家の歴史書、史への関心／風土への関心…風土記 

9． 天武天皇の修史事業…「歴史は○○のもの」 

10． 古事記の序文の性格…上表文のかたちをとっている 

11． 古事記の序文が語る古事記の成立過程 

12． 稗田阿礼の役割（誦習者） 

13． 太安万侶の役割（筆録者） 

14． 口承から書承へ（一番はじめは一宮） 

15． まとめ・総括 

準備学習 

(予習・復習) 

予習と復習を必ず行うこと。特に２回目以降は予習なしに授業に臨むと授業についていけなくなる

可能性がある。『古事記』本文の読解については、授業中にそのつど言及するが、不明な点があ

る場合、語彙と語法については、自分で調べて、ノートを作ること。 

評価方法 

・基準 

最終授業時に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）による。学習到達度確認では、

授業内容の理解はもとより、その理解を踏まえた応用力を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートを適宜用い、次回以降の授業に反映、紹介していく。そして受講者全員の課題として

考えていく。最終授業時に学習到達度確認を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 

テキストを充分に読み込んで出席すること。当該科目に関係する諸事項について、つねに関心を

持って、自分なりの視点でものが考えられるように、努力してほしい。 

テキスト 『神話伝承論ノート』 神話伝承論学習の会 書肆アルス 2013 年 

参考書 『万葉挽歌のこころ―夢と死の古代学―』 上野誠 角川学芸出版 2012 年 

聴講の可否： ○



No.国-304 cd:41024000  

科目名 中古物語論 期間 前期 

担当教員 松本 大 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 『源氏物語』に関する諸問題 

到達目標 
『源氏物語』の読解に必要となる基礎的知識や理論、注意点等を学習する。また、研究史上の問

題点を理解し、古典文学研究に関する課題探索のための視野を広げる。 

授業概要 

日本を代表する古典文学作品である『源氏物語』を扱い、読解に対する基礎的な知識を学ぶ。ま

た、研究史上考証の余地があるものについては、その問題点までも含めて丁寧な見直しを行う。

特に、物語という特性をどのように捉えるべきか、という点について深く考えることとする。なお、毎

回講義の最後には、理解度をはかるためにコメントシートを提出してもらう。理解度によっては、講

義の進行を変える場合がある。 

授業内容 

1． ガイダンス―「物語」を「読む」ということ 

2． 作品を読む前に（１）―各巻の名称と概要 

3． 作品を読む前に（２）―現存諸本と校訂本文 

4． 作品を読む前に（３）―大島本『源氏物語』について 

5． 若紫巻の読解（１）―場面を構成するもの 

6． 若紫巻の読解（２）―景物の役割 

7． 若紫巻の読解（３）―『伊勢物語』引用について 

8． 葵巻の読解（１）―呼称が持つ意味 

9． 葵巻の読解（２）―賢木巻冒頭の呼称との関連性 

10． 葵巻の読解（３）―年中行事と物語展開 

11． 須磨巻の読解（１）―引歌の効果 

12． 須磨巻の読解（２）―准拠という方法 

13． 須磨巻の読解（３）―和歌をめぐる問題 

14． 須磨巻の読解（４）―場面描写と語り手 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

次回扱う範囲については、前回の授業時に指示、もしくはプリント配布を行うので、登場人物や各

巻の内容などは事前に確認しておくこと。また授業後は、問題点の整理や自身の読解を深めるこ

とが求められる。なお、『源氏物語』を通読しておくことが望ましい。 

評価方法 

・基準 
最終授業時に実施する学習到達度確認（筆記）70 点＋平常点 30 点。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容・質問等については、次回の授業冒頭で紹介し、必要があれば補足説明を行

う。学習到達度確認の答案は、添削の上、オフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

物語の内容を丁寧に読解するわけではないので、古典読解が苦手なものは辞書等を持参しても

良い。また、事前に配布した資料については必ず読んでおくこと。 

テキスト 『特になし。プリント等を配布する。』    

参考書 『講義中に適宜提示する。』    

聴講の可否： ○



No.国-308 cd:41029000  

科目名 近代詩歌論 期間 前期 

担当教員 藤本 寿彦 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 近代の表現史を学ぶ。 

到達目標 明治、大正、昭和の詩史を学び、表現が生まれる時代性と文学思想の関わりを捉える。 

授業概要 

明治期に入り、日本の詩歌は西欧文学の影響によって大きく変貌する。詩は漢詩から新体詩へ、

俳諧は俳句へ、和歌から短歌へと革新されていくのだが、それとともに生み出された新しい表現や

表現者の実体を読み解く。 

授業内容 

1． 『新体詩抄』の世界 

2． 与謝野晶子の短歌表現 

3． 俳諧から俳句へ 

4． 口語詩のコンセプト 

5． 文部省唱歌が提示した故郷のイメージ 

6． 童謡の世界 

7． 港という新風景 詩集『海港』１ 

8． 港という新風景 詩集『海港』２ 

9． 大正詩をリードした民衆詩派 

10． 短詩と昭和詩 

11． 三好達治の四行詩 

12． モダニズムと映像 

13． 田中冬二の世界 

14． 丸山薫 海洋詩人という称号 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
配布したテキストを読んでくること 

評価方法 

・基準 
授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容や質問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介する。最終授業時に定期試

験（あるいは学習到達度確認）を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
毎時間、課題を提出してもらう。テキスト・参考書 授業時に配布する。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.国-319 cd:41040100  

科目名 中国文学講読 I 期間 前期 

担当教員 ☆上原 尉暢 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 古典中国語である漢文の読解能力の育成 

到達目標 
漢和辞典の調べ方、「訓読」の基礎的事項を一通り把握し、基礎的内容の古典漢文を理解できる

ようになる。 

授業概要 

「漢文」とは、古典中国語を指す言葉である。本講義では、まず古典中国語を読むために必須な

漢和辞典の使用方法を学習し、ついで古典中国語を日本語の文法に合うように語順を入れかえ、

助詞・助動詞を加える「訓読」という方法を学習する。これと平行して、訓読の文体に慣れるべく、

漢文訓読体で書かれた文章も 幾篇か閲読する。こうした作業を通して古典中国語を解釈・翻訳

する技術を身につけるようにする。その過程では、中国古典の持つ豊饒な文化的意義を学習し、 

さらにそれを「訓読」によって受けいれてきた日本文化の特質について理解を深めることを目指

す。 

授業内容 

1． ガイダンス 漢字と漢文／直読と訓読／日本人と漢文（テキスト１第１・２・３・４講） 

2． 漢和辞典の引き方（16 講）・漢文の文型（第７・８講） 

3． 返り点（第９・10 講）・送り仮名（第 11・12・13 講） 

4． 再読文字・置き字（第５・６講） 

5． 書き下し文・漢文訓読体（第 14 講・第 15 講） 

6． 訓読演習・テキスト２及び故事成語１ 

7． 訓読演習・テキスト２及び故事成語２ 

8． 訓読演習・テキスト２及び故事成語３ 

9． 訓読演習・テキスト２及び諸子の文章１――『論語』 

10． 訓読演習・テキスト２及び諸子の文章２――『孟子』 

11． 訓読演習・テキスト２及び諸子の文章３――『荀子』 

12． 訓読演習・テキスト２及び諸子の文章４――『韓非子』 

13． 訓読演習・テキスト２及び諸子の文章５――『墨子』・『孫子』 

14． 訓読演習・テキスト２及び諸子の文章６――『莊子』 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

指定した教科書の該当個所を事前に目を通し、内容を理解しておく。また授業中に次の回の課題

をプリントで配付するので、必ず予習しておく。予習用のノート（ルーズリーフは使わないこと）を一

冊必ず用意すること。 

評価方法 

・基準 

提出物及び小テストによる平常点（40％）、さらに最後の授業における学習到達度確認（60％）で

評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストによる確認を行う。 

授業内容を記したノートを回収し点検する。学習到達度確認は授業内やポータルサイト等で講評

を行う。 

履修上の 

注意事項等 

漢和辞典を必ず携帯すること。電子辞書よりも紙の辞書であることが望ましい。手頃な推薦辞書を

参考書欄に挙げる。 

テキスト 
『漢文訓読入門』 古田島洋介・湯浅吉信 明治書院 2011 

『新・漢文の基本ノート―句形演習』 日栄社編集所 日栄社 1998 

参考書 『全訳 漢辞海（第四版）』 佐藤進・濱口富士雄編 三省堂 2016 

聴講の可否： ○



No.国-320 cd:41040200  

科目名 中国文学講読 II 期間 後期 

担当教員 ☆上原 尉暢 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 古典中国語である漢文の読解能力の育成 

到達目標 
漢和辞典の調べ方、「訓読」の基礎的事項を一通り把握し、様々な古典漢文を読解できるようにな

る。 

授業概要 

前期の内容を踏まえ、多様なジャンルの古典漢文を読解し、その内容や修辞を深く味わう。さらに

漢文教育で必要な、教材準備の仕方、授業の展開の仕方なども学習する。授業では、予習・復習

が必須であり、提出課題を課す予定である 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 志怪小説を読む（１）——『搜神記』 （１） 

3． 志怪小説を読む（２）——『搜神記』 （２） 

4． 志怪小説を読む（３）——『搜神後記』（「桃花源記」） 

5． 伝奇小説を読む（１）——「人面桃花」（１） 

6． 伝奇小説を読む（２）——「人面桃花」（２） 

7． 伝奇小説を読む（３）——「人虎伝」（１） 

8． 伝奇小説を読む（４）——「人虎伝」（２） 

9． 文学批評を読む（１）——曹丕「典論論文」（１） 

10． 文学批評を読む（２）——曹丕「典論論文」（２） 

11． 文学作品を読む（１）——張衡「帰田賦」 

12． 文学作品を読む（２）――韓愈「雑説」 

13． 文学作品を読む（３）——白居易「長恨歌」（１） 

14． 文学作品を読む（４）——白居易「長恨歌」（２） 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業中に次の回の課題をプリントで配付するので、必ず予習しておく。予習用のノート（ルーズリー

フは使わないこと）を必ず用意すること。 

評価方法 

・基準 

提出物及び小テストによる平常点（40％）、さらに最後の授業における学習到達度確認（60％）で

評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

提出課題を随時回収し、誤りがないか確認する。 

簡単な小テストを行い、内容理解がなされているかチェックする。学習到達度確認は授業内やポ

ータルサイト等で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
漢和辞典を必ず携帯すること。電子辞書よりも紙の辞書であることが望ましい。 

テキスト  

参考書 『全訳 漢辞海（第四版）』 佐藤進・濱口富士雄編 三省堂 2016 

聴講の可否： ○



No.国-322 cd:41047000  

科目名 書道 I 期間 前期 

担当教員 ☆森田 彦七 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 

国語科教育における「書写」とは文字を書くことである。その技法や能力の向上を目指して学ぶこ

とであり、これは国語科の目標達成に欠かせないものである。そこで本講座は国語科書写の授業

が展開できるよう書写指導の意義・目的・指導者としての資質や態度そして書写の内容と技能に

関する事柄を目的として学んでいく。 

到達目標 
教育の現場において、必要とされる技法の習得、書写指導の考え方や知識、さらに授業の展開

[示範・添削・評価]等を身につけ、生徒たちに支援できる力を養う。 

授業概要 

平成 20 年３月に小・中学校の新「学習指導要領」が告示された。そこで中学校国語科書写の取り

扱いは『伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項』２に記載されている。そこには『文字を正

しく整えて速く書くことができるようにするとともに、書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育

てるよう配慮すること』『硬筆及び毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い、毛筆を使用する書

写の指導は硬筆による書写の基礎を養うようにすること』となっている。そこで本講座はこのような

教育活動のねらいの中で教員の持つ役割はじつに大きなものがあり、とくに書写の指導にあたる

という観点から以下のことについて学んでいきたい。以下の事柄をポイントとし、毛筆・硬筆の実技

を通して授業を展開していく。 

授業内容 

1． 書写教育とは 

2． 中学校書写の概要 

3． 用具・用材を知る 

4． 姿勢・執筆法について 

5． 楷書の基本点画を学ぶ 

6． 楷書の学習 筆順について 

7． 楷書の学習 許容事項について 

8． 行書の学習 基礎基本を学ぶ 

9． 行書の学習 特徴を知る１ 

10． 行書の学習 特徴を知る２ 

11． 行書と仮名の調和について 

12． 生活の中の書を知る 板書の仕方を学ぶ 

13． 書写の学習指導計画について 

14． 評価と作品処理のあり方について 

15． 総括 指定課題を制作する 

準備学習 

(予習・復習) 

＊テキストは必ず事前に読んでおくこと。本日の課題は自宅でも練習し、その作品は次時に添削

をうけること。＊学校にあっては空き教室にて板書練習をすること。 

評価方法 

・基準 

＊課題作品を 50％、リポート 30％、関心・意欲・態度・努力そして専門的知識度を 20％として評価

する。＊毎時の提出作品をＡＢＣの３段階で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
＊毎回、提出作品（毛筆・硬筆）は添削をして次時に返却をする。さらにもう一度練習すること。 

履修上の 

注意事項等 

＊この講座は教育免許課程に関する科目のため遅刻や途中退室は一切認めない。＊毎時必ず

毛筆・硬筆の実技ができるよう用具を準備すること。 

テキスト 『明解書写教育』 全国大学書写書道教育学会[編] 萱原書房 平成 26 年 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.国-323 cd:41049000  

科目名 書道 II 期間 後期 

担当教員 ☆森田 彦七 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 

国語科教育における「書写」とは文字を書くことである。その技法や能力の向上を目指して学ぶこ

とであり、これは国語科の目標達成に欠かせないものである。そこで本講座は国語科書写の授業

が展開できるよう書写指導の意義・目的・指導者としての資質や態度そして書写の内容と技能に

関する事柄を目的として学んでいく。 

到達目標 
教育の現場において、必要とされる技法の習得、書写指導の考え方や知識、さらに授業の展開

[示範・添削・評価]等を身につけ、生徒たちに支援できる力を養う。 

授業概要 

平成 20 年３月に小・中学校の新「学習指導要領」が告示された。そこで中学校国語科書写の取り

扱いは『伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項』２に記載されている。そこには『文字を正

しく整えて速く書くことができるようにするとともに、書写の能力を学習や生活に役立てる態度を育

てるよう配慮すること』『硬筆及び毛筆を使用する書写の指導は各学年で行い、毛筆を使用する書

写の指導は硬筆による書写の基礎を養うようにすること』となっている。そこで本講座はこのような

教育活動のねらいの中で教員の持つ役割はじつに大きなものがあり、とくに書写の指導にあたる

という観点から以下のことについて学んでいきたい。※新規受講者は書道Ⅰの内容にて実施す

る。書道Ⅰの単位を取得してさらに継続受講者は下記の内容で実施。以下の事柄をポイントとし、

毛筆・硬筆の実技を通してさらに指導者としての技術を高めていく。 

授業内容 

1． 楷書学習 字形と用筆について１ 

2． 楷書学習 字形と用筆について２ 

3． 楷書と仮名の調和１ 

4． 楷書と仮名の調和２ 

5． 楷書の名筆を学ぶ 欧陽詢の書を学ぶ１ 

6． 楷書の名筆を学ぶ 欧陽詢の書を学ぶ２ 

7． 行書学習 特徴と用筆について１ 

8． 行書学習 特徴と用筆について２ 

9． 行書と仮名の調和１ 

10． 行書と仮名の調和２ 

11． 行書の名筆に学ぶ 王羲之の書を学ぶ１ 

12． 行書の名筆に学ぶ 王羲之の書を学ぶ２ 

13． 行書の名筆に学ぶ 王羲之の書を学ぶ３ 

14． 実用的な書式について 

15． 総括 指定課題を制作する 

準備学習 

(予習・復習) 

＊テキストは必ず事前に読んでおくこと。本日の課題は自宅でも練習し、その作品は次時に添削

をうけること。＊学校にあっては空き教室にて板書練習をすること。 

評価方法 

・基準 

＊課題作品を 50％、リポート 30％、関心・意欲・態度・努力そして専門的知識度を 20％として評価

する。＊毎時の提出作品をＡＢＣの３段階で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
＊毎回、提出作品（毛筆・硬筆）は添削をして次時に返却をする。さらにもう一度練習すること。 

履修上の 

注意事項等 

＊この講座は教育免許課程に関する科目のため遅刻や途中退室は一切認めない。＊毎時必ず

毛筆・硬筆の実技ができるよう用具を準備すること。 

テキスト 『明解書写教育』 全国大学書写書道教育学会[編] 萱原書房 平成 26 年 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.史-330 cd:42002001 

科目名 日本史講読 I（一） 期間 通年 

担当教員 寺崎 保広 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 『続日本紀』の講読 

到達目標 日本古代の基礎史料を読み、その読解力をつけることを目指す。 

授業概要 

『続日本紀』は奈良時代史を研究する際の最も基本的な史料であり、内容も様々な分野に及

ぶ。これを読み進めながら、古代史研究法の基礎を体得する。 奈良時代の様々な制度も併

せて紹介し、理解を深める。事前に報告担当を割り当て、担当者はレジュメを用意して、書き下

し文、用語解説、関係史料の紹介などを行ってもらう。本年度は、『続日本紀』巻 33 の宝亀６年

正月条からスタートする。 

授業内容 

1. ガイダンス、古代史の史料概説。 

2. 『続日本紀』解題 

3. 宝亀６年－１ 

4. 宝亀６年－２ 

5. 宝亀６年－３ 

6. 宝亀６年－４ 

7. 宝亀６年－５ 

8. 宝亀６年－６ 

9. 宝亀６年－７ 

10. 宝亀７年－１ 

11. 宝亀７年－２ 

12. 宝亀７年－３ 

13. 宝亀７年－４ 

14. 宝亀７年－５ 

15. 宝亀７年－６ 

16. 宝亀７年－７ 

17. 宝亀７年－８ 

18. 宝亀８年－１ 

19. 宝亀８年－２ 

20. 宝亀８年－３ 

21. 宝亀８年－４ 

22. 宝亀８年－５ 

23. 宝亀８年－６ 

24. 宝亀８年－７ 

25. 宝亀８年－８ 

26. 宝亀８年－９ 

27. 宝亀８年－１０ 

28. 宝亀９年－１ 

29. 宝亀９年－２ 

30. まとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

報告担当が当たっていない学生にもランダムにあてて、史料を読んでもらうので、毎時間、出

席者全員の予習が要求される。 

評価方法・基準 平常点・レポート・学習到達度確認などを総合して評価する。 

課題の 

フィードバック方法 
学習到達度確認およびレポートについては、授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

事前の予習が必須で、そのためには丹念に辞書を引き、自分で訳を考えることが何より大切で

ある。現代語訳も出版されているが、それに頼ると、力がつかないので、注意。 

テキスト 『 「続日本紀」後篇（新訂増補国史大系普及版）』  吉川弘文館  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-331 cd:42002002 

科目名 日本史講読 I（二） 期間 通年 

担当教員 ☆下坂 守 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 中世の古文書・古記録の読解 

到達目標 わが国の中世文書・記録の存在形態を正しく理解し、またその内容を正確に読解すること。 

授業概要 

中世の歴史を理解する上で必要不可欠な古文書・古記録をいつか選び、毎回、読解者を決め

て順次読み進めていく。 

なお、テキストはコピーで配付する。 

授業内容 

1. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー ガイダンス 

2. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の歴史的環境 

3. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の地理的環境 

4. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と朝廷の関係 

5. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と幕府の関係 

6. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成のおいたち 

7. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の人間関係 

8. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の性格 

9. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー ガイダンス 

10. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その１ 鎌

倉時代の古文書 

11. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その２ 南

北朝時代の古文書 

12. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その３ 室

町時代の古文書 

13. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その４ 戦

国時代の古文書 

14. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その５ 古

文書の形態 

15. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その６ 古

文書の様式 

16. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の歴史 

17. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の住人 

18. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の伝来 

19. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の書式 

20. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の形態 

21. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の料紙 

22. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の文学 

23. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

と古文書 

24. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー ガイダンス 

25. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その１ 古文書の料

紙 

26. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その２ 古文書の伝

来 

27. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その３ 古文書の調

査 

28. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その４ 古文書と古

記録 

29. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その５ 古文書と文

学 

30. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その６ 古文書学と

歴史 

準備学習 

（予習・復習） 

古文書・古記録の読み方および用語に関しては、辞書等を用いてしっかり予習しておくこと。ま

た授業で習ったあらたな事実については復習し、みずからのものとしていくこと。 

評価方法・基準 夏休み前と学期末に行う読解能力を確かめる試験で評価する 

課題の 

フィードバック方法 
試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する 

履修上の 

注意事項等 

必ず辞書を携帯しわからない用語や文字はその場で自分で確認する。また、古文書・古記録

の読み下し文をノートにしっかりと記録しておくこと 

テキスト  

参考書 
『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界 』 横井清 講談社 2002 

『新版古文書学入門』 佐藤進一 法政大学出版局 2003 

聴講の可否： ×



No.史-332 cd:42002003 

科目名 日本史講読 I（三） 期間 通年 

担当教員 河内 将芳 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 中世の古文書・古記録の読解 

到達目標 わが国の中世文書・記録の存在形態を正しく理解し、またその内容を正確に読解すること。 

授業概要 

中世の歴史を理解する上で必要不可欠な古文書・古記録をいつか選び、毎回、読解者を決め

て順次読み進めていく。 

なお、テキストはコピーで配付する。 

授業内容 

1. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー ガイダンス 

2. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の歴史的環境 

3. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の地理的環境 

4. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と朝廷の関係 

5. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と幕府の関係 

6. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成のおいたち 

7. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の人間関係 

8. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の性格 

9. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー ガイダンス 

10. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その１ 鎌

倉時代の古文書 

11. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その２ 南

北朝時代の古文書 

12. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その３ 室

町時代の古文書 

13. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その４ 戦

国時代の古文書 

14. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その５ 古

文書の形態 

15. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その６ 古

文書の様式 

16. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の歴史 

17. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の住人 

18. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の伝来 

19. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の書式 

20. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の形態 

21. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の料紙 

22. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の文学 

23. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

と古文書 

24. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー ガイダンス 

25. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その１ 古文書の料

紙 

26. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その２ 古文書の伝

来 

27. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その３ 古文書の調

査 

28. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その４ 古文書と古

記録 

29. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その５ 古文書と文

学 

30. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その６ 古文書学と

歴史 

準備学習 

（予習・復習） 

古文書・古記録の読み方および用語に関しては、辞書等を用いてしっかり予習しておくこと。ま

た授業で習ったあらたな事実については復習し、みずからのものとしていくこと。 

評価方法・基準 夏休み前と学期末に行う読解能力を確かめる試験で評価する 

課題の 

フィードバック方法 
試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する 

履修上の 

注意事項等 

必ず辞書を携帯しわからない用語や文字はその場で自分で確認する。また、古文書・古記録

の読み下し文をノートにしっかりと記録しておくこと 

テキスト  

参考書 
『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界 』 横井清 講談社 2002 

『新版古文書学入門』 佐藤進一 法政大学出版局 2003 

聴講の可否： ×



No.史-333 cd:42002004 

科目名 日本史講読 I（四） 期間 通年 

担当教員 木下 光生 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 中世の古文書・古記録の読解 

到達目標 わが国の中世文書・記録の存在形態を正しく理解し、またその内容を正確に読解すること。 

授業概要 

中世の歴史を理解する上で必要不可欠な古文書・古記録をいつか選び、毎回、読解者を決め

て順次読み進めていく。 

なお、テキストはコピーで配付する。 

授業内容 

1. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー ガイダンス 

2. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の歴史的環境 

3. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の地理的環境 

4. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と朝廷の関係 

5. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と幕府の関係 

6. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成のおいたち 

7. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の人間関係 

8. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の性格 

9. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー ガイダンス 

10. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その１ 鎌

倉時代の古文書 

11. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その２ 南

北朝時代の古文書 

12. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その３ 室

町時代の古文書 

13. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その４ 戦

国時代の古文書 

14. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その５ 古

文書の形態 

15. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その６ 古

文書の様式 

16. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の歴史 

17. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の住人 

18. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の伝来 

19. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の書式 

20. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の形態 

21. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の料紙 

22. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の文学 

23. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

と古文書 

24. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー ガイダンス 

25. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その１ 古文書の料

紙 

26. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その２ 古文書の伝

来 

27. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その３ 古文書の調

査 

28. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その４ 古文書と古

記録 

29. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その５ 古文書と文

学 

30. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その６ 古文書学と

歴史 

準備学習 

（予習・復習） 

古文書・古記録の読み方および用語に関しては、辞書等を用いてしっかり予習しておくこと。ま

た授業で習ったあらたな事実については復習し、みずからのものとしていくこと。 

評価方法・基準 夏休み前と学期末に行う読解能力を確かめる試験で評価する 

課題の 

フィードバック方法 
試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する 

履修上の 

注意事項等 

必ず辞書を携帯しわからない用語や文字はその場で自分で確認する。また、古文書・古記録

の読み下し文をノートにしっかりと記録しておくこと 

テキスト  

参考書 
『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界 』 横井清 講談社 2002 

『新版古文書学入門』 佐藤進一 法政大学出版局 2003 

聴講の可否： ×



No.史-334 cd:42002005 

科目名 日本史講読 I（五） 期間 通年 

担当教員 村上 紀夫 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 中世の古文書・古記録の読解 

到達目標 わが国の中世文書・記録の存在形態を正しく理解し、またその内容を正確に読解すること。 

授業概要 

中世の歴史を理解する上で必要不可欠な古文書・古記録をいつか選び、毎回、読解者を決め

て順次読み進めていく。 

なお、テキストはコピーで配付する。 

授業内容 

1. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー ガイダンス 

2. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の歴史的環境 

3. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の地理的環境 

4. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と朝廷の関係 

5. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と幕府の関係 

6. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成のおいたち 

7. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の人間関係 

8. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の性格 

9. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー ガイダンス 

10. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その１ 鎌

倉時代の古文書 

11. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その２ 南

北朝時代の古文書 

12. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その３ 室

町時代の古文書 

13. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その４ 戦

国時代の古文書 

14. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その５ 古

文書の形態 

15. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その６ 古

文書の様式 

16. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の歴史 

17. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の住人 

18. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の伝来 

19. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の書式 

20. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の形態 

21. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の料紙 

22. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の文学 

23. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

と古文書 

24. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー ガイダンス 

25. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その１ 古文書の料

紙 

26. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その２ 古文書の伝

来 

27. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その３ 古文書の調

査 

28. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その４ 古文書と古

記録 

29. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その５ 古文書と文

学 

30. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その６ 古文書学と

歴史 

準備学習 

（予習・復習） 

古文書・古記録の読み方および用語に関しては、辞書等を用いてしっかり予習しておくこと。ま

た授業で習ったあらたな事実については復習し、みずからのものとしていくこと。 

評価方法・基準 夏休み前と学期末に行う読解能力を確かめる試験で評価する 

課題の 

フィードバック方法 
試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する 

履修上の 

注意事項等 

必ず辞書を携帯しわからない用語や文字はその場で自分で確認する。また、古文書・古記録

の読み下し文をノートにしっかりと記録しておくこと 

テキスト  

参考書 
『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界 』 横井清 講談社 2002 

『新版古文書学入門』 佐藤進一 法政大学出版局 2003 

聴講の可否： ×



No.史-335 cd:42002006 

科目名 日本史講読 I（六） 期間 通年 

担当教員 森川 正則 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 中世の古文書・古記録の読解 

到達目標 わが国の中世文書・記録の存在形態を正しく理解し、またその内容を正確に読解すること。 

授業概要 

中世の歴史を理解する上で必要不可欠な古文書・古記録をいつか選び、毎回、読解者を決め

て順次読み進めていく。 

なお、テキストはコピーで配付する。 

授業内容 

1. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー ガイダンス 

2. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の歴史的環境 

3. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家の地理的環境 

4. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と朝廷の関係 

5. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 伏見宮家と幕府の関係 

6. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成のおいたち 

7. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の人間関係 

8. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読む

ー 貞成の性格 

9. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー ガイダンス 

10. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その１ 鎌

倉時代の古文書 

11. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その２ 南

北朝時代の古文書 

12. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その３ 室

町時代の古文書 

13. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その４ 戦

国時代の古文書 

14. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その５ 古

文書の形態 

15. 中世古文書の読解ー寺社伝来の文書を読むー その６ 古

文書の様式 

16. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の歴史 

17. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 伏見

郷の住人 

18. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の伝来 

19. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の書式 

20. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の形態 

21. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の料紙 

22. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

の文学 

23. 中世古記録の読解ー伏見宮貞成の日記『看聞御記』を読むー 日記

と古文書 

24. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー ガイダンス 

25. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その１ 古文書の料

紙 

26. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その２ 古文書の伝

来 

27. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その３ 古文書の調

査 

28. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その４ 古文書と古

記録 

29. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その５ 古文書と文

学 

30. 中世古文書の読解ー武家伝来の文書を読むー その６ 古文書学と

歴史 

準備学習 

（予習・復習） 

古文書・古記録の読み方および用語に関しては、辞書等を用いてしっかり予習しておくこと。ま

た授業で習ったあらたな事実については復習し、みずからのものとしていくこと。 

評価方法・基準 夏休み前と学期末に行う読解能力を確かめる試験で評価する 

課題の 

フィードバック方法 
試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する 

履修上の 

注意事項等 

必ず辞書を携帯しわからない用語や文字はその場で自分で確認する。また、古文書・古記録

の読み下し文をノートにしっかりと記録しておくこと 

テキスト  

参考書 
『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界 』 横井清 講談社 2002 

『新版古文書学入門』 佐藤進一 法政大学出版局 2003 

聴講の可否： ×



No.史-342 cd:42006001 

科目名 東洋史講読 I（一） 期間 通年 

担当教員 角谷 常子 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 漢文読解の基礎 

到達目標 ①漢文読解力を養う。②中国人の考え方、社会のあり方を理解する。 

授業概要 

まず「並んでいる漢字を適当に組み合わせれば感覚で読める」と考えている人はその認識を改

めてほしい。言語構造の違い、漢字にこめられた意味の違いを知り、外国語として学習する。と

同時にそうした文章や言葉を通して中国の社会や思考方法についても学ぶ。 

授業内容 

1. ガイダンス 

2. 中国語と日本語の違い 

3. 漢文を読むために（さまざまな工具書） 

4. 漢文を「読む」とは 

5. 基本文法（否定） 

6. 基本文法（再読文字） 

7. 基本文法（助字） 

8. 漢文読解（さまざまな「いう」） 

9. 漢文読解（使役形式） 

10. 漢文読解（受け身形式） 

11. 漢文読解（比較形式） 

12. 漢文読解（「可」のさまざま） 

13. 漢文読解（「以」のさまざま） 

14. 漢文読解（時間の表現） 

15. 前期のまとめと総復習 

16. 漢文読解（反語） 

17. 漢文読解（疑問） 

18. 漢文読解（自分の表現） 

19. 漢文読解（「また」のさまざま） 

20. 漢文読解（「与」について） 

21. 漢文読解（「於」について） 

22. 漢文読解（女性を表す言葉） 

23. 漢文読解（身分の表現） 

24. 漢文読解（「すなわち」のさまざま） 

25. 漢文読解（時間の表現） 

26. 漢文読解（熟語の構造） 

27. 漢文読解（寓話と政治） 

28. 漢文読解（長文を読む…構造を中心に） 

29. 漢文読解（長文を読む…寓意を理解する） 

30. 授業の総まとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

重要なことは２つ。１つは必ずテキストの予習をすること。漢文読解力を養うには予習が８割で

ある。もう１つは必ず出席すること。予習段階でわからなかったところは、必ず授業において理

解する。 

評価方法・基準 最終授業中に実施する学習到達度確認８割、平常点２割（授業中の応答内容など） 

課題の 

フィードバック方法 
学習到達度確認終了後、授業中に説明する。 

履修上の 

注意事項等 
漢和辞典を用意すること。できれば『新字源』（角川書店）が望ましい。 

テキスト 『プリントを使用する。』    

参考書 『授業中に紹介する』    

聴講の可否： ×



No.史-343 cd:42006002 

科目名 東洋史講読 I（二） 期間 通年 

担当教員 山崎 岳 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 漢文読解の基礎 

到達目標 
漢文読解の基礎能力を身につける。お寺などで見かける漢字の意味が分かり、お経も何となく

読めるようになる。 

授業概要 

中国の古典語である漢文は、中国史はもとより、北アジア・中央アジア・朝鮮・琉球、それに日

本など、近代以前の東アジアの歴史・文化を探る手がかりとしては不可欠の言語である。この

授業では、漢文読解と文献調査という、歴史研究に必要な二つの基礎的技術の修得を目指

す。前期は文法の解説と簡単な詩文の訓読、後期は漢文で書かれた東アジア諸国の古典の

読解演習を行う。 

授業内容 

1. 前期導入 

2. 中国語と日本語 

3. 文法（返り点） 

4. 文法（再読文字） 

5. 文法（肯定と否定） 

6. 文法（疑問と反語） 

7. 文法（代名詞） 

8. 文法（副詞） 

9. 文法（接続詞） 

10. 文法（前置詞） 

11. 文法（仮定表現） 

12. 文法（使役表現） 

13. 文法（受身表現） 

14. 文法（比較表現） 

15. 前期総括 

16. 後期導入 

17. 漢籍目録の読み方 

18. 選読『大学』 

19. 選読『中庸』 

20. 選読『論語』 

21. 選読『孟子』 

22. 選読『般若心経』 

23. 選読『観音経』 

24. 選読『善隣国宝記』 

25. 選読『高麗史』 

26. 選読『朝鮮王朝実録』 

27. 選読『使琉球録』 

28. 選読『球陽』 

29. 選読『海東諸国記』 

30. 後期総括 

準備学習 

（予習・復習） 

授業参加にあたっては、必ず事前に配布する資料を予習すること。また、一般の語学学習と同

様に、要点を復習し、語句や言い回しを記憶する努力を怠らないこと。 

評価方法・基準 平時の授業への取り組みによる。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中、あるいは時間外に適宜対応する。 

履修上の 

注意事項等 

テキストはこちらで準備して配布する。『新字源』等の漢和辞典を購入し、真剣に取り組んでほ

しい。予習に際しては、面倒がらずこまめに辞書を引くこと。すぐに結果が出るわけではない

が、しばらくすると時間をかけただけ成果を感じるようになる。 

テキスト  

参考書 『新字源』 小川環樹等 角川書店  

聴講の可否： ×



No.史-346 cd:42009001 

科目名 西洋史講読 I（一） 期間 通年 

担当教員 足立 広明 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 定評ある研究者の著書を精読する。 

到達目標 
英語を学ぶのでなく、英語で歴史研究書を読むことになじみ、洋書文献を用いた研究の入り口

に到達する。 

授業概要 

国際的に定評のある研究者の著書を読み進む。今年度は Gillian Clark, Late Antiquity: A Very 

Short Introduction, Oxford, 2011 の予定。毎回アトランダムに指名してテキストを順番に読み

進めることが授業のベースとなるが、適時西洋古代中世をテーマにした DVD や、英語発音に

関連する教材などにも触れる。 

授業内容 

1. 全体ガイダンス：「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」へ。 西洋

古代中世史と英語・外国語について。 

2. テキスト輪読開始。適時 AV 教材使用。 

3. テキスト輪読② 

4. テキスト輪読③ 

5. テキスト輪読④ 

6. テキスト輪読⑤ 

7. テキスト輪読⑥ 

8. テキスト輪読⑦ 

9. テキスト輪読⑧ 

10. テキスト輪読⑨ 

11. テキスト輪読⑩ 

12. テキスト輪読⑪ 

13. テキスト輪読⑫ 

14. 前期まとめ 

15. テスト返却と講評。成績の足りない人は夏休みの課題をこ

の日に与える。 

16. 後期開始。テキスト輪読。適時 AV 教材使用。 

17. テキスト輪読② 

18. テキスト輪読③ 

19. テキスト輪読④ 

20. テキスト輪読⑤ 

21. テキスト輪読⑥ 

22. テキスト輪読⑦ 

23. テキスト輪読⑧ 

24. テキスト輪読⑨ 

25. テキスト輪読⑩ 

26. テキスト輪読⑪ 

27. テキスト輪読⑫ 

28. テキスト輪読⑬ 

29. テキスト輪読⑭ 

30. 後期まとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

事前の予習は自明であるが、授業で使用された歴史学上の用語や文法などについてよく復習

しておくこと。週一回だけ英語に触れるのではなく、自ら中学・高校の文法の復習や、英語音声

に接するなどの努力が肝要。テキストには授業担当者による翻訳もあり、参考にしてもらってよ

いが、なぜそのような訳になっているのか、自ら辞書を引いて、英語自体から学んでほしい。 

評価方法・基準 授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認５０％、平常点５０％。 

課題の 

フィードバック方法 
学習到達度確認を行い、最終講義時に返却の上コメントを加え、課題を与える。 

履修上の 

注意事項等 

平常授業への積極的な関与を重視する。テキストはプリントで配布する。なお、この授業は西

洋史講読Ⅱ（一）と合同。 

テキスト  

参考書 

『Late Antiquity: A Very Short Introductio』 Gillian Clark Oxford University Press 2011 

『古代末期のローマ帝国―多文化の織りなす世界』 ジリアン・クラーク著、足立広明訳 白水

社 2015 

聴講の可否： ×



No.史-347 cd:42009002 

科目名 西洋史講読 I（二） 期間 通年 

担当教員 山口 育人 単位数 4 配当年次 2-4 

テーマ 西洋近現代史理解のための文献・史料講読 

到達目標 西洋近現代史を理解するための英文文献および史料の基礎的な読解力をもつ。 

授業概要 

西洋近現代史の研究を進めるうえで必要となる、英語で書かれた基本的文献・史料を理解で

きるよう、テキストを和訳しながら読み進めることが授業の中心となる。また、教材で登場する

重要な歴史事項に関連する史料を紹介してもらい（日本語・英語いずれでも可）、3 年生以降の

演習科目に備えてもらう。 

授業内容 

1. テキスト『The Journal(s) of Captain James Cook』とは何か 

2. テキストを「選ぶ」 

3. クック太平洋探検の概要 

4. England to Rio de Janeiro 

5. Rio Janeiro to Tahiti 

6. Tahiti 

7. Tahiti to New Zealand 

8. Exploration of New Zealand 

9. Exploration of East Coast of Australia 

10. Batavia to Cape of Good Hope 

11. Cape of Good Hope to England 

12. 16 世紀ヨーロッパ史にかかわる史料の紹介 

13. 17 世紀ヨーロッパ史にかかわる史料の紹介 

14. 18 世紀ヨーロッパ史にかかわる史料の紹介 

15. 前期授業の総括 

16. 後期教材の紹介 

17. Philippa Levine, The British Empire (2007), Ch.1 'Uniting the Kingdom' 

18. Ch.2 'Slaves, merchants and trade' 

19. Ch.3 'Settling, the 'New World'' 

20. Ch.4 'After America' 

21. Ch.5 'Britain in India' 

22. Ch.6 'Global growth' 

23. Ch.7 'Ruling an empire' 

24. Ch.8 'Being ruled' 

25. Ch.9 'Gender and sexuality' 

26. Ch.10 'Contesting empire' 

27. Ch.11 'Decolonisation' 

28. 19 世紀ヨーロッパ史にかかわる史料の紹介 

29. 20 世紀ヨーロッパ史にかかわる史料の紹介 

30. 授業総括 

準備学習 

（予習・復習） 
事前学習：教材の下調べ（和訳）  事後学習：教材の読み直し 

評価方法・基準 
平常点（発表、授業参加）（60％）／授業中に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確

認）（40％） 

課題の 

フィードバック方法 

・学習到達度確認の答案は、添削のうえ、オフィスアワーにおいて返却する。・発表について

は、その場でコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
西洋史講読Ⅱ（二）との合同授業 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-350 cd:42013001 

科目名 日本史演習 I（一） 期間 通年 

担当教員 寺崎 保広 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 日本古代史の諸問題 

到達目標 
日本古代史に関する研究書・論文を読み込みながら、理解を深め、卒業論文作成の基礎的な

能力を養う。 

授業概要 

ゼミ形式で行う。担当者の報告内容に対して、出席者が相互討論を行い、理解を深める。前期

はテキストを用い、事前に章ごとに担当者を割り当て、当日はレジュメをもとに、内容の要約と

検討結果の報告を行う。 後期は、各自が関心をもつテーマについて研究論文を取り上げ、内

容要約・問題点・他の研究者との違いなどについて報告をする。 報告は１回につき２人ずつ

行う。 

授業内容 

1. はじめに 

2. テキスト第１章の報告（３・４回生） 

3. テキスト第２章の報告（３・４回生） 

4. テキスト第２章の報告（３・４回生）－２ 

5. テキスト第３章の報告（３・４回生） 

6. テキスト第３章の報告（３・４回生）－２ 

7. テキスト第４章の報告（３・４回生） 

8. テキスト第５章の報告（３・４回生） 

9. テキスト第５章の報告（３・４回生）－２ 

10. テキスト第６章の報告（３・４回生） 

11. テキスト第６章の報告（３・４回生）－２ 

12. 卒論中間発表（４回生）１ 

13. 卒論中間発表（４回生）２ 

14. 卒論中間発表（４回生）３ 

15. 卒論中間発表（４回生）４ 

16. 卒論中間発表（４回生）５ 

17. 日本古代史の論文についての報告（３回生）１ 

18. 日本古代史の論文についての報告（３回生）２ 

19. 日本古代史の論文についての報告（３回生）３ 

20. 日本古代史の論文についての報告（３回生）４ 

21. 日本古代史の論文についての報告（３回生）５ 

22. 卒論要旨発表（４回生）１ 

23. 卒論要旨発表（４回生）２ 

24. 卒論要旨発表（４回生）３ 

25. 卒論要旨発表（４回生）４ 

26. 卒論要旨発表（４回生）５ 

27. 卒論執筆にむけての指導 

28. 卒論構想発表（３回生）１ 

29. 卒論構想発表（３回生）２ 

30. 卒論構想発表（３回生）３ 

準備学習 

（予習・復習） 

報告者としての準備はもちろんのこと、報告者以外の受講生全員が、当該の章もしくは論文を

事前に読んで予習しておくことが必須である。 

評価方法・基準 
レポートを前期・後期各１回課す。成績は、報告内容・レポート・普段の受講態度を総合して評

価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発言およびレポートについては、授業内でコメントする。 

履修上の 

注意事項等 
日本史演習Ⅰ(一)は、日本史演習Ⅱ(一)と合同して授業を行う。 

テキスト 『平城京と木簡の世紀(講談社学術)文庫』 渡辺晃宏 講談社 2009 

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-351 cd:42013002 

科目名 日本史演習 I（二） 期間 通年 

担当教員 寺崎 保広 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 日本古代史の諸問題 

到達目標 
日本古代史に関する研究書・論文を読み込みながら、理解を深め、卒業論文作成の基礎的な

能力を養う。 

授業概要 

ゼミ形式で行う。担当者の報告内容に対して、出席者が相互討論を行い、理解を深める。前期

はテキストを用い、事前に章ごとに担当者を割り当て、当日はレジュメをもとに、内容の要約と

検討結果の報告を行う。 後期は、各自が関心をもつテーマについて研究論文を取り上げ、内

容要約・問題点・他の研究者との違いなどについて報告をする。 報告は１回につき２人ずつ

行う。 

授業内容 

1. はじめに 

2. テキスト第１章の報告（３・４回生） 

3. テキスト第２章の報告（３・４回生） 

4. テキスト第２章の報告（３・４回生）－２ 

5. テキスト第３章の報告（３・４回生） 

6. テキスト第３章の報告（３・４回生）－２ 

7. テキスト第４章の報告（３・４回生） 

8. テキスト第５章の報告（３・４回生） 

9. テキスト第５章の報告（３・４回生）－２ 

10. テキスト第６章の報告（３・４回生） 

11. テキスト第６章の報告（３・４回生）－２ 

12. 卒論中間発表（４回生）１ 

13. 卒論中間発表（４回生）２ 

14. 卒論中間発表（４回生）３ 

15. 卒論中間発表（４回生）４ 

16. 卒論中間発表（４回生）５ 

17. 日本古代史の論文についての報告（３回生）１ 

18. 日本古代史の論文についての報告（３回生）２ 

19. 日本古代史の論文についての報告（３回生）３ 

20. 日本古代史の論文についての報告（３回生）４ 

21. 日本古代史の論文についての報告（３回生）５ 

22. 卒論要旨発表（４回生）１ 

23. 卒論要旨発表（４回生）２ 

24. 卒論要旨発表（４回生）３ 

25. 卒論要旨発表（４回生）４ 

26. 卒論要旨発表（４回生）５ 

27. 卒論執筆にむけての指導 

28. 卒論構想発表（３回生）１ 

29. 卒論構想発表（３回生）２ 

30. 卒論構想発表（３回生）３ 

準備学習 

（予習・復習） 

報告者としての準備はもちろんのこと、報告者以外の受講生全員が、当該の章もしくは論文を

事前に読んで予習しておくことが必須である。 

評価方法・基準 
レポートを前期・後期各１回課す。成績は、報告内容・レポート・普段の受講態度を総合して評

価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発言およびレポートについては、授業内でコメントする。 

履修上の 

注意事項等 

日本史演習Ⅰ(二)は、日本史演習Ⅱ(二)、世界遺産史学演習Ⅰ（三）、世界遺産史学演習Ⅱ

（三）と合同して授業を行う。 

テキスト 『平城京と木簡の世紀(講談社学術)文庫』 渡辺晃宏 講談社 2009 

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-352 cd:42013003 

科目名 日本史演習 I（三） 期間 通年 

担当教員 ☆大田 壮一郎 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 個人研究のテーマを確定し、卒業論文の執筆へ向けた準備を行う。 

到達目標 
日本中世史に関する研究動向を理解し、個人研究テーマの関連文献と史料を収集する能力を

身に着ける。また、史料に基づく自分の見解を適切に伝える能力を習得する。 

授業概要 

関心のあるテーマについて、①どのような先行研究があるのか、②どのような史料が使えるの

か、について文献と史料を網羅的に収集する。③各自の研究テーマを研究史に位置付け課題

を明確にし、④卒論を書くために必要な作業と手順を把握する。なお、発表に際してはレジュメ

を作成し全員に配布する。また受講者は、積極的に討論に参加すること。 

授業内容 

1. ガイダンス 演習の進め方 担当者の調整 

2. 日本中世史研究の流れ（担当教員講義） 

3. 中世の各時期に関する近年の研究動向（担当教員講義） 

4. 問題関心を自分の言葉で説明する 

5. 関心のある分野について研究事典等で研究動向を確認す

る 

6. 仮研究テーマを設定する 

7. 研究テーマについて研究事典等で現在の研究水準を確認

する 

8. 各種オンラインデータベースで関連文献を検索・収集する 

9. 『史学雑誌 回顧と展望』で関連文献を検索・収集する 

10. 仮文献目録を完成させる 

11. 関連文献を時期や内容によって分類する 

12. 関連文献が引用している文献について確認する 

13. 関係する自治体史や報告書類を確認する 

14. 文献目録を補訂し、既読文献・未読文献を整理する 

15. 夏季休暇中に進める作業のリストアップ 

16. 関係史料の集め方（担当教員講義） 

17. 関連文献を参考に、研究テーマに関する基本史料を収集する 

18. 『大日本史料』・『大日本古文書』等の古文書刊本を検索する 

19. 『大日本古記録』・『史料纂集』等の古記録刊本を検索する 

20. 『群書類従』・『続群書類従』等の部類記を検索する 

21. 関係地域の自治体史史料編を検索する 

22. 関係地域の自治体史史料編を検索する 

23. 『大正蔵』データベース等から経典・聖教類を検索する 

24. 収集史料を時系列に並べた仮史料目録を作成する 

25. 既読史料・未読史料の整理 

26. 『史料総覧』や『国書総目録』から未刊行史料の所在を確認する 

27. 東京大学史料編纂所データベース等から未刊行史料の所在を確認

する 

28. 史料目録を補訂し、刊行・未刊行を併せた史料目録とする 

29. 文献目録・史料目録を元に研究テーマを絞り込む 

30. 卒論テーマの仮決定 

準備学習 

（予習・復習） 

発表に向けて十分に時間をかけて準備する。また、発表後は質疑応答で受けた指摘を参考に

内容を深め、次回の発表に活かすことが重要である。 

評価方法・基準 平常点（50％） 発表内容や質疑応答への参加度を評価する。 試験に替わるレポート（50％） 

課題の 

フィードバック方法 

講義内の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。レポート（前期）は添削の

上、後期初回の講義時に返却する。 

履修上の 

注意事項等 
無断で発表を欠席した場合は直ちに単位を不可とする。 

テキスト 『なし』    

参考書 『適宜、紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.史-353 cd:42013004 

科目名 日本史演習 I（四） 期間 通年 

担当教員 ☆大田 壮一郎 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 個人研究のテーマを確定し、卒業論文の執筆へ向けた準備を行う。 

到達目標 
日本中世史に関する研究動向を理解し、個人研究テーマの関連文献と史料を収集する能力を

身に着ける。また、史料に基づく自分の見解を適切に伝える能力を習得する。 

授業概要 

関心のあるテーマについて、①どのような先行研究があるのか、②どのような史料が使えるの

か、について文献と史料を網羅的に収集する。③各自の研究テーマを研究史に位置付け課題

を明確にし、④卒論を書くために必要な作業と手順を把握する。なお、発表に際してはレジュメ

を作成し全員に配布する。また受講者は、積極的に討論に参加すること。 

授業内容 

1. ガイダンス 演習の進め方 担当者の調整 

2. 日本中世史研究の流れ（担当教員講義） 

3. 中世の各時期に関する近年の研究動向（担当教員講義） 

4. 問題関心を自分の言葉で説明する 

5. 関心のある分野について研究事典等で研究動向を確認す

る 

6. 仮研究テーマを設定する 

7. 研究テーマについて研究事典等で現在の研究水準を確認

する 

8. 各種オンラインデータベースで関連文献を検索・収集する 

9. 『史学雑誌 回顧と展望』で関連文献を検索・収集する 

10. 仮文献目録を完成させる 

11. 関連文献を時期や内容によって分類する 

12. 関連文献が引用している文献について確認する 

13. 関係する自治体史や報告書類を確認する 

14. 文献目録を補訂し、既読文献・未読文献を整理する 

15. 夏季休暇中に進める作業のリストアップ 

16. 関係史料の集め方（担当教員講義） 

17. 関連文献を参考に、研究テーマに関する基本史料を収集する 

18. 『大日本史料』・『大日本古文書』等の古文書刊本を検索する 

19. 『大日本古記録』・『史料纂集』等の古記録刊本を検索する 

20. 『群書類従』・『続群書類従』等の部類記を検索する 

21. 関係地域の自治体史史料編を検索する 

22. 関係地域の自治体史史料編を検索する 

23. 『大正蔵』データベース等から経典・聖教類を検索する 

24. 収集史料を時系列に並べた仮史料目録を作成する 

25. 既読史料・未読史料の整理 

26. 『史料総覧』や『国書総目録』から未刊行史料の所在を確認する 

27. 東京大学史料編纂所データベース等から未刊行史料の所在を確認

する 

28. 史料目録を補訂し、刊行・未刊行を併せた史料目録とする 

29. 文献目録・史料目録を元に研究テーマを絞り込む 

30. 卒論テーマの仮決定 

準備学習 

（予習・復習） 

発表に向けて十分に時間をかけて準備する。また、発表後は質疑応答で受けた指摘を参考に

内容を深め、次回の発表に活かすことが重要である。 

評価方法・基準 平常点（50％） 発表内容や質疑応答への参加度を評価する。 試験に替わるレポート（50％） 

課題の 

フィードバック方法 

講義内の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。レポート（前期）は添削の

上、後期初回の講義時に返却する。 

履修上の 

注意事項等 
無断で発表を欠席した場合は直ちに単位を不可とする。 

テキスト 『なし』    

参考書 『適宜、紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.史-354 cd:42013005 

科目名 日本史演習 I（五） 期間 通年 

担当教員 河内 将芳 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 日本中世・近世文化史の諸問題 

到達目標 
日本中世・近世文化史の諸問題を理解し、関心のあるテーマを見つけだし研究していくための

専門的な能力を身につける。 

授業概要 

①最初に各講時担当の報告者を決める。１講時に４人。通年で受講生１人が４回報告を行う。

②報告者は報告したいテーマを見つけだし、そのテーマにかかわる報告を行う。報告をする際

にはレジメ資料も作成、受講生全員に配布。③報告を聞いた受講生と教員との質疑応答を繰

り返すなかで報告内容をより深めていくことをめざす。 

授業内容 

1. ガイダンス（演習の進め方・報告の仕方） 

2. 担当者の報告および質疑応答 １ 

3. 担当者の報告および質疑応答 ２ 

4. 担当者の報告および質疑応答 ３ 

5. 担当者の報告および質疑応答 ４ 

6. 担当者の報告および質疑応答 ５ 

7. 担当者の報告および質疑応答 ６ 

8. 担当者の報告および質疑応答 ７ 

9. 担当者の報告および質疑応答 ８ 

10. 担当者の報告および質疑応答 ９ 

11. 担当者の報告および質疑応答 １０ 

12. 担当者の報告および質疑応答 １１ 

13. 担当者の報告および質疑応答 １２ 

14. 担当者の報告および質疑応答 １３ 

15. 担当者の報告および質疑応答 １４ 

16. 担当者の報告および質疑応答 １５ 

17. 担当者の報告および質疑応答 １６ 

18. 担当者の報告および質疑応答 １７ 

19. 担当者の報告および質疑応答 １８ 

20. 担当者の報告および質疑応答 １９ 

21. 担当者の報告および質疑応答 ２０ 

22. 担当者の報告および質疑応答 ２１ 

23. 担当者の報告および質疑応答 ２２ 

24. 担当者の報告および質疑応答 ２３ 

25. 担当者の報告および質疑応答 ２４ 

26. 担当者の報告および質疑応答 ２５ 

27. 担当者の報告および質疑応答 ２６ 

28. 担当者の報告および質疑応答 ２７ 

29. 担当者の報告および質疑応答 ２８ 

30. 担当者の報告および質疑応答 ２９ 

準備学習 

（予習・復習） 

配付資料を読んで授業内容を確認するとともに、次回の授業テーマについても事前に確認して

おくこと。 

評価方法・基準 平常点（５０％）と報告内容（５０％）によって評価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の報告については、担当教員がその場でコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
日本史演習Ⅰ（五）は、日本史演習Ⅱ（五）と合同して授業を行う。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.史-355 cd:42013006 

科目名 日本史演習 I（六） 期間 通年 

担当教員 河内 将芳 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 日本中世・近世文化史の諸問題 

到達目標 
日本中世・近世文化史の諸問題を理解し、関心のあるテーマを見つけだし研究していくための

専門的な能力を身につける。 

授業概要 

①最初に各講時担当の報告者を決める。１講時に４人。通年で受講生１人が４回報告を行う。

②報告者は報告したいテーマを見つけだし、そのテーマにかかわる報告を行う。報告をする際

にはレジメ資料も作成、受講生全員に配布。③報告を聞いた受講生と教員との質疑応答を繰

り返すなかで報告内容をより深めていくことをめざす。 

授業内容 

1. ガイダンス（演習の進め方・報告の仕方） 

2. 担当者の報告および質疑応答 １ 

3. 担当者の報告および質疑応答 ２ 

4. 担当者の報告および質疑応答 ３ 

5. 担当者の報告および質疑応答 ４ 

6. 担当者の報告および質疑応答 ５ 

7. 担当者の報告および質疑応答 ６ 

8. 担当者の報告および質疑応答 ７ 

9. 担当者の報告および質疑応答 ８ 

10. 担当者の報告および質疑応答 ９ 

11. 担当者の報告および質疑応答 １０ 

12. 担当者の報告および質疑応答 １１ 

13. 担当者の報告および質疑応答 １２ 

14. 担当者の報告および質疑応答 １３ 

15. 担当者の報告および質疑応答 １４ 

16. 担当者の報告および質疑応答 １５ 

17. 担当者の報告および質疑応答 １６ 

18. 担当者の報告および質疑応答 １７ 

19. 担当者の報告および質疑応答 １８ 

20. 担当者の報告および質疑応答 １９ 

21. 担当者の報告および質疑応答 ２０ 

22. 担当者の報告および質疑応答 ２１ 

23. 担当者の報告および質疑応答 ２２ 

24. 担当者の報告および質疑応答 ２３ 

25. 担当者の報告および質疑応答 ２４ 

26. 担当者の報告および質疑応答 ２５ 

27. 担当者の報告および質疑応答 ２６ 

28. 担当者の報告および質疑応答 ２７ 

29. 担当者の報告および質疑応答 ２８ 

30. 担当者の報告および質疑応答 ２９ 

準備学習 

（予習・復習） 

配付資料を読んで授業内容を確認するとともに、次回の授業テーマについても事前に確認して

おくこと。 

評価方法・基準 平常点（５０％）と報告内容（５０％）によって評価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の報告については、担当教員がその場でコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
日本史演習Ⅰ（六）は、日本史演習Ⅱ（六）と合同して授業を行う。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.史-356 cd:42013007 

科目名 日本史演習 I（七） 期間 通年 

担当教員 木下 光生 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 卒論提出に向けて、近世史の諸問題を考える 

到達目標 卒論のテーマを絞り込んでいくとともに、研究史の整理を進めていく。 

授業概要 

卒論を書くためには、自分が関心をもっていることを調べてきて、まとめるだけでは不十分で、

先行研究を整理し、残された課題を発見していく、という研究史整理が不可欠である。３回生を

終える頃には、研究史整理があらかた済んでいることを目指して各自報告をおこない、討論を

通して皆でそれぞれの研究を支え合っていきたい。 

授業内容 

1. 卒論テーマの絞り込み開始 

2. 現代的な問題との関わりの整理 

3. 高校日本史教科書での通説イメージの確認 

4. 小学館や講談社の通史シリーズの確認 

5. 吉川弘文館の分野史の確認 

6. 歴代『岩波講座（岩波通史）』の確認 

7. 東大出版『講座日本歴史』『日本史講座』の確認 

8. 山川出版社の県史シリーズの確認 

9. 中央公論社『日本の近世』シリーズの確認 

10. 山川出版社新体系シリーズ、東京堂出版『展望日本歴史』

シリーズの確認 

11. 国史大辞典で「古典的」な研究の確認 

12. 『史学雑誌』「回顧と展望」の確認 

13. 自治体史の確認 

14. NDL-OPAC による文献検索 

15. 半年間で調べた先行研究の整理 

16. 吉川弘文館の人物叢書シリーズの確認 

17. 「地元」にこだわるメリット、デメリット 

18. 「人物（有名人）」にこだわるメリット、デメリット 

19. 「特定時期」にこだわるメリット、デメリット 

20. 「特定分野」にこだわるメリット、デメリット 

21. 中世史など、「前の時代」の成果の確認 

22. 近代史など、「あとの時代」の成果の確認 

23. 民俗学など、他分野の研究の確認 

24. テーマが似通った「外国史」研究の確認 

25. 活字化された史料集の確認 

26. 史料所蔵機関の確認 

27. 博物館・図書館を訪ねる 

28. フィールドワークの実施 

29. ネット上で公開されている史料情報の確認 

30. 卒論テーマの最終決定 

準備学習 

（予習・復習） 

討論で出た問題点を、次回報告までにそれなりに克服できるよう、たえず地道な準備を進めて

おくこと。 

評価方法・基準 平素の受講態度（報告内容と討論への参加姿勢）と期末レポート 

課題の 

フィードバック方法 

授業中の発表時に、教員がコメントし、アドバイスをほどこす。期末レポートは、添削のうえオフ

ィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『授業中に指示』    

参考書 『授業中に指示』    

聴講の可否： ×



No.史-357 cd:42013008 

科目名 日本史演習 I（八） 期間 通年 

担当教員 木下 光生 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 卒論提出に向けて、近世史の諸問題を考える 

到達目標 卒論のテーマを絞り込んでいくとともに、研究史の整理を進めていく。 

授業概要 

卒論を書くためには、自分が関心をもっていることを調べてきて、まとめるだけでは不十分で、

先行研究を整理し、残された課題を発見していく、という研究史整理が不可欠である。３回生を

終える頃には、研究史整理があらかた済んでいることを目指して各自報告をおこない、討論を

通して皆でそれぞれの研究を支え合っていきたい。 

授業内容 

1. 卒論テーマの絞り込み開始 

2. 現代的な問題との関わりの整理 

3. 高校日本史教科書での通説イメージの確認 

4. 小学館や講談社の通史シリーズの確認 

5. 吉川弘文館の分野史の確認 

6. 歴代『岩波講座（岩波通史）』の確認 

7. 東大出版『講座日本歴史』『日本史講座』の確認 

8. 山川出版社の県史シリーズの確認 

9. 中央公論社『日本の近世』シリーズの確認 

10. 山川出版社新体系シリーズ、東京堂出版『展望日本歴史』

シリーズの確認 

11. 国史大辞典で「古典的」な研究の確認 

12. 『史学雑誌』「回顧と展望」の確認 

13. 自治体史の確認 

14. NDL-OPAC による文献検索 

15. 半年間で調べた先行研究の整理 

16. 吉川弘文館の人物叢書シリーズの確認 

17. 「地元」にこだわるメリット、デメリット 

18. 「人物（有名人）」にこだわるメリット、デメリット 

19. 「特定時期」にこだわるメリット、デメリット 

20. 「特定分野」にこだわるメリット、デメリット 

21. 中世史など、「前の時代」の成果の確認 

22. 近代史など、「あとの時代」の成果の確認 

23. 民俗学など、他分野の研究の確認 

24. テーマが似通った「外国史」研究の確認 

25. 活字化された史料集の確認 

26. 史料所蔵機関の確認 

27. 博物館・図書館を訪ねる 

28. フィールドワークの実施 

29. ネット上で公開されている史料情報の確認 

30. 卒論テーマの最終決定 

準備学習 

（予習・復習） 

討論で出た問題点を、次回報告までにそれなりに克服できるよう、たえず地道な準備を進めて

おくこと。 

評価方法・基準 平素の受講態度（報告内容と討論への参加姿勢）と期末レポート 

課題の 

フィードバック方法 

授業中の発表時に、教員がコメントし、アドバイスをほどこす。期末レポートは、添削のうえオフ

ィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『授業中に指示』    

参考書 『授業中に指示』    

聴講の可否： ×



No.史-358 cd:42013009 

科目名 日本史演習 I（九） 期間 通年 

担当教員 村上 紀夫 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 日本近代文化史の研究手法を学ぶ 

到達目標 
日本近代文化史に関する先行研究を理解し、問題関心を深めるとともに、卒業論文執筆にむ

けての準備をする。 

授業概要 

第１回～１５回：『岩波講座日本歴史』などから自分が卒論で取り上げたいテーマに近い論文を

指定し、受講生全員が予習をしたうえで受講生が発表し、全員が討論する。第１６回～３０回：

担当日を決めて、それぞれが関心のあるテーマについてレジュメを作成し発表。登録人数によ

り変更する場合がある。また、特に前期後半は受講者の関心によりテーマを変更する可能性

がある。 

授業内容 

1. ガイダンス～各自の問題関心を報告し、分担を確定する 

2. 吉田裕「近現代史への招待」 

3. 松尾正人「戊辰戦争と廃藩置県」について 

4. 奥田晴樹「地租改正と地域社会」について 

5. 神山恒雄「殖産興行政策の展開」について 

6. 松沢祐作「地方自治制と民権運動・民衆運動」について 

7. 塩出浩之「北海道・沖縄・小笠原諸島と近代日本」について 

8. 鈴木淳「官僚制と軍隊」について 

9. 苅部直「文明開化の時代」について 

10. 谷川穣「教化・教育政策と宗教」について 

11. 前講座『岩波講座日本通史』所収 安丸良夫「一八五〇－

七〇年代の日本」について 

12. 前講座『岩波講座日本通史』所収 宮地正人「維新政権論」

について 

13. 前講座『岩波講座日本通史』所収 井上勝生「志士と民衆」

について 

14. 前講座『岩波講座日本通史』所収 牧原憲夫「文明開化論」

について 

15. 前期のまとめと夏期休暇中の課題を提示する 

16. 演習報告（第 1 回）各自の問題関心に沿って先行研究を集める 

17. 演習報告（第 1 回）各自の問題関心に沿って集めた先行研究を読み

込む 

18. 演習報告（第 1 回）先行研究の理解と残された課題を見つける 

19. 演習報告（第 1 回）先行研究の課題を自分の問題関心に沿って整理

する 

20. 演習報告（第 1 回）関連する分野の先行研究を理解する 

21. 演習報告（第 1 回）より広い視点から各自が関心を持っているテーマ

の意義と課題を考える 

22. 演習報告（第 1 回）先行研究の理解をふまえ、研究テーマを絞り込む 

23. 演習報告（第 2 回）先行研究が参照している史料の収集と確認 

24. 演習報告（第 2 回）先行研究が引用する史料の読み直しと分析 

25. 演習報告（第 2 回）史料読解にもとづく先行研究の再検討 

26. 演習報告（第 2 回）関連史料・資料と文献の所在調査 

27. 演習報告（第 2 回）関連史料・資料と文献の収集 

28. 演習報告（第 2 回）関連史料・資料と文献の精査 

29. 演習報告（第 2 回）今年度の研究をふまえたテーマの絞り込みと調査

計画の策定 

30. まとめ～次年度の卒業論文作成に向けての課題整理 

準備学習 

（予習・復習） 

前期は対象となった報告予定者はあらかじめ論文のコピーを1週間前までに全員に配布する。

論文は全員が必ず読んできて、疑問点や自分の意見をもって演習にのぞむこと。後期は文献・

資料の調査をしっかり行い、担当者は報告レジュメを作成する。 

評価方法・基準 

講義における報告内容（50％）・授業中の積極的な発言と討論内容（30％）・レポート（20％）を

総合して評価する。無断遅刻・欠席は厳禁とする。特に報告予定者の無断欠席、やむを得ない

事情以外の当日の欠席は認めない。 

課題の 

フィードバック方法 

授業中の発表や討論での発言について、担当教員がその場でコメントをし評価する。またレポ

ートについては添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書 『岩波講座 日本歴史 第 15 巻 近現代Ⅰ』  岩波書店 2014 

聴講の可否： ×



No.史-359 cd:42013010 

科目名 日本史演習 I（十） 期間 通年 

担当教員 村上 紀夫 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 日本近代文化史の研究手法を学ぶ 

到達目標 
日本近代文化史に関する先行研究を理解し、問題関心を深めるとともに、卒業論文執筆にむ

けての準備をする。 

授業概要 

第１回～１５回：『岩波講座日本歴史』などから自分が卒論で取り上げたいテーマに近い論文を

指定し、受講生全員が予習をしたうえで受講生が発表し、全員が討論する。第１６回～３０回：

担当日を決めて、それぞれが関心のあるテーマについてレジュメを作成し発表。登録人数によ

り変更する場合がある。また、特に前期後半は受講者の関心によりテーマを変更する可能性

がある。 

授業内容 

1. ガイダンス～各自の問題関心を報告し、分担を確定する 

2. 吉田裕「近現代史への招待」 

3. 松尾正人「戊辰戦争と廃藩置県」について 

4. 奥田晴樹「地租改正と地域社会」について 

5. 神山恒雄「殖産興行政策の展開」について 

6. 松沢祐作「地方自治制と民権運動・民衆運動」について 

7. 塩出浩之「北海道・沖縄・小笠原諸島と近代日本」について 

8. 鈴木淳「官僚制と軍隊」について 

9. 苅部直「文明開化の時代」について 

10. 谷川穣「教化・教育政策と宗教」について 

11. 前講座『岩波講座日本通史』所収 安丸良夫「一八五〇－

七〇年代の日本」について 

12. 前講座『岩波講座日本通史』所収 宮地正人「維新政権論」

について 

13. 前講座『岩波講座日本通史』所収 井上勝生「志士と民衆」

について 

14. 前講座『岩波講座日本通史』所収 牧原憲夫「文明開化論」

について 

15. 前期のまとめと夏期休暇中の課題を提示する 

16. 演習報告（第 1 回）各自の問題関心に沿って先行研究を集める 

17. 演習報告（第 1 回）各自の問題関心に沿って集めた先行研究を読み

込む 

18. 演習報告（第 1 回）先行研究の理解と残された課題を見つける 

19. 演習報告（第 1 回）先行研究の課題を自分の問題関心に沿って整理

する 

20. 演習報告（第 1 回）関連する分野の先行研究を理解する 

21. 演習報告（第 1 回）より広い視点から各自が関心を持っているテーマ

の意義と課題を考える 

22. 演習報告（第 1 回）先行研究の理解をふまえ、研究テーマを絞り込む 

23. 演習報告（第 2 回）先行研究が参照している史料の収集と確認 

24. 演習報告（第 2 回）先行研究が引用する史料の読み直しと分析 

25. 演習報告（第 2 回）史料読解にもとづく先行研究の再検討 

26. 演習報告（第 2 回）関連史料・資料と文献の所在調査 

27. 演習報告（第 2 回）関連史料・資料と文献の収集 

28. 演習報告（第 2 回）関連史料・資料と文献の精査 

29. 演習報告（第 2 回）今年度の研究をふまえたテーマの絞り込みと調査

計画の策定 

30. まとめ～次年度の卒業論文作成に向けての課題整理 

準備学習 

（予習・復習） 

前期は対象となった報告予定者はあらかじめ論文のコピーを1週間前までに全員に配布する。

論文は全員が必ず読んできて、疑問点や自分の意見をもって演習にのぞむこと。後期は文献・

資料の調査をしっかり行い、担当者は報告レジュメを作成する。 

評価方法・基準 

講義における報告内容（50％）・授業中の積極的な発言と討論内容（30％）・レポート（20％）を

総合して評価する。無断遅刻・欠席は厳禁とする。特に報告予定者の無断欠席、やむを得ない

事情以外の当日の欠席は認めない。 

課題の 

フィードバック方法 

授業中の発表や討論での発言について、担当教員がその場でコメントをし評価する。またレポ

ートについては添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書 『岩波講座 日本歴史 第 15 巻 近現代Ⅰ』  岩波書店 2014 

聴講の可否： ×



No.史-360 cd:42013011 

科目名 日本史演習 I（十一） 期間 通年 

担当教員 森川 正則 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 「近現代の世界と日本の 150 年」に関わる図書の一節または学術雑誌論文を輪読する 

到達目標 

先行研究に謙虚に学びつつ、自分なりの疑問や別の切り口を発見する力を養うことが目標で

す。加えて、4 年次の卒業論文研究を見すえて、学術的な論文の執筆スタイル・技法の習得を

目指します。 

授業概要 

受講者各自の問題関心にも配慮しながら、図書の一節または学術雑誌論文を選定し、輪読・

討議します。毎回の授業では発表担当者と質疑担当者を割り当てます。発表担当者には発表

プリント（レジュメ）を作成・配布の上、発表してもらいます。続いて、質疑担当者のコメントを踏

まえて、全員で討議するという形式をとります。 

授業内容 

1. 演習の内容と進め方について 

2. そもそも「近現代」って、どんな時代か？ 

3. 「近現代の世界と日本の 150 年」を大きく見渡す 

4. 「国づくり・近代化」の明治を探り、問う 

5. 「憲法の制定と立憲国家の確立後」を探り、問う 

6. 「時は 1912 年、明治から大正へ移りゆくころ」を探り、問う 

7. 「時は 1925 年、護憲三派内閣が成立したころ」を探り、問う 

8. 「咲き乱れる大正・昭和モダンの諸相」を探り、問う 

9. 「二重の危機に揺れた非常時日本」を探り、問う 

10. 「非常時のゆくえと社会・文化の諸相」を探り、問う 

11. 「荒れ果ててゆく世界と戦時日本の姿」を探り、問う 

12. 「戦時体制と銃後の社会・文化の諸相」を探り、問う 

13. 「終戦の光景と近代日本の出直しの瞬間」を探り、問う 

14. 「敗戦後・占領期の社会・文化の諸相」を探り、問う 

15. 「新憲法の誕生」を探り、「公布・施行 70 年」の現在を問う 

16. 後期の演習の進め方と図書・学術論文の探し方について 

17. 「第 2 次世界大戦後・冷戦期の世界と日本」を大きく見渡す 

18. 「講和・独立回復と戦後日本外交の再出発」を探り、問う 

19. 「時は 1955 年、独立回復から 5 年後のころ」を探り、問う 

20. 「高度経済成長という不思議」を探り、問う 

21. 「高度経済成長の 1960 年代、その光と影」を探り、問う 

22. 「時は 1972 年、日本と中国が握手を交わした光景」を探り、問う 

23. 「時は 1973 年、石油危機に揺れた経済大国日本」を探り、問う 

24. 「『ファミコン』が新語・流行語に挙がったころ」を探り、問う 

25. 「バブル景気の宴、そして昭和の終わり」を探り、問う 

26. 「宴の終わりに揺れて」～平成の約 30 年の始まりを探り、問う 

27. 「湾岸からの衝撃に揺れて」～平成の約 30 年の始まりを探り、問う 

28. 「皆さんが生まれ、物心ついていくころ」の平成史を探り、問う 

29. 「世界を震撼させた『あの日』」を振り返り、問う 

30. 1 年間のまとめと 4 年次の演習Ⅱへの橋渡し～何のために歴史を学

び、問うのか？ 

準備学習 

（予習・復習） 

授業で取り上げる図書の一節または学術雑誌論文については、事前に必ず読んだ上で授業

に臨んでください。また、事後の追加調査については、次回授業の初めに発表してもらいます。 

評価方法・基準 
日々の受講態度・発表内容（評価割合 40％）、年 2 回のレポート（評価割合 60％）を総合して評

価します。 

課題の 

フィードバック方法 

年 2 回のレポートに関しては、教員からのコメントを記して受講者各自に返却するとともに、授

業で全体講評も行います。発表についてはその場で講評を行います。 

履修上の 

注意事項等 

特別の事由とそれを証明する文書のない欠席、事前連絡のない欠席については、成績評価上

大きなマイナスとなります。 

テキスト 『授業で取り上げる図書の一節または学術雑誌掲載論文になります。』    

参考書 『授業中に適宜紹介します。』    

聴講の可否： ×



No.史-361 cd:42013012 

科目名 日本史演習 I（十二） 期間 通年 

担当教員 森川 正則 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 「近現代の世界と日本の 150 年」に関わる図書の一節または学術雑誌論文を輪読する 

到達目標 

先行研究に謙虚に学びつつ、自分なりの疑問や別の切り口を発見する力を養うことが目標で

す。加えて、4 年次の卒業論文研究を見すえて、学術的な論文の執筆スタイル・技法の習得を

目指します。 

授業概要 

受講者各自の問題関心にも配慮しながら、図書の一節または学術雑誌論文を選定し、輪読・

討議します。毎回の授業では発表担当者と質疑担当者を割り当てます。発表担当者には発表

プリント（レジュメ）を作成・配布の上、発表してもらいます。続いて、質疑担当者のコメントを踏

まえて、全員で討議するという形式をとります。 

授業内容 

1. 演習の内容と進め方について 

2. そもそも「近現代」って、どんな時代か？ 

3. 「近現代の世界と日本の 150 年」を大きく見渡す 

4. 「国づくり・近代化」の明治を探り、問う 

5. 「憲法の制定と立憲国家の確立後」を探り、問う 

6. 「時は 1912 年、明治から大正へ移りゆくころ」を探り、問う 

7. 「時は 1925 年、護憲三派内閣が成立したころ」を探り、問う 

8. 「咲き乱れる大正・昭和モダンの諸相」を探り、問う 

9. 「二重の危機に揺れた非常時日本」を探り、問う 

10. 「非常時のゆくえと社会・文化の諸相」を探り、問う 

11. 「荒れ果ててゆく世界と戦時日本の姿」を探り、問う 

12. 「戦時体制と銃後の社会・文化の諸相」を探り、問う 

13. 「終戦の光景と近代日本の出直しの瞬間」を探り、問う 

14. 「敗戦後・占領期の社会・文化の諸相」を探り、問う 

15. 「新憲法の誕生」を探り、「公布・施行 70 年」の現在を問う 

16. 後期の演習の進め方と図書・学術論文の探し方について 

17. 「第 2 次世界大戦後・冷戦期の世界と日本」を大きく見渡す 

18. 「講和・独立回復と戦後日本外交の再出発」を探り、問う 

19. 「時は 1955 年、独立回復から 5 年後のころ」を探り、問う 

20. 「高度経済成長という不思議」を探り、問う 

21. 「高度経済成長の 1960 年代、その光と影」を探り、問う 

22. 「時は 1972 年、日本と中国が握手を交わした光景」を探り、問う 

23. 「時は 1973 年、石油危機に揺れた経済大国日本」を探り、問う 

24. 「『ファミコン』が新語・流行語に挙がったころ」を探り、問う 

25. 「バブル景気の宴、そして昭和の終わり」を探り、問う 

26. 「宴の終わりに揺れて」～平成の約 30 年の始まりを探り、問う 

27. 「湾岸からの衝撃に揺れて」～平成の約 30 年の始まりを探り、問う 

28. 「皆さんが生まれ、物心ついていくころ」の平成史を探り、問う 

29. 「世界を震撼させた『あの日』」を振り返り、問う 

30. 1 年間のまとめと 4 年次の演習Ⅱへの橋渡し～何のために歴史を学

び、問うのか？ 

準備学習 

（予習・復習） 

授業で取り上げる図書の一節または学術雑誌論文については、事前に必ず読んだ上で授業

に臨んでください。また、事後の追加調査については、次回授業の初めに発表してもらいます。 

評価方法・基準 
日々の受講態度・発表内容（評価割合 40％）、年 2 回のレポート（評価割合 60％）を総合して評

価します。 

課題の 

フィードバック方法 

年 2 回のレポートに関しては、教員からのコメントを記して受講者各自に返却するとともに、授

業で全体講評も行います。発表についてはその場で講評を行います。 

履修上の 

注意事項等 

特別の事由とそれを証明する文書のない欠席、事前連絡のない欠席については、成績評価上

大きなマイナスとなります。 

テキスト 『授業で取り上げる図書の一節または学術雑誌掲載論文になります。』    

参考書 『授業中に適宜紹介します。』    

聴講の可否： ×



No.史-362 cd:42015001 

科目名 日本史演習 II（一） 期間 通年 

担当教員 寺崎 保広 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 日本古代史の諸問題 

到達目標 
日本古代史に関する研究書・論文を読み込みながら、理解を深め、卒業論文作成の実践的な

能力を養う。 

授業概要 

ゼミ形式で行う。担当者の報告内容に対して、出席者が相互討論を行い、理解を深める。前期

はテキストを用い、事前に章ごとに担当者を割り当て、当日はレジュメをもとに、内容の要約と

検討結果の報告を行う。後期は、各自の卒業論文に関する報告を２度行う。報告は１回につき

２人ずつ行う。 

授業内容 

1. はじめに 

2. テキスト第１章の報告（３・４回生） 

3. テキスト第２章の報告（３・４回生） 

4. テキスト第２章の報告（３・４回生）－２ 

5. テキスト第３章の報告（３・４回生） 

6. テキスト第３章の報告（３・４回生）－２ 

7. テキスト第４章の報告（３・４回生） 

8. テキスト第５章の報告（３・４回生） 

9. テキスト第５章の報告（３・４回生）－２ 

10. テキスト第６章の報告（３・４回生） 

11. テキスト第６章の報告（３・４回生）－２ 

12. 卒論中間発表（４回生）１ 

13. 卒論中間発表（４回生）２ 

14. 卒論中間発表（４回生）３ 

15. 卒論中間発表（４回生）４ 

16. 卒論中間発表（４回生）５ 

17. 日本古代史の論文についての報告（３回生）１ 

18. 日本古代史の論文についての報告（３回生）２ 

19. 日本古代史の論文についての報告（３回生）３ 

20. 日本古代史の論文についての報告（３回生）４ 

21. 日本古代史の論文についての報告（３回生）５ 

22. 卒論要旨発表（４回生）１ 

23. 卒論要旨発表（４回生）２ 

24. 卒論要旨発表（４回生）３ 

25. 卒論要旨発表（４回生）４ 

26. 卒論要旨発表（４回生）５ 

27. 卒論執筆にむけての指導 

28. 卒論構想発表（３回生）１ 

29. 卒論構想発表（３回生）２ 

30. 卒論構想発表（３回生）３ 

準備学習 

（予習・復習） 

報告者としての準備はもちろんのこと、報告者以外の受講生全員が、当該の章もしくは論文を

事前に読んで予習しておくことが必須である。 

評価方法・基準 
レポートを前期・後期各１回課す。成績は、報告内容・レポート・普段の受講態度を総合して評

価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発言およびレポートについては、授業内でコメントする。 

履修上の 

注意事項等 
日本史演習Ⅱ(一)は、日本史演習Ⅰ(一)と合同して授業を行う。 

テキスト 『平城京と木簡の世紀(講談社学術文庫)』 渡辺晃宏 講談社 2009 

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-363 cd:42015002 

科目名 日本史演習 II（二） 期間 通年 

担当教員 寺崎 保広 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 日本古代史の諸問題 

到達目標 
日本古代史に関する研究書・論文を読み込みながら、理解を深め、卒業論文作成の実践的な

能力を養う。 

授業概要 

ゼミ形式で行う。担当者の報告内容に対して、出席者が相互討論を行い、理解を深める。前期

はテキストを用い、事前に章ごとに担当者を割り当て、当日はレジュメをもとに、内容の要約と

検討結果の報告を行う。後期は、各自の卒業論文に関する報告を２度行う。報告は１回につき

２人ずつ行う。 

授業内容 

1. はじめに 

2. テキスト第１章の報告（３・４回生） 

3. テキスト第２章の報告（３・４回生） 

4. テキスト第２章の報告（３・４回生）－２ 

5. テキスト第３章の報告（３・４回生） 

6. テキスト第３章の報告（３・４回生）－２ 

7. テキスト第４章の報告（３・４回生） 

8. テキスト第５章の報告（３・４回生） 

9. テキスト第５章の報告（３・４回生）－２ 

10. テキスト第６章の報告（３・４回生） 

11. テキスト第６章の報告（３・４回生）－２ 

12. 卒論中間発表（４回生）１ 

13. 卒論中間発表（４回生）２ 

14. 卒論中間発表（４回生）３ 

15. 卒論中間発表（４回生）４ 

16. 卒論中間発表（４回生）５ 

17. 日本古代史の論文についての報告（３回生）１ 

18. 日本古代史の論文についての報告（３回生）２ 

19. 日本古代史の論文についての報告（３回生）３ 

20. 日本古代史の論文についての報告（３回生）４ 

21. 日本古代史の論文についての報告（３回生）５ 

22. 卒論要旨発表（４回生）１ 

23. 卒論要旨発表（４回生）２ 

24. 卒論要旨発表（４回生）３ 

25. 卒論要旨発表（４回生）４ 

26. 卒論要旨発表（４回生）５ 

27. 卒論執筆にむけての指導 

28. 卒論構想発表（３回生）１ 

29. 卒論構想発表（３回生）２ 

30. 卒論構想発表（３回生）３ 

準備学習 

（予習・復習） 

報告者としての準備はもちろんのこと、報告者以外の受講生全員が、当該の章もしくは論文を

事前に読んで予習しておくことが必須である。 

評価方法・基準 
レポートを前期・後期各１回課す。成績は、報告内容・レポート・普段の受講態度を総合して評

価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発言およびレポートについては、授業内でコメントする。 

履修上の 

注意事項等 

日本史演習Ⅱ(二)は、日本史演習Ⅰ(二)、世界遺産史学演習Ⅰ（Ⅲ）、世界遺産史学演習（三）

と合同して授業を行う。 

テキスト 『平城京と木簡の世紀(講談社学術文庫)』 渡辺晃宏 講談社 2009 

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-364 cd:42015003 

科目名 日本史演習 II（三） 期間 通年 

担当教員 ☆大田 壮一郎 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 研究テーマについて独自の見解を述べた卒業論文を作成する。 

到達目標 
収集した史料を分析した上で、先行研究と異なる独自の見解を提示し、それを説得的かつ論

理的な文章で説明することができる。 

授業概要 

①３回生の間に見出した研究テーマの方向性を再確認する。②収集した関連文献や史料を用

いて卒業論文へ向けた具体的分析を行う。③その分析をもとに先行研究が述べていない独自

の見解を発表する。④その内容を説得力のある文章として構成し、研究テーマに関する論証と

結論を述べた卒業論文としてまとめる。 

授業内容 

1. ガイダンス 演習の進め方 担当者の調整 

2. 研究テーマの再確認と今後の研究計画の点検 

3. 『史学雑誌 回顧と展望』および学術雑誌の文献目録で最新

の研究動向を確認する 

4. 収集した史料について、異本や別の刊行本と比較し、より良

質な史料を厳選する 

5. 収集した史料について、一次史料（同時代史料）と二次史料

（編纂史料など）に分類する 

6. 論証の核となる重要史料を選別し、人物比定・年代比定を

はじめとする徹底した分析を行う 

7. 重要史料に関して、他史料による裏付け及び傍証となる補

足史料の収集を行う 

8. 研究テーマの論点整理として、先行研究の到達点と問題点

を提示する 

9. その問題点の解決に必要な方法について複数の可能性を

検討する 

10. 収集した史料の状況と照らし合わせて、実行可能な方法を

選択する 

11. 「はじめに」に該当する①問題関心、②研究史とその問題

点、③問題点解決の方法、を文章にまとめる 

12. 「章」に該当する個別の①論点、②論証の内容と使用史料、

③結論、を章ごとに箇条書きでまとめる 

13. 「おわりに」に該当する①各章のまとめ、②結論、③残された

課題、について文章にまとめる 

14. 仮章構成を完成させる 

15. 夏期休暇中に進めるべき作業を確認する 

16. 論文第１稿の脱稿と自己評価 

17. 章・節ごとに見直し 補足史料の追加 史料解釈の再点検 

18. 論文全体の見直し 構成の再検討 

19. 章のタイトル節のタイトルの修正、本文と註の入れ替え 

20. 引用文献の典拠を再確認する 

21. 「はじめに」と「おわりに」の対応関係の見直し 

22. 卒論掲載用の図表について、配置・項目・大きさなどを再検討する 

23. 卒業論文「はじめに」の執筆 

24. 卒業論文第１章の執筆 

25. 卒業論文第２章の執筆 

26. 卒業論文第３章の執筆 

27. 卒業論文「おわりに」の執筆 

28. 文章の推敲 打ち込み史料と原史料を照らし合わせる 

29. 最終推敲 誤字・脱字・表記統一などの確認 

30. 卒業論文の完成・提出 

準備学習 

（予習・復習） 

発表に向けて十分に時間をかけて準備する。また、発表後は質疑応答で受けた指摘を参考に

内容を深め、次回の発表に活かすことが重要である。 

評価方法・基準 平常点（70％） 発表内容や質疑応答への参加度を評価する。レポート（30％） 

課題の 

フィードバック方法 

講義内の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。レポート（前期）は添削の

上、後期初回の講義時に返却する。 

履修上の 

注意事項等 
スケジュールに沿って各受講者の発表を進めて行くので、無断欠席は厳禁である。 

テキスト 『なし』    

参考書 『適宜、紹介する』    

聴講の可否： ×



No.史-365 cd:42015004 

科目名 日本史演習 II（四） 期間 通年 

担当教員 ☆大田 壮一郎 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 研究テーマについて独自の見解を述べた卒業論文を作成する。 

到達目標 
収集した史料を分析した上で、先行研究と異なる独自の見解を提示し、それを説得的かつ論

理的な文章で説明することができる。 

授業概要 

①３回生の間に見出した研究テーマの方向性を再確認する。②収集した関連文献や史料を用

いて卒業論文へ向けた具体的分析を行う。③その分析をもとに先行研究が述べていない独自

の見解を発表する。④その内容を説得力のある文章として構成し、研究テーマに関する論証と

結論を述べた卒業論文としてまとめる。 

授業内容 

1. ガイダンス 演習の進め方 担当者の調整 

2. 研究テーマの再確認と今後の研究計画の点検 

3. 『史学雑誌 回顧と展望』および学術雑誌の文献目録で最新

の研究動向を確認する 

4. 収集した史料について、異本や別の刊行本と比較し、より良

質な史料を厳選する 

5. 収集した史料について、一次史料（同時代史料）と二次史料

（編纂史料など）に分類する 

6. 論証の核となる重要史料を選別し、人物比定・年代比定を

はじめとする徹底した分析を行う 

7. 重要史料に関して、他史料による裏付け及び傍証となる補

足史料の収集を行う 

8. 研究テーマの論点整理として、先行研究の到達点と問題点

を提示する 

9. その問題点の解決に必要な方法について複数の可能性を

検討する 

10. 収集した史料の状況と照らし合わせて、実行可能な方法を

選択する 

11. 「はじめに」に該当する①問題関心、②研究史とその問題

点、③問題点解決の方法、を文章にまとめる 

12. 「章」に該当する個別の①論点、②論証の内容と使用史料、

③結論、を章ごとに箇条書きでまとめる 

13. 「おわりに」に該当する①各章のまとめ、②結論、③残された

課題、について文章にまとめる 

14. 仮章構成を完成させる 

15. 夏期休暇中に進めるべき作業を確認する 

16. 論文第１稿の脱稿と自己評価 

17. 章・節ごとに見直し 補足史料の追加 史料解釈の再点検 

18. 論文全体の見直し 構成の再検討 

19. 章のタイトル節のタイトルの修正、本文と註の入れ替え 

20. 引用文献の典拠を再確認する 

21. 「はじめに」と「おわりに」の対応関係の見直し 

22. 卒論掲載用の図表について、配置・項目・大きさなどを再検討する 

23. 卒業論文「はじめに」の執筆 

24. 卒業論文第１章の執筆 

25. 卒業論文第２章の執筆 

26. 卒業論文第３章の執筆 

27. 卒業論文「おわりに」の執筆 

28. 文章の推敲 打ち込み史料と原史料を照らし合わせる 

29. 最終推敲 誤字・脱字・表記統一などの確認 

30. 卒業論文の完成・提出 

準備学習 

（予習・復習） 

発表に向けて十分に時間をかけて準備する。また、発表後は質疑応答で受けた指摘を参考に

内容を深め、次回の発表に活かすことが重要である。 

評価方法・基準 平常点（70％） 発表内容や質疑応答への参加度を評価する。 レポート（30％） 

課題の 

フィードバック方法 

講義内の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。レポート（前期）は添削の

上、後期初回の講義時に返却する。 

履修上の 

注意事項等 
スケジュールに沿って各受講者の発表を進めて行くので、無断欠席は厳禁である。 

テキスト 『なし』    

参考書 『適宜、紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.史-366 cd:42015005 

科目名 日本史演習 II（五） 期間 通年 

担当教員 河内 将芳 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 日本中世・近世文化史の諸問題 

到達目標 
日本中世・近世文化史の諸問題を理解し、関心のあるテーマを見つけだし研究していくための

専門的な能力を身につける。 

授業概要 

①最初に各講時担当の報告者を決める。１講時に４人。通年で受講生１人が４回報告を行う。

②報告者は報告したいテーマを見つけだし、そのテーマにかかわる報告を行う。報告をする際

にはレジメ資料も作成、受講生全員に配布。③報告を聞いた受講生と教員との質疑応答を繰

り返すなかで報告内容をより深めていくことをめざす。 

授業内容 

1. ガイダンス（演習の進め方・報告の仕方） 

2. 担当者の報告および質疑応答 １ 

3. 担当者の報告および質疑応答 ２ 

4. 担当者の報告および質疑応答 ３ 

5. 担当者の報告および質疑応答 ４ 

6. 担当者の報告および質疑応答 ５ 

7. 担当者の報告および質疑応答 ６ 

8. 担当者の報告および質疑応答 ７ 

9. 担当者の報告および質疑応答 ８ 

10. 担当者の報告および質疑応答 ９ 

11. 担当者の報告および質疑応答 １０ 

12. 担当者の報告および質疑応答 １１ 

13. 担当者の報告および質疑応答 １２ 

14. 担当者の報告および質疑応答 １３ 

15. 担当者の報告および質疑応答 １４ 

16. 担当者の報告および質疑応答 １５ 

17. 担当者の報告および質疑応答 １６ 

18. 担当者の報告および質疑応答 １７ 

19. 担当者の報告および質疑応答 １８ 

20. 担当者の報告および質疑応答 １９ 

21. 担当者の報告および質疑応答 ２０ 

22. 担当者の報告および質疑応答 ２１ 

23. 担当者の報告および質疑応答 ２２ 

24. 担当者の報告および質疑応答 ２３ 

25. 担当者の報告および質疑応答 ２４ 

26. 担当者の報告および質疑応答 ２５ 

27. 担当者の報告および質疑応答 ２６ 

28. 担当者の報告および質疑応答 ２７ 

29. 担当者の報告および質疑応答 ２８ 

30. 担当者の報告および質疑応答 ２９ 

準備学習 

（予習・復習） 

配付資料を読んで授業内容を確認するとともに、次回の授業テーマについても事前に確認して

おくこと。 

評価方法・基準 平常点（５０％）と報告内容（５０％）によって評価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の報告については、担当教員がその場でコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
日本史演習Ⅱ（五）は、日本史演習Ⅰ（五）と合同して授業を行う。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.史-367 cd:42015006 

科目名 日本史演習 II（六） 期間 通年 

担当教員 河内 将芳 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 日本中世・近世文化史の諸問題 

到達目標 
日本中世・近世文化史の諸問題を理解し、関心のあるテーマを見つけだし研究していくための

専門的な能力を身につける。 

授業概要 

①最初に各講時担当の報告者を決める。１講時に４人。通年で受講生１人が４回報告を行う。

②報告者は報告したいテーマを見つけだし、そのテーマにかかわる報告を行う。報告をする際

にはレジメ資料も作成、受講生全員に配布。③報告を聞いた受講生と教員との質疑応答を繰

り返すなかで報告内容をより深めていくことをめざす。 

授業内容 

1. ガイダンス（演習の進め方・報告の仕方） 

2. 担当者の報告および質疑応答 １ 

3. 担当者の報告および質疑応答 ２ 

4. 担当者の報告および質疑応答 ３ 

5. 担当者の報告および質疑応答 ４ 

6. 担当者の報告および質疑応答 ５ 

7. 担当者の報告および質疑応答 ６ 

8. 担当者の報告および質疑応答 ７ 

9. 担当者の報告および質疑応答 ８ 

10. 担当者の報告および質疑応答 ９ 

11. 担当者の報告および質疑応答 １０ 

12. 担当者の報告および質疑応答 １１ 

13. 担当者の報告および質疑応答 １２ 

14. 担当者の報告および質疑応答 １３ 

15. 担当者の報告および質疑応答 １４ 

16. 担当者の報告および質疑応答 １５ 

17. 担当者の報告および質疑応答 １６ 

18. 担当者の報告および質疑応答 １７ 

19. 担当者の報告および質疑応答 １８ 

20. 担当者の報告および質疑応答 １９ 

21. 担当者の報告および質疑応答 ２０ 

22. 担当者の報告および質疑応答 ２１ 

23. 担当者の報告および質疑応答 ２２ 

24. 担当者の報告および質疑応答 ２３ 

25. 担当者の報告および質疑応答 ２４ 

26. 担当者の報告および質疑応答 ２５ 

27. 担当者の報告および質疑応答 ２６ 

28. 担当者の報告および質疑応答 ２７ 

29. 担当者の報告および質疑応答 ２８ 

30. 担当者の報告および質疑応答 ２９ 

準備学習 

（予習・復習） 

配付資料を読んで授業内容を確認するとともに、次回の授業テーマについても事前に確認して

おくこと。 

評価方法・基準 平常点（５０％）と報告内容（５０％）によって評価する。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の報告については、担当教員がその場でコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
日本史演習Ⅱ（六）は、日本史演習Ⅰ（六）と合同して授業を行う。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.史-368 cd:42015007 

科目名 日本史演習 II（七） 期間 通年 

担当教員 木下 光生 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 卒論の提出に向け、具体的内容を詰める 

到達目標 具体的な史料分析を精緻化させ、卒論を仕上げる。 

授業概要 

３回生の間におおよそ整理した研究史上の課題をもとに、今度はその課題に応えるための史

料収集と分析にあたる。その分析内容を各自報告し、討論をふまえて、よりいい卒論に仕上が

るよう、皆で支え合っていきたい。 

授業内容 

1. テーマの最終確定 

2. 『史学雑誌』「回顧と展望」で最新研究の確認 

3. NDL-OPAC で最新研究の確認 

4. 活字史料の博捜 

5. 活字史料の分析と史料批判 

6. 活字史料の限界の確認 

7. 史料所蔵機関の確認 

8. 史料目録の確認 

9. 未刊行史料の調査 

10. 未刊行史料の分析と史料批判 

11. 関連しそうな中世史料の確認 

12. 関連しそうな近代史料の確認 

13. 使えそうな文学作品の確認 

14. 夏休み中の調査先の確認 

15. 卒論の具体的な構想（章題など）の確定 

16. 夏休み中の史料調査の成果を整理 

17. 史料の取捨選択～活字史料 

18. 史料の取捨選択～調査した未刊行史料 

19. 史料の取捨選択～風景、石造物、聞き取りなど 

20. 原文書の読解内容の最終確認 

21. 史料批判の最終確認 

22. 図表の整理 

23. 先行研究一覧の執筆 

24. 卒論「はじめに」の執筆 

25. 卒論第１章の執筆 

26. 卒論第２章の執筆 

27. 卒論第３章の執筆 

28. 卒論「おわりに」の執筆 

29. 最終推敲 

30. 卒論の提出 

準備学習 

（予習・復習） 

討論で出た問題点を、次回報告までにそれなりに克服できるよう、たえず地道な準備を進めて

おくこと。 

評価方法・基準 平素の受講態度（報告内容と討論への参加姿勢）と期末レポート、卒論 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発表時に、教員がコメントし、アドバイスをほどこす。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『授業中に指示』    

参考書 『授業中に指示』    

聴講の可否： ×



No.史-369 cd:42015008 

科目名 日本史演習 II（八） 期間 通年 

担当教員 木下 光生 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 卒論の提出に向け、具体的内容を詰める 

到達目標 具体的な史料分析を精緻化させ、卒論を仕上げる。 

授業概要 

３回生の間におおよそ整理した研究史上の課題をもとに、今度はその課題に応えるための史

料収集と分析にあたる。その分析内容を各自報告し、討論をふまえて、よりいい卒論に仕上が

るよう、皆で支え合っていきたい。 

授業内容 

1. テーマの最終確定 

2. 『史学雑誌』「回顧と展望」で最新研究の確認 

3. NDL-OPAC で最新研究の確認 

4. 活字史料の博捜 

5. 活字史料の分析と史料批判 

6. 活字史料の限界の確認 

7. 史料所蔵機関の確認 

8. 史料目録の確認 

9. 未刊行史料の調査 

10. 未刊行史料の分析と史料批判 

11. 関連しそうな中世史料の確認 

12. 関連しそうな近代史料の確認 

13. 使えそうな文学作品の確認 

14. 夏休み中の調査先の確認 

15. 卒論の具体的な構想（章題など）の確定 

16. 夏休み中の史料調査の成果を整理 

17. 史料の取捨選択～活字史料 

18. 史料の取捨選択～調査した未刊行史料 

19. 史料の取捨選択～風景、石造物、聞き取りなど 

20. 原文書の読解内容の最終確認 

21. 史料批判の最終確認 

22. 図表の整理 

23. 先行研究一覧の執筆 

24. 卒論「はじめに」の執筆 

25. 卒論第１章の執筆 

26. 卒論第２章の執筆 

27. 卒論第３章の執筆 

28. 卒論「おわりに」の執筆 

29. 最終推敲 

30. 卒論の提出 

準備学習 

（予習・復習） 

討論で出た問題点を、次回報告までにそれなりに克服できるよう、たえず地道な準備を進めて

おくこと。 

評価方法・基準 平素の受講態度（報告内容と討論への参加姿勢）と期末レポート、卒論 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発表時に、教員がコメントし、アドバイスをほどこす。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『授業中に指示』    

参考書 『授業中に指示』    

聴講の可否： ×



No.史-370 cd:42015009 

科目名 日本史演習 II（九） 期間 通年 

担当教員 村上 紀夫 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 日本近代史の研究を深め、卒業論文を作成する 

到達目標 各自の問題関心に基づき、日本近代史の研究を深め、成果を卒業論文としてまとめる。 

授業概要 
各自、関心のあるテーマについて研究し、レジュメを作成して報告し、全体で討論を行うなかで

研究を深めていく。成果を卒業論文として完成させる。 

授業内容 

1. ガイダンス～演習の目的を確認し、各自のテーマを提示す

る 

2. 報告順と内容の確定 

3. 演習報告（第 1 回）各自テーマの先行研究の収集 

4. 演習報告（第 1 回）先行研究の論点整理 

5. 演習報告（第 1 回）先行研究の論点のさらなる整理 

6. 演習報告（第 1 回）先行研究の課題を整理し、研究テーマを

絞り込む 

7. 演習報告（第 1 回）研究対象を確定する 

8. 演習報告（第 2 回）確定した研究対象について史料の所在を

確認する 

9. 演習報告（第 2 回）研究対象に関する史料を収集する 

10. 演習報告（第 2 回）収集した史料の分析をする 

11. 演習報告（第 2 回）収集した史料の分析を深める 

12. 演習報告（第 2 回）収集史料の分析をもとに先行研究の課

題を析出する 

13. 演習報告（第 2 回）関連文献・関連史料の収集とさらなる分

析をする 

14. 演習報告（第 2 回）これまでの研究をふまえて卒業論文の構

成を考える 

15. 前期のまとめ～前期の成果をふまえ、調査計画をたて夏期

休暇中の調査にそなえる 

16. 後期ガイダンス～卒論完成にむけてのスケジュール確認～ 

17. 演習報告（第 3 回）夏期休暇中の調査成果を整理する 

18. 演習報告（第 3 回）夏期休暇中の調査成果と収集史料を分析する 

19. 演習報告（第 3 回）これまで収集した史料の分析を深める 

20. 演習報告（第 3 回）卒業論文の構成をかためる 

21. 演習報告（第 3 回）卒業論文の構成に沿って史料の追加調査の計画

を立てる 

22. 演習報告（第3回）追加調査の成果を整理し、全体の構成案を修正す

る 

23. 演習報告（第 4 回）これまでの調査成果と収集史料の分析を深め、考

察をする 

24. 演習報告（第 4 回）論文に必要な図・表の作成をする 

25. 演習報告（第 4 回）卒業論文の草稿を完成させる 

26. 演習報告（第 4 回）草稿をもとに不備な点を検討し、必要に応じて修

正を加える 

27. 演習報告（第 4 回）卒業論文の完成に向けて作業を進める 

28. 卒業論文作成～卒業論文をほぼ完成させる 

29. 卒業論文作成～卒業論文の推敲・引用史料・註記の確認をし、完成

度を上げる 

30. 卒業論文作成～卒業論文を完成させる 

準備学習 

（予習・復習） 
史料の調査、先行研究の整理、論文執筆など 

評価方法・基準 
報告内容と討論の様子で評価する（100％）。無断遅刻・欠席は厳禁。特に報告予定者の無断

欠席、やむをえない事情以外の当日欠席は認めない。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発表や討論での発言について、担当教員がその場でコメントをし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
報告者以外の受講生も報告をよく聞いて、積極的に討論に参加すること。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-371 cd:42015010 

科目名 日本史演習 II（十） 期間 通年 

担当教員 村上 紀夫 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 日本近代史の研究を深め、卒業論文を作成する 

到達目標 各自の問題関心に基づき、日本近代史の研究を深め、成果を卒業論文としてまとめる 

授業概要 
各自、関心のあるテーマについて研究し、レジュメを作成して報告し、全体で討論を行うなかで

研究を深めていく。成果を卒業論文として完成させる。 

授業内容 

1. ガイダンス～演習の目的を確認し、各自のテーマを提示す

る 

2. 報告順と内容の確定 

3. 演習報告（第 1 回）各自テーマの先行研究の収集 

4. 演習報告（第 1 回）先行研究の論点整理 

5. 演習報告（第 1 回）先行研究の論点のさらなる整理 

6. 演習報告（第 1 回）先行研究の課題を整理し、研究テーマを

絞り込む 

7. 演習報告（第 1 回）研究対象を確定する 

8. 演習報告（第 2 回）確定した研究対象について史料の所在を

確認する 

9. 演習報告（第 2 回）研究対象に関する史料を収集する 

10. 演習報告（第 2 回）収集した史料の分析をする 

11. 演習報告（第 2 回）収集した史料の分析を深める 

12. 演習報告（第 2 回）収集史料の分析をもとに先行研究の課

題を析出する 

13. 演習報告（第 2 回）関連文献・関連史料の収集とさらなる分

析をする 

14. 演習報告（第 2 回）これまでの研究をふまえて卒業論文の構

成を考える 

15. 前期のまとめ～前期の成果をふまえ、調査計画をたて夏期

休暇中の調査にそなえる 

16. 後期ガイダンス～卒論完成にむけてのスケジュール確認～ 

17. 演習報告（第 3 回）夏期休暇中の調査成果を整理する 

18. 演習報告（第 3 回）夏期休暇中の調査成果と収集史料を分析する 

19. 演習報告（第 3 回）これまで収集した史料の分析を深める 

20. 演習報告（第 3 回）卒業論文の構成をかためる 

21. 演習報告（第 3 回）卒業論文の構成に沿って史料の追加調査の計画

を立てる 

22. 演習報告（第3回）追加調査の成果を整理し、全体の構成案を修正す

る 

23. 演習報告（第 4 回）これまでの調査成果と収集史料の分析を深め、考

察をする 

24. 演習報告（第 4 回）論文に必要な図・表の作成をする 

25. 演習報告（第 4 回）卒業論文の草稿を完成させる 

26. 演習報告（第 4 回）草稿をもとに不備な点を検討し、必要に応じて修

正を加える 

27. 演習報告（第 4 回）卒業論文の完成に向けて作業を進める 

28. 卒業論文作成～卒業論文をほぼ完成させる 

29. 卒業論文作成～卒業論文の推敲・引用史料・註記の確認をし、完成

度を上げる 

30. 卒業論文作成～卒業論文を完成させる 

準備学習 

（予習・復習） 
史料の調査、先行研究の整理、論文執筆など 

評価方法・基準 
報告内容と討論の様子で評価する（100％）。無断遅刻・欠席は厳禁。特に報告予定者の無断

欠席、やむをえない事情以外の当日欠席は認めない。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中の発表や討論での発言について、担当教員がその場でコメントをし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
報告者以外の受講生も報告をよく聞いて、積極的に討論に参加すること。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-372 cd:42015011 

科目名 日本史演習 II（十一） 期間 通年 

担当教員 森川 正則 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 4 年間の学びの集大成として卒業研究を手がけ、論文としてまとめる 

到達目標 

受講生各自が、日本近現代史（または日本を含むアジア・太平洋近現代史、近現代の日本と

諸外国との関係史・比較史）において、対象とする《時期》《分野》と《題材》《問い》を設定した上

で調査・研究を進めていき、その途中経過を発表してもらいます。受講生が各自で設定した《時

期》《分野》《題材》《問い》についての調査・研究成果を、論理的かつ史料実証的にまとめ、卒

業論文として完成させることが目標です。 

授業概要 
受講生による調査・研究の経過発表が、この授業の主軸となります。担当教員と受講生全員で

質疑応答・意見交換を交わしていき、各自の卒業論文完成を目指します。 

授業内容 

1. 卒業論文研究計画書の提出と演習の進め方 

2. 卒業論文研究計画書と題目案①幕末・維新変革期を扱う受

講生 

3. 卒業論文研究計画書と題目案②明治後期・大正期を扱う受

講生 

4. 卒業論文研究計画書と題目案③大正期・昭和戦前期を扱う

受講生 

5. 卒業論文研究計画書と題目案④昭和戦前期・戦時期を扱う

受講生 

6. 卒業論文研究計画書と題目案⑤昭和戦時期・戦後期を扱う

受講生 

7. 卒業論文研究計画書と題目案⑥昭和戦後期・平成期を扱う

受講生 

8. 発表の予備日 

9. その後の調査・研究経過と論文の構成案①幕末・維新変革

期を扱う受講生 

10. その後の調査・研究経過と論文の構成案②明治後期・大正

期を扱う受講生 

11. その後の調査・研究経過と論文の構成案③大正期・昭和戦

前期を扱う受講生 

12. その後の調査・研究経過と論文の構成案④昭和戦前期・戦

時期を扱う受講生 

13. その後の調査・研究経過と論文の構成案⑤昭和戦時期・戦

後期を扱う受講生 

14. その後の調査・研究経過と論文の構成案⑥昭和戦後期・平

成期を扱う受講生 

15. 発表の予備日／前期のまとめと後期に向けて 

16. 後期の進め方：卒業論文の執筆・完成に向けて 

17. 夏休み中の調査・研究経過発表①幕末・維新変革期を扱う受講生 

18. 夏休み中の調査・研究経過発表②明治後期・大正期を扱う受講生 

19. 夏休み中の調査・研究経過発表③大正期・昭和戦前期を扱う受講生 

20. 夏休み中の調査・研究経過発表④昭和戦前期・戦時期を扱う受講生 

21. 夏休み中の調査・研究経過発表⑤昭和戦時期・戦後期を扱う受講生 

22. 夏休み中の調査・研究経過発表⑥昭和戦後期・平成期を扱う受講生 

23. 発表の予備日 

24. 卒業論文の完成・提出に向けて①幕末・維新変革期から明治後期を

扱う受講生 

25. 卒業論文の完成・提出に向けて②大正期から昭和戦時期を扱う受講

生 

26. 卒業論文の完成・提出に向けて③昭和戦後期から平成期を扱う受講

生 

27. 卒業論文の読み合わせ・検討①幕末・維新変革期から明治後期を扱

った受講生 

28. 卒業論文の読み合わせ・検討②大正期から昭和戦時期を扱った受

講生 

29. 卒業論文の読み合わせ・検討③昭和戦後期から平成期を扱った受

講生 

30. 2 年次の日本史講読Ⅰから 4 年次の卒業論文までの学び・研究をふり

かえって 

準備学習 

（予習・復習） 

調査・研究発表にあたっては、参照・引用史料および図書・学術雑誌掲載論文の一覧を載せた

レジュメを作成して臨んでもらいます。そして、発表を踏まえての意見交換・質疑応答を卒業論

文研究に活かすことこそ、学修の最大の材料となります。 

評価方法・基準 
日々の受講態度（評価割合 40％）、調査・研究の進み具合と発表内容（60％）を総合して評価

します。 

課題の 

フィードバック方法 

受講生による調査・研究発表に対して、教員からも授業中にコメントします。また、授業時以外

でも必要に応じて、個別にサポート・アドバイスします。 

履修上の 

注意事項等 

じっくり、こつこつと調査・研究を進めることを心がけてください。また、授業の時間以外でも何

か相談・質問がありましたら、担当教員のオフィスアワーの時に遠慮なく研究室に来て下さい。 

テキスト 『授業の性格上、テキストはありません。』    

参考書 『履修者各自に適宜紹介していきます。』    

聴講の可否： ×



No.史-373 cd:42015012 

科目名 日本史演習 II（十二） 期間 通年 

担当教員 森川 正則 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 4 年間の学びの集大成として卒業研究を手がけ、論文としてまとめる 

到達目標 

受講生各自が、日本近現代史（または日本を含むアジア・太平洋近現代史、近現代の日本と

諸外国との関係史・比較史）において、対象とする《時期》《分野》と《題材》《問い》を設定した上

で調査・研究を進めていき、その途中経過を発表してもらいます。受講生が各自で設定した《時

期》《分野》《題材》《問い》についての調査・研究成果を、論理的かつ史料実証的にまとめ、卒

業論文として完成させることが目標です。 

授業概要 
受講生による調査・研究の経過発表が、この授業の主軸となります。担当教員と受講生全員で

質疑応答・意見交換を交わしていき、各自の卒業論文完成を目指します。 

授業内容 

1. 卒業論文研究計画書の提出と演習の進め方 

2. 卒業論文研究計画書と題目案①幕末・維新変革期を扱う受

講生 

3. 卒業論文研究計画書と題目案②明治後期・大正期を扱う受

講生 

4. 卒業論文研究計画書と題目案③大正期・昭和戦前期を扱う

受講生 

5. 卒業論文研究計画書と題目案④昭和戦前期・戦時期を扱う

受講生 

6. 卒業論文研究計画書と題目案⑤昭和戦時期・戦後期を扱う

受講生 

7. 卒業論文研究計画書と題目案⑥昭和戦後期・平成期を扱う

受講生 

8. 発表の予備日 

9. その後の調査・研究経過と論文の構成案①幕末・維新変革

期を扱う受講生 

10. その後の調査・研究経過と論文の構成案②明治後期・大正

期を扱う受講生 

11. その後の調査・研究経過と論文の構成案③大正期・昭和戦

前期を扱う受講生 

12. その後の調査・研究経過と論文の構成案④昭和戦前期・戦

時期を扱う受講生 

13. その後の調査・研究経過と論文の構成案⑤昭和戦時期・戦

後期を扱う受講生 

14. その後の調査・研究経過と論文の構成案⑥昭和戦後期・平

成期を扱う受講生 

15. 発表の予備日／前期のまとめと後期に向けて 

16. 後期の進め方：卒業論文の執筆・完成に向けて 

17. 夏休み中の調査・研究経過発表①幕末・維新変革期を扱う受講生 

18. 夏休み中の調査・研究経過発表②明治後期・大正期を扱う受講生 

19. 夏休み中の調査・研究経過発表③大正期・昭和戦前期を扱う受講生 

20. 夏休み中の調査・研究経過発表④昭和戦前期・戦時期を扱う受講生 

21. 夏休み中の調査・研究経過発表⑤昭和戦時期・戦後期を扱う受講生 

22. 夏休み中の調査・研究経過発表⑥昭和戦後期・平成期を扱う受講生 

23. 発表の予備日 

24. 卒業論文の完成・提出に向けて①幕末・維新変革期から明治後期を

扱う受講生 

25. 卒業論文の完成・提出に向けて②大正期から昭和戦時期を扱う受講

生 

26. 卒業論文の完成・提出に向けて③昭和戦後期から平成期を扱う受講

生 

27. 卒業論文の読み合わせ・検討①幕末・維新変革期から明治後期を扱

った受講生 

28. 卒業論文の読み合わせ・検討②大正期から昭和戦時期を扱った受

講生 

29. 卒業論文の読み合わせ・検討③昭和戦後期から平成期を扱った受

講生 

30. 2 年次の日本史講読Ⅰから 4 年次の卒業論文までの学び・研究をふり

かえって 

準備学習 

（予習・復習） 

調査・研究発表にあたっては、参照・引用史料および図書・学術雑誌掲載論文の一覧を載せた

レジュメを作成して臨んでもらいます。そして、発表を踏まえての意見交換・質疑応答を卒業論

文研究に活かすことこそ、学修の最大の材料となります。 

評価方法・基準 
日々の受講態度（評価割合 40％）、調査・研究の進み具合と発表内容（60％）を総合して評価

します。 

課題の 

フィードバック方法 

受講生による調査・研究発表に対して、教員からも授業中にコメントします。また、授業時以外

でも必要に応じて、個別にサポート・アドバイスします。 

履修上の 

注意事項等 

じっくり、こつこつと調査・研究を進めることを心がけてください。また、授業の時間以外でも何

か相談・質問がありましたら、担当教員のオフィスアワーの時に遠慮なく研究室に来て下さい。 

テキスト 『授業の性格上、テキストはありません。』    

参考書 『履修者各自に適宜紹介していきます。』    

聴講の可否： ×



No.史-374 cd:42017001 

科目名 東洋史演習 I（一） 期間 通年 

担当教員 角谷 常子 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 前近代アジア史上の諸問題 

到達目標 
自ら問題設定し、調べ、まとめ、発表する。さまざまな事柄の調べ方、まとめ方、発表のし方を

修得する 

授業概要 

大学において養ってほしいのは、多角的に物事を見て分析する力である。各自が興味を持つ

テーマを自由な角度から分析・まとめ、自分なりの見方を獲得する訓練をする演習こそ、最も

大学らしい科目であり、それだけに最も力をいれてほしい科目である。興味や疑問のあるテー

マについて調べ、まとめて発表する訓練をするが、単に人が書いた本をまとめるのが目標では

ない。自分なりの視点でまとめること、そしてそこから疑問点や問題点を見出すことが目標であ

る。疑問をもつのは難しい。これまで教科書は正しいと信じた、いわば受動的な姿勢での学習

が主流であったからである。しかし、ものの見方・考え方は訓練すればいくらでも広げることが

できる。この授業で視野を大いに広げて欲しい。各自が自由にテーマを選び、発表し、その後

質疑応答を行う、という形式で進める。発表内容はもちろん、質問も非常に重要である。全員で

授業を作るのだから、欠席は厳禁である。 

授業内容 

1. ガイダンス 

2. 問題点の発見、レポートと論文の違い 

3. 史料・資料の見つけ方 

4. 研究発表、質疑応答、討論（問題点を絞る） 

5. 研究発表、質疑応答、討論（発表のしかた①  レジュメの

書き方） 

6. 研究発表、質疑応答、討論（発表のしかた② 口頭で何を言

うか） 

7. 研究発表、質疑応答、討論（発表のしかた③ 資・史料の提

示のしかた） 

8. 研究発表、質疑応答、討論（発表のしかた④ パワーポイン

トの使い方） 

9. 研究発表、質疑応答、討論（発表のしかた⑤ 理解してもら

う方法） 

10. 研究発表、質疑応答、討論（聞き方① 聞く準備） 

11. 研究発表、質疑応答、討論（聞き方② 発表を聞くポイント） 

12. 研究発表、質疑応答、討論（聞き方③ どうすれば質問でき

るか） 

13. 研究発表、質疑応答、討論（聞き方④ 発表を採点してみ

る） 

14. 研究発表、質疑応答、討論（自己評価） 

15. 前期のまとめ 

16. 研究発表、質疑応答、討論（前期の反省） 

17. 研究発表、質疑応答、討論（各自の自己点検と目標設定） 

18. 研究発表、質疑応答、討論（問題意識をもつ） 

19. 研究発表、質疑応答、討論（多角的に見る） 

20. 研究発表、質疑応答、討論（比較という手法） 

21. 研究発表、質疑応答、討論（視野を広げるために） 

22. 研究発表、質疑応答、討論（活発な討論の方法） 

23. 研究発表、質疑応答、討論（議論の訓練） 

24. 研究発表、質疑応答、討論（因果関係の検証） 

25. 研究発表、質疑応答、討論（論理展開の検証） 

26. 研究発表、質疑応答、討論（実証レベルの検証） 

27. 研究発表、質疑応答、討論（質問の意図を的確に伝える） 

28. 研究発表、質疑応答、討論（生産的な議論のために） 

29. 研究発表、質疑応答、討論（ベストオブザイヤー選出と討論） 

30. まとめ、総合討論 

準備学習 

（予習・復習） 

発表にあたっている学生は十分に余裕をもって準備すること。発表後は答えられなかった質問

への回答を調べ、次回に回答すること。 

評価方法・基準 発表内容（５割）、授業中の質問・意見（２割）、レポート（３割）で評価する。 

課題の 

フィードバック方法 

発表内容については授業中に講評する。レポートに対してはオフィスアワーに研究室にて講評

する。 

履修上の 

注意事項等 
発表はもちろん、質問・意見を積極的に行う姿勢が大切。 

テキスト 『使用しない。』    

参考書 『適宜紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.史-375 cd:42017002 

科目名 東洋史演習 I（二） 期間 通年 

担当教員 山崎 岳 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 東洋史論文精読 

到達目標 
東洋史の文献を、自己の関心に随って検索・読解し、その内容を公的な場で発表し、質問に答

えることができるようになる。 

授業概要 

三・四回生合同。三回生については、関心のおもむくまま、東洋史に関する論文を精読し、そ

れを演習の場で報告し、質問に答える訓練を積む。一連の作業を通じて、学界に蓄積された学

術情報を自己の知識として活用できるようになることを目指す。何周かこれを繰り返すうち、関

心を特定の主題に絞り込み、卒業論文の作成につなげられることが望ましい。 

授業内容 

1. 通年の内容説明と進行計画 

2. 図書館の利用方法および情報検索の基礎について 

3. 研究発表の要領説明 

4. 四回生卒論計画発表 （主題の構想について） 

5. 四回生卒論計画発表 （関連文献の検索について） 

6. 四回生卒論計画発表 （情報の選り分けについて） 

7. 四回生卒論計画発表 （主題の絞り込みについて） 

8. 四回生卒論計画発表 （資料作成の方法について） 

9. 四回生卒論計画発表 （口頭発表の要諦について） 

10. 三回生論文紹介 （論文の構成について） 

11. 三回生論文紹介 （問題設定について） 

12. 三回生論文紹介 （論理展開について） 

13. 三回生論文紹介 （実証手続きについて） 

14. 三回生論文紹介 （結論の意義について） 

15. 前期のまとめ 

16. 後期の進行計画 

17. 四回生卒論中間報告 （論文の構成について） 

18. 四回生卒論中間報告 （問題設定について） 

19. 四回生卒論中間報告 （論理展開について） 

20. 四回生卒論中間報告 （実証手続きについて） 

21. 四回生卒論中間報告 （結論の意義について） 

22. 三回生研究報告 （主題の構想について） 

23. 三回生研究報告 （関連文献の検索について） 

24. 三回生研究報告 （情報の選り分けについて） 

25. 三回生研究報告 （主題の絞り込みについて） 

26. 三回生研究報告 （資料作成の方法について） 

27. 三回生研究報告 （論文作成の方法について） 

28. 三回生卒論構想（四年次の計画） 

29. 三回生卒論構想（春休みに何をするか） 

30. 後期のまとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

発表は、三回生は３０分間（四回生は６０分間）をめやすとする。必ず十分な時間をかけて準備

をしてくること。 

評価方法・基準 発表内容、および平時の授業への取り組みによる。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中、あるいは時間外に適宜対応する。 

履修上の 

注意事項等 

東洋史演習 II（二）と合同。報告の分担は初回の授業で行う。何らかの事情で予定日に発表で

きない時は、必ず事前に連絡し、後日それを証明するものを持参すること。あくまで自分の興

味関心に沿って、知りたいことを知るという姿勢で授業に臨むこと。また、自分以外の報告者と

も互いに興味関心をを共有するつもりで、積極的に質問や発言を行ってほしい。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-376 cd:42019001 

科目名 東洋史演習 II（一） 期間 通年 

担当教員 角谷 常子 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 前近代アジア史上の諸問題 

到達目標 卒業論文の作成 

授業概要 

３回生で行なった訓練を基礎として、自ら選んだテーマについて、先行研究を整理し、問題点を

析出し、それを解決するという作業を行なう。論文はレポートとは全く違うが、そのことを改めて

自覚してもらいたい。しかしたいへんな作業ではあるが、非常にクリエイティブかつエキサイティ

ングな作業である。たとえ先学と同じ結果になったとしても、自分の力でつかんだものは自分だ

けのものである。史料の海に飛び込んでそれをつかんできて欲しい。 

授業内容 

1. ガイダンス 

2. 論文とレポートの違い 

3. 史料・資料の見つけ方 

4. 研究発表、質疑応答、討論（テーマの見つけ方） 

5. 研究発表、質疑応答、討論（テーマの絞り方） 

6. 研究発表、質疑応答、討論（先行研究の探し方） 

7. 研究発表、質疑応答、討論（先行研究のまとめ方） 

8. 研究発表、質疑応答、討論（拡散と収斂作業） 

9. 研究発表、質疑応答、討論（文献史料と出土資料） 

10. 研究発表、質疑応答、討論（石刻資料について） 

11. 研究発表、質疑応答、討論（簡牘資料について） 

12. 研究発表、質疑応答、討論（考古資料について） 

13. 研究発表、質疑応答、討論（各種サイトの利用） 

14. 研究発表、質疑応答、討論（自己点検） 

15. 前期のまとめ 

16. 研究発表、質疑応答、討論（設定した問題の意義） 

17. 研究発表、質疑応答、討論（先行研究における位置づけ） 

18. 研究発表、質疑応答、討論（問題解決のための資史料） 

19. 研究発表、質疑応答、討論（問題解決のための考え方） 

20. 研究発表、質疑応答、討論（論の展開方法） 

21. 研究発表、質疑応答、討論（論文の構成） 

22. 研究発表、質疑応答、討論（資史料引用の仕方） 

23. 研究発表、質疑応答、討論（図表の有効な提示） 

24. 研究発表、質疑応答、討論（読者に理解してもらえる書き方） 

25. 研究発表、質疑応答、討論（論文の体裁） 

26. 研究発表、質疑応答、討論（最終点検） 

27. 研究発表、質疑応答、討論（最終点検） 

28. 研究発表、質疑応答、討論（自己総括） 

29. 研究発表、質疑応答、討論（問題点の整理と展望） 

30. まとめ、総合討論 

準備学習 

（予習・復習） 

卒論執筆に向けて計画的に準備を進めること。発表のためだけの準備ではなく、卒論のため

の準備をしていると考えること。 

評価方法・基準 発表内容（７割）、質問・意見（３割）で評価する。 

課題の 

フィードバック方法 
発表内容については授業中に講評する。質問、意見についてはその都度講評する。 

履修上の 

注意事項等 

指摘された問題点は、次回までに調べて解決しておくこと。思わぬところで時間をとられるの

で、論文や史資料収集は確実・着実にすすめ、二度手間にならないよう整理しておくこと。 

テキスト 『使用しない。』    

参考書 『適宜紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.史-377 cd:42019002 

科目名 東洋史演習 II（二） 期間 通年 

担当教員 山崎 岳 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 東洋史卒論演習 

到達目標 
東洋史の文献を、自己の関心に随って網羅的に収集・読解し、学術論文として発表できるよう

になる。 

授業概要 

三・四回生合同。四回生については、自己の関心に随って特定の研究主題を選び、三年次に

培った基礎を応用して関係文献を網羅的に収集・読解し、その研究成果を論文として発表する

ことを目指す。 

授業内容 

1. 通年の内容説明と進行計画 

2. 図書館の利用方法および情報検索の基礎について 

3. 研究発表の要領説明 

4. 四回生卒論計画発表 （主題の構想について） 

5. 四回生卒論計画発表 （関連文献の検索について） 

6. 四回生卒論計画発表 （情報の選り分けについて） 

7. 四回生卒論計画発表 （主題の絞り込みについて） 

8. 四回生卒論計画発表 （資料作成の方法について） 

9. 四回生卒論計画発表 （口頭発表の要諦について） 

10. 三回生論文紹介 （論文の構成について） 

11. 三回生論文紹介 （問題設定について） 

12. 三回生論文紹介 （論理展開について） 

13. 三回生論文紹介 （実証手続きについて） 

14. 三回生論文紹介 （結論の意義について） 

15. 前期のまとめ 

16. 後期の進行計画 

17. 四回生卒論中間報告 （論文の構成について） 

18. 四回生卒論中間報告 （問題設定について） 

19. 四回生卒論中間報告 （論理展開について） 

20. 四回生卒論中間報告 （実証手続きについて） 

21. 四回生卒論中間報告 （結論の意義について） 

22. 三回生研究報告 （主題の構想について） 

23. 三回生研究報告 （関連文献の検索について） 

24. 三回生研究報告 （情報の選り分けについて） 

25. 三回生研究報告 （主題の絞り込みについて） 

26. 三回生研究報告 （資料作成の方法について） 

27. 三回生研究報告 （論文作成の方法について） 

28. 三回生卒論構想（四年次の計画） 

29. 三回生卒論構想（春休みに何をするか） 

30. 後期のまとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

発表は、四回生は６０分間（三回生は３０分間）をめやすとする。必ず十分な時間をかけて準備

をしてくること。 

評価方法・基準 発表内容、および平時の授業への取り組みによる。 

課題の 

フィードバック方法 
授業中、あるいは時間外に適宜対応する。 

履修上の 

注意事項等 

東洋史演習 I（二）と合同。報告の分担は初回の授業で行う。何らかの事情で予定日に発表で

きない時は、必ず事前に連絡し、後日それを証明するものを持参すること。報告の分担は初回

の授業で行う。何らかの事情で予定日に発表できない時は、必ず事前に連絡し、後日それを

証明するものを持参すること。あくまで自分の興味関心に沿って、知りたいことを知るという姿

勢で授業に臨むこと。また、自分以外の報告者とも互いに興味関心をを共有するつもりで、積

極的に質問や発言を行ってほしい。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-378 cd:42021001 

科目名 西洋史演習 I（一） 期間 通年 

担当教員 足立 広明 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 西洋古代中世史の研究 

到達目標 
前期は文献収集とその読解の基本を学び、後期は次年度の卒論に向けて各人の自由テーマ

で研究を深める。 

授業概要 

西洋古代中世史を学ぶ人のための演習。範囲は古代オリエントからルネサンス。オスマン朝初

期までとする。三回生の目標は、①必要な文献にアクセスできる、②その文献を読みこんで人

前で発表できる、③その発表を文章化できる、以上三つの力を身につけることである。 

授業内容 

1. 全体ガイダンス 

2. 図書館見学 

3. 研究発表の方法について説明 

4. 基礎的な文献に基づいた研究発表① 

5. 基礎的な文献に基づいた研究発表② 

6. 基礎的な文献に基づいた研究発表③ 

7. 基礎的な文献に基づいた研究発表④ 

8. 基礎的な文献に基づいた研究発表⑤ 

9. 基礎的な文献に基づいた研究発表⑥ 

10. 基礎的な文献に基づいた研究発表⑦ 

11. 基礎的な文献に基づいた研究発表⑧ 

12. 発表予備日 

13. 発表予備日 

14. 各発表の反省と後期への展望 

15. 前期のまとめ 

16. 後期ガイダンス 

17. 卒論を視野に入れた自由発表① 

18. 卒論を視野に入れた自由発表② 

19. 卒論を視野に入れた自由発表③ 

20. 卒論を視野に入れた自由発表④ 

21. 卒論を視野に入れた自由発表⑤ 

22. 卒論を視野に入れた自由発表⑥ 

23. 卒論を視野に入れた自由発表⑦ 

24. 卒論を視野に入れた自由発表⑧ 

25. 卒論を視野に入れた自由発表⑨ 

26. 卒論を視野に入れた自由発表⑩ 

27. 発表予備日 

28. 発表予備日 

29. 合同クラス発表会 

30. 一年のまとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

事前準備なしの発表が無理であるのは言うまでもないが、質疑応答やコメントなどを参考に、

次回のより良い発表に向けて弱点を補強し、理解できたところはさらに伸ばす努力が肝要であ

る。 

評価方法・基準 
前後期の発表・レポートと、授業関与度（積極的な質疑応答、コメント作成）により総合的に判

断する。 

課題の 

フィードバック方法 

発表に対する感想を発表者以外の全員に書かせ、次週までに担当者が点検して発表者に手

渡す。レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

自身の発表だけでなく、他の人の発表に耳を傾け、積極的に質疑応答できることも大きな評価

ポイントである。 

テキスト 『とくに用いない。』    

参考書 『適時指示する。』    

聴講の可否： ×



No.史-379 cd:42021002 

科目名 西洋史演習 I（二） 期間 通年 

担当教員 山口 育人 単位数 4 配当年次 3-4 

テーマ 西洋近現代史の諸問題 

到達目標 

①西洋近現代史の諸問題について、基礎的な文献を理解し、まとめることができる ②西洋近

現代史の諸問題に関わるテーマを設定し、プレゼンテーション・レポートによってそのテーマに

ついて報告できる 

授業概要 

授業では大きく 3 つの学習活動を行う。西洋近現代史（主な対象時期は 15 世紀末から 20 世

紀）にかかわる諸問題について、①基本文献を読み、まとめる ②関連文献を見つけ、それら

を書評する ③調査・研究するテーマを設定し、報告する 

授業内容 

1. テキストの紹介 

2. 喜安朗『パリ――都市統治の近代』（岩波新書）第 1 章 

3. 『パリ』第 2 章 

4. 『パリ』第 3 章 

5. 『パリ』第 4 章 

6. 『パリ』第 5 章 

7. 『パリ』第 6 章、終章 

8. 石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』（講談社現代新書）第 1 章 

9. 『ヒトラーとナチ・ドイツ』第 2 章 

10. 『ヒトラーとナチ・ドイツ』第 3 章 

11. 『ヒトラーとナチ・ドイツ』第 4 章 

12. 『ヒトラーとナチ・ドイツ』第 5 章 

13. 『ヒトラーとナチ・ドイツ』第 6 章 

14. 『ヒトラーとナチ・ドイツ』第 7 章 

15. 前期授業総括 

16. レファレンスツール・事典の活用 

17. 関連文献の探し方 

18. 調査・研究テーマの設定 

19. 先行研究の探索――概説書、通史 

20. 先行研究の探索――学術書 

21. 先行研究の探索――雑誌論文 

22. 文献リストの作成 

23. レポートのアウトライン作成 

24. 研究テーマの概要報告（近代史） 

25. 研究テーマの概要報告（現代史／世界遺産史学） 

26. レポートの構成報告（近代史） 

27. レポートの構成報告（現代史） 

28. レポートの構成報告（世界遺産史学） 

29. レポートの最終校正 

30. 授業総括 

準備学習 

（予習・復習） 

事前学習：発表準備 事後学習：発表に対するコメント・助言ならびに討論を参考に、報告を修

正する 

評価方法・基準 報告・授業参加（65％）／レポート（35％） 

課題の 

フィードバック方法 

・レポートは、添削のうえ、オフィスアワーにおいて返却する。・報告については、その場でコメン

トし評価する。 

履修上の 

注意事項等 

世界遺産史学演習Ⅰ（二）との合同授業テキストの入手については第 1 回目の授業時に説明

する 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-380 cd:42023001 

科目名 西洋史演習 II（一） 期間 通年 

担当教員 足立 広明 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 西洋古代中世史の研究 

到達目標 

各人の設定したテーマに関して、国内の邦語文献を完全に消化して他の人に伝えることができ

るようになるのが第一目標。これがクリアできる人は、海外の研究文献や原史料を用いた研究

論文の水準を目指す。 

授業概要 

西洋古代中世史を卒論テーマとする人の演習。卒論作成のための発表とレポート作成を行う。

授業は毎回の発表と質疑応答が中心となる。質問などで明らかとなった不十分な点を次回発

表までに補強し、先行研究や史料に基づいた歴史研究と呼べるものに近づけていく。 

授業内容 

1. 全体ガイダンス 

2. 前年度の研究を踏まえた基礎的発表① 

3. 前年度の研究を踏まえた基礎的発表② 

4. 前年度の研究を踏まえた基礎的発表③ 

5. 前年度の研究を踏まえた基礎的発表④ 

6. 前年度の研究を踏まえた基礎的発表⑤ 

7. 基礎的発表をふりかえって：反省点と今後の補強点など 

8. 卒論に向けた基礎的発表① 

9. 卒論に向けた基礎的発表② 

10. 卒論に向けた基礎的発表③ 

11. 卒論に向けた基礎的発表④ 

12. 卒論に向けた基礎的発表⑤ 

13. 発表予備日 

14. 発表予備日 

15. 前期のまとめ 

16. 後期ガイダンス 

17. 卒論作成に向けた研究発表一順目 

18. 卒論作成に向けた研究発表一順目 

19. 卒論作成に向けた研究発表一順目 

20. 卒論作成に向けた研究発表一順目 

21. 卒論作成に向けた研究発表一順目 

22. 卒論作成に向けた研究発表二順目 

23. 卒論作成に向けた研究発表二順目 

24. 卒論作成に向けた研究発表二順目 

25. 卒論作成に向けた研究発表二順目 

26. 卒論作成に向けた研究発表二順目 

27. 発表予備日 

28. 卒業論文作成にあたっての諸注意。体裁、期日、註、参考文献の書

式などについての最終チェック。 

29. 合同クラス発表会 

30. 全体のまとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

卒論に向けた発表で事前準備が不可欠であることは言うまでもないが、発表時に質問などで

明らかとなった弱点を補強して次の回に臨むことで卒論作成に近づくことができる。そのために

は日頃から文献探索に努め、また授業担当者と自身の研究テーマについて緊密に連絡を取

り、助言を得ること。 

評価方法・基準 
発表とレポート、それに他の人の発表回における質疑応答、コメント記入などにより総合的に

判断する。 

課題の 

フィードバック方法 

発表に対する感想を発表者以外の全員に書かせ、次週までに担当者が点検して発表者に手

渡す。レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

自身の発表だけでなく、他の人の発表に耳を傾け、質疑応答に参加することも重要な評価ポイ

ントとなる。 

テキスト 『とくに用いない。』    

参考書 『適時指示する。』    

聴講の可否： ×



No.史-381 cd:42023002 

科目名 西洋史演習 II（二） 期間 通年 

担当教員 山口 育人 単位数 4 配当年次 4 

テーマ 西洋近現代史の諸問題 

到達目標 西洋近現代史にかかわる研究テーマを設定し、卒業論文の作成ができる 

授業概要 

西洋の歴史における諸問題について研究し、卒業論文を執筆することを目指す受講生を中心

とする演習である。対象とするおもな時代は 15 世紀末から近世、近代、現代である。各回の授

業では、受講生それぞれの研究構想、テーマと論点、卒論作成について報告してもらい、全体

で報告について討論を行う。 

授業内容 

1. 卒業論文作成のガイダンス 

2. 研究構想の発表（16-17 世紀） 

3. 研究構想の発表（18 世紀） 

4. 研究構想の発表（19 世紀） 

5. 研究構想の発表（20 世紀前半） 

6. 研究構想の発表（20 世紀後半） 

7. 研究構想の発表（世界遺産史学） 

8. 研究概要の発表（16-17 世紀） 

9. 研究概要の発表（18 世紀） 

10. 研究概要の発表（19 世紀） 

11. 研究概要の発表（20 世紀前半） 

12. 研究概要の発表（20 世紀後半） 

13. 研究概要の発表（世界遺産史学） 

14. 研究進捗レポートの作成 

15. 授業総括 

16. 研究進捗状況の確認 

17. 論文執筆のスケジュール管理 

18. 卒論中間発表（16-17 世紀） 

19. 卒論中間発表（18 世紀） 

20. 卒論中間発表（19 世紀） 

21. 卒論中間発表（20 世紀前半） 

22. 卒論中間発表（20 世紀後半） 

23. 卒論中間発表（世界遺産史学） 

24. 論文の構成確認 

25. 註の作成 

26. 参考文献リストの作成 

27. 論文の最終校正について 

28. 卒論発表会（西洋史） 

29. 卒論発表会（西洋史・世界遺産史学） 

30. 授業総括 

準備学習 

（予習・復習） 
事前学習：研究進捗記録の作成 事後学習：報告ならびに討論のリフレクション・ペーパー作成 

評価方法・基準 報告（50％）／討論参加（30％）／レポート（20％） 

課題の 

フィードバック方法 

・レポートは、添削のうえ、オフィスアワーにおいて返却する。・報告については、その場でコメン

トし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
世界遺産史学演習Ⅱ（二）との合同授業 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.史-386 cd:42025000  

科目名 日本史概論 I 期間 前期 

担当教員 河内 将芳 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 日本の古代・中世の歴史をどのように理解するか。 

到達目標 
わが国の古代から中世の歴史をみるなかで、歴史とはなにか、歴史からなにをまなぶかを考え

る。 

授業概要 
古代・中世がどのような時代であったのか、その歴史を知るためのもっとも有力な手がかりである

古文書や古記録など文献史料をとおして、具体的に考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 日本の歴史をまなぶ方法とは 

2． 飛鳥の時代 

3． 古代国家へ 

4． 奈良時代の政治 

5． 平安京の社会 

6． 鎌倉幕府の成立 

7． 鎌倉時代の社会 

8． 南北朝の動乱 

9． 室町幕府の成立 

10． 室町時代の社会 

11． 室町時代の政治 

12． 戦国時代の都市 

13． 戦国の合戦 

14． 信長の時代 

15． 秀吉の時代 

準備学習 

(予習・復習) 

配付資料を読んで、授業内容を確認するとともに、次回の授業デーマについても事前に確認して

おくこと。 

評価方法 

・基準 
授業中の課題（５０％）、レポート（５０％） 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内にレポートを課し、最終授業内で講評をおこなう。課題は、添削のうえオフィスアワーに研

究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

はじめて大学での歴史の授業をうける史学科１回生をおもな対象として授業展開をする。また、授

業中に課題を課して、それをもとにして授業展開をする予定である。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.史-387 cd:42026000  

科目名 日本史概論 II 期間 後期 

担当教員 村上 紀夫 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 日本史の流れの基本的理解 

到達目標 
日本の近世から近現代までの流れを庶民の暮らしや文化に注目して理解し、歴史研究の手法や

視点を学ぶ。 

授業概要 

各時代の概観と主要な事項について身近なトピックスをもうけて近世・近現代のできごとを史料を

交えて紹介する。教科書的な通史ではなく、できるだけ身近なテーマを入り口とした歴史学の視点

も学んでほしいので、切り口と構成は変更する可能性がある。 

授業内容 

1． ガイダンス（受講者の関心調査と講義の進め方について） 

2． 日本社会と都市について 

3． 近世前期の社会 

4． 近世中期、とりわけ享保期の都市社会 

5． 近世の宗教と寺社 

6． 近世文化をめぐって 

7． 開国前後の都市社会 

8． 幕末の政変 

9． 慶応期の社会変動 

10． 明治維新のとらえ方 

11． 文明開化と地域社会 

12． 近代の社会と文化 

13． 民権運動と近代市民社会 

14． 社会問題と社会運動 

15． 現代と歴史学 

準備学習 

(予習・復習) 
随時、参考文献を紹介するので、幅広い読書を心がけること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（80％）と受講態度（20％）による総合評価 

課題のフィードバ

ック方法 

授業後の講義内容に関する質問・疑問に対して個別に対応し、かつ次回以降の授業に反映し、必

要に応じ適宜紹介していく。学習到達度確認答案の講評（解答例でも可）を、e-learning/ポータル

サイトの講義連絡上等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『特に使用しない』    

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-388 cd:42027000  

科目名 東洋史概論 I 期間 前期 

担当教員 角谷 常子 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 中国古代・中世史概論 

到達目標 
周の封建的支配から、春秋戦国を経て統一帝国が出現して古代帝国が確立するが、そこからさら

に貴族制へと展開する、そうした歴史的動きのメカニズムを理解する。 

授業概要 
古代帝国成立そしてその確立、さらに皇帝権力を相対化する諸勢力の進展、さらに中世の貴族制

へ、という大きな変化をさまざまな事象を通じて論じる。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 殷の政治 

3． 周の政治と社会 

4． 青銅器からみた殷周時代 

5． 春秋時代の政治と社会 

6． 戦国時代の政治 

7． 戦国時代の社会 

8． 秦の統一（皇帝の出現） 

9． 漢の成立と郡国制 

10． 漢代の政治と社会 

11． 王莽 

12． 後漢時代の政治と社会 

13． 六朝貴族制社会 

14． 隋唐帝国へ 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

中国史に関して予備知識の乏しい人は、概説書などで大まかな流れをつかんでおくことがのぞま

しい。 

評価方法 

・基準 
定期試験（筆記）を実施する予定。 

課題のフィードバ

ック方法 
試験終了後、講評を配布する。 

履修上の 

注意事項等 

高校の時に学習しなかったからわからない、という人はそれを補う努力をしてほしい。大学は与え

られたことだけをする、受け身の場ではなく、自発的に学ぶところなのだから。 

テキスト 『使用しない。』    

参考書 『授業中、適宜紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.史-389 cd:42028000  

科目名 東洋史概論 II 期間 後期 

担当教員 山崎 岳 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 10 世紀以降の東アジア 

到達目標 日本を含む東アジア通史の大まかな全体像をつかむ。 

授業概要 

唐の滅亡以降の東アジアの歴史的展開を諸地域に分け、それぞれ通史的に概説する。高校世界

史の内容を基礎とするが、原史料と最新の学説を適宜紹介することで、より深い理解への糸口を

提供する。 

授業内容 

1． 導論 

2． 現代アジアの概況(1)（気候・地理・言語・民族） 

3． 現代アジアの概況(2)（政治経済・近現代史） 

4． 日本の対外関係（通史） 

5． 朝鮮半島（通史） 

6． 中国(1)（唐宋以後の政治史） 

7． 中国(2)（長江流域の社会経済） 

8． 中国(3)（渤海以後の東北地域史） 

9． 内陸アジア（テュルク・モンゴル・ティベット） 

10． 中央アジア（内陸交通路の商業と文化） 

11． 東アジア海域（唐宋以後） 

12． 琉球・台湾（三山以後） 

13． 東南アジア（シュリーヴィジャヤ以後） 

14． ヨーロッパとアジア（マルコポーロ以後） 

15． 総括 

準備学習 

(予習・復習) 

授業の前後に、高校世界史の教科書・参考書か、あるいは自分にあった概説書などに目を通して

ほしい。また、歴史上の時間的前後感覚を持つため、特に指定する年号などは記憶すること。 

評価方法 

・基準 
授業中の小テスト、および期末試験による。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業中、あるいは時間外に適宜実施する。 

履修上の 

注意事項等 
私語は厳禁。人に迷惑をかけずに受講できる学生のみ歓迎。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-390 cd:42029000  

科目名 西洋史概論 I 期間 前期 

担当教員 山口 育人 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ イギリス史を通してみる西洋世界の歴史 

到達目標 
①中世末から現代にいたる西洋世界の歴史的展開の大きなながれを説明できる ②中世末から

現代にいたる西洋史における諸問題を、講義内容に基づいてまとめることができる 

授業概要 

中世末から現代にいたるまでのイギリス（連合王国）・ブリテン諸島およびイギリス帝国の歴史を

概観する。ただし単なるイギリス史の授業ではない。西洋世界の歴史的展開における諸問題（政

治、経済、社会、文化、思想、ヨーロッパ外世界との関係）を考察する材料としてイギリス帝国に着

目する。 

授業内容 

1． 中世末のヨーロッパ 

2． 近代国家イングランドの成立と 16 世紀ヨーロッパ 

3． ヨーロッパ「17 世紀の危機」と海外進出、国家強化のなかでのブリテン諸島・イギリス帝国の

起源 

4． 大西洋経済圏の覇者、工業化への道 

5． アメリカ独立革命・フランス革命とイギリス 

6． ウィーン体制、イギリス帝国の再編 

7． パクス・ブリタニカの世界 

8． イギリスを追いかける 19 世紀ヨーロッパ諸国 

9． 帝国主義時代 

10． 内と外でのナショナリズム 

11． 第一次世界大戦とヨーロッパ 

12． 2 度目の世界大戦とヨーロッパ、イギリス帝国 

13． 冷戦、脱植民地化 

14． ヨーロッパ統合、グローバリゼーション 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

事前学習：配布レジュメにある歴史事項を調べる 事後学習：小テストに向けての授業内容の復

習 

評価方法 

・基準 

平常点（小レポート）（40％）／授業中に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）

（60％） 

課題のフィードバ

ック方法 
小レポートならびに学習到達度確認の答案は、添削のうえ、オフィスアワーにおいて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『特になし』    

参考書 

『イギリス帝国の歴史』 秋田茂 中央公論新社 2012 年 

『近現代イギリス史』 木畑洋一・秋田茂 ミネルヴァ書房 2011 年 

『イギリスの歴史を知るための 50 章』 川成洋 明石書店  

聴講の可否： ○



No.史-391 cd:42030000  

科目名 西洋史概論 II 期間 後期 

担当教員 足立 広明 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 信仰の海―地中海世界 

到達目標 地中海世界の諸宗教の歴史を、それを生み出した社会に注目しつつ理解する。 

授業概要 

中東やヨーロッパの民族・宗教問題に関するニュースは、毎日のようにメディアで流されている。し

かし、背景となる歴史的知識が少なくて複雑に感じるという人は現在でも多いようである。この授

業では、古代オリエント時代から中近世の西欧に至る地中海世界周辺で生じた諸宗教の対立と共

存の歴史について、背景となる社会に注目しながら概観する。 

授業内容 

1． 古代オリエントの多神教世界 

2． 古代ユダヤ教の歴史 預言者と聖典 

3． ギリシア・ローマの多神教世界（含：フェニキア、ケルトなど） 

4． キリスト教とローマ帝国 

5． 修道制と巡礼 聖人と奇蹟 

6． 公会議の社会史 

7． イスラームの興隆① 

8． イスラームの興隆② 

9． 東方正教世界の確立 

10． 西欧カトリック世界の誕生 

11． 東西教会の分立と十字軍 

12． オスマン帝国という解決 

13． 異端審問から宗教改革の時代へ 

14． 近現代の宗教問題 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

シラバスの標題を見て次回の予習をして臨めば理解しやすくなる。また、事後の復習が次回と全

体理解につながる。高校の世界史教科書のほか、授業中に指示する文献が参考になる。 

評価方法 

・基準 
毎回の提出物（５０％）と学習到達度確認（５０％）により総合的に判断する。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業内に適時感想を書かせ、内容の優れたものをピックアップして次週紹介する。最終授業時に

学習到達度確認を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『とくに用いない』    

参考書 『適時指示する。』    

聴講の可否： ○



No.史-392 cd:42031000  

科目名 古文書学 I 期間 前期 

担当教員 ☆安田 真紀子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 古文書の様式と機能 

到達目標 古代・中世文書の様式や役割について理解する。 

授業概要 

歴史学研究において史料は不可欠である。なかでも古文書は、当時の人々の意思が書き表され

ている点で、第一級の史料といえる。本講義では、奈良時代から戦国時代の古文書について、形

態や様式・機能などを、時代的な変遷を辿りながら解説する。 

授業内容 

1． 古文書について 

2． 公式様文書 符・牒 

3． 公式様文書 移・解 

4． 公家様文書 宣旨・口宣案 

5． 公家様文書 官宣旨・下文 

6． 公家様文書 御教書 

7． 公家様文書 奉書 

8． 武家様文書 下文 

9． 武家様文書 下知状 

10． 武家様文書 御教書・奉書 

11． 武家様文書 施行状・遵行状・打渡状 

12． 武家様文書 御判御教書・御内書 

13． 武家様文書 書下・判物・印判状 

14． 上申文書・証文類 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
テキストに基づき、毎回予習・復習を行うこと。その際、辞典類を活用すること。 

評価方法 

・基準 
授業中に実施する学習到達度確認（筆記による学力確認）による。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業中に筆記による学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『演習古文書選様式編』 日本歴史学会編 吉川弘文館  

参考書 

『古文書学入門』 佐藤進一 法政大学出版局  

『日本古文書学講座（全 11 巻）』  雄山閣  

『概説古文書学古代・中世編』 日本歴史学会編 吉川弘文館  

聴講の可否： ○



No.史-393 cd:42032000  

科目名 古文書学 II 期間 後期 

担当教員 ☆安田 真紀子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近世文書の種類と機能 

到達目標 近世文書の種類や機能について理解する。 

授業概要 

従来、古文書学では古代・中世の文書が研究対象とされてきたが、近年では近世・近代の文書も

古文書学の対象となってきている。本講義では、近世文書の具体的な例をあげながら、書式や機

能などについて検討を加え、江戸時代における文書の役割を考察する。 

授業内容 

1． 近世文書について 

2． 判物・朱印状 

3． 御内書・老中奉書 

4． 老中返札・老中申渡書 

5． 法度・条目 

6． 触書 

7． 年貢割付状・年貢皆済状 

8． 検地帳・名寄帳 

9． 五人組帳・村掟・町式目 

10． 宗門人別改帳・宗旨手形・往来手形 

11． 為取替証文・内済証文 

12． 奉公人請状・土地売買証文 

13． 借用証文・願書 

14． 久離願・離縁状・その他 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
毎回授業時に配布する史料を用いて復習を行うとともに、次回授業に備えて予習を行うこと。 

評価方法 

・基準 
授業中に実施する学習到達度確認（筆記による学力確認）による。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業中に筆記による学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
履修にあたっては、古文書学Ⅰを履修していることが望ましい。 

テキスト 『プリントを配布する。』    

参考書 

『日本古文書学講座（全 11 巻）』  雄山閣  

『概説古文書学近世編』 日本歴史学会編 吉川弘文館  

『演習古文書選近世編』 日本歴史学会編 吉川弘文館  

聴講の可否： ○



No.史-394 cd:42033000  

科目名 歴史学通論 I 期間 前期 

担当教員 足立 広明 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代歴史学の課題 

到達目標 アナール学派を中心に現代歴史学の課題を理解する 

授業概要 

近代歴史学の方法はヨーロッパで確立した。政治史を中心とした実証主義的な歴史学であるが、

20 世紀半ば以降その方法は内省的に見直され、新しい社会史や文化史が登場して現在に至って

いる。本講義では、この歴史学における学問的変貌の理解を中心としながら、現在の歴史学の課

題を探るものとする。 

授業内容 

1． 歴史学とはどのようなことをする学門か。 阿部謹也『西洋中世の罪と罰ー亡霊の社会史』：

権力と心性 

2． 阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男』：差別と畏れ、人間をとりまく大宇宙と小宇宙 

3． 池上俊一『動物裁判』：環境・自然と人間 

4． 西洋の歴史学のあらまし① 

5． 西洋の歴史学のあらまし② 

6． マルク・ブロック『王の奇蹟』：社会史と心性史の誕生 

7． フィリップ・アリエス『子供の誕生』：心性の歴史の誕生―子どもへのまなざしの変化の歴史 

8． ミシェル・フーコー『狂気の歴史』：権力と心性 

9． カルロ・ギンズブルグ『チーズとうじ虫』：ルネサンス民衆のミクロコスモス 

10． ル・ロワ・ラデュリ『モンタイユー』：中世農民の世界観 

11． アラン・コルバン『記録を残さなかった男の歴史―ある木靴職人の世界』 

12． ツヴェタン・トドロフ『他者の記号学』ーアステカ帝国の征服 

13． 山本秀行『ナチズムの記憶ー日常生活からみた第三帝国』 

14． 網野義彦『無縁・公界・楽』：日本中世のアジール 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
よく復習をすること 

評価方法 

・基準 
平常授業の感想と到達度確認で総合的に判断する 

課題のフィードバ

ック方法 

授業内に適時感想を書かせ、内容の優れたものをピックアップして次週紹介する。最終授業時に

学習到達度確認を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 

上記の授業各回テーマはあくまで目安であり、授業進行上より適切な教材に変更することがあ

る。 

テキスト  

参考書 『多数用いるが、授業中に指示する。』    

聴講の可否： ○



No.史-395 cd:42034000  

科目名 歴史学通論 II 期間 後期 

担当教員 ☆久保 利永子 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 歴史を学ぶ際の基本姿勢と注意点の習得 

到達目標 

ユニット毎にテキストやワークシートを使用しながら、歴史を学んだり記述したりする時に、なぜ論

理性や合理性が必要不可欠とされるのか、史資料の誤読や知識の偏りの危険性とはどのような

ものか、対象を見据えつつ同時に自分自身の思考のありかたも検証しなくてはならないのはなぜ

か、といった、歴史を学んでいく過程における基本姿勢や注意点を習得する。 

授業概要 

歴史学とは、本来、年号や人名といった過去の事例に関するデータを暗記することではない。それ

は、過去と現代の間で交わされる積極的かつ豊かな「対話」で ある。こうした対話を通して、我々

は過去を理解するだけでなく、自らを省みる機会や、現代社会における様々な問題を理解するた

めの重要な示唆を得ることも可能となる。本講義の目的は、こうした「歴史を学ぶ意義」を段階を踏

んで理解しながら、「歴史を学ぶ・記述する」という行為を本当に意義あるものとするために必要と

なる基本姿勢や注意点の理解と習得をめざす。 

授業内容 

1． ガイダンス ― 履修に関する注意事項 

2． [Unit1-1] マグレガーさんは「怖い人」か（史料批判の基礎 1） 

3． [Unit1-2] ひとつの出来事、ふたつのおはなし（史料批判の基礎 2） 

4． [Unit2-1] 一枚の旗が教えてくれること（自分の「常識」について考える） 

5． [Unit2-2] フランツ君の物語（資料精読の重要性 1） 

6． [Unit2-2] 話せない自分のことば（資料精読の重要性 2） 

7． [Unit2-3] 誰のための物語なのか（資料精読の重要性 3) 

8． [Unit3-1] 妻を売るヘンチャード（事例研究 1 先入観と論理性） 

9． [Unit3-2] 「妻売り」とは何だったのか（事例研究 2 一次史料と二次史料） 

10． [Unit3-3] 儀式としての「妻売り」（事例研究 3 比較・考察する意味） 

11． [Unit3-4] 語り手の問題、読み手の問題（史料批判の基礎 3） 

12． [Unit4-1] アウトラインを書いてみよう（テキストの内容をまとめる技術） 

13． [Unit4-2] 資料検索の ABC（資料検索の基礎） 

14． [Unit4-3] 史・資料について考えてみる（何が、どのように史・資料になるのか） 

15． 後期講義内容のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

「自分のために学ぶ」という意識を常に持ち、講義時に配布される資料およびワークシートを積極

的に活用し、予習・復習をすること。 

評価方法 

・基準 

平常点（受講態度、講義コメントなど：40%）とレポート（60％）から総合的に判断する。※レポートに

関する注意事項などは講義時にプリントを配布して解説する。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回講義に関するコメントカードを回収し、次回の講義でその内容に関して特徴的な見解や誤解

等についてコメントする。レポートの講評は、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・毎回プリントを配布するのでファイルを用意する。・授業中の私語など、他の受講者の迷惑になる

行為は厳禁。・参考文献等は講義時に適宜紹介する。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-396 cd:42035002  

科目名 日本史特殊講義（二） 期間 後期 

担当教員 ☆吉江 崇 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 平安前期の政治と宮廷社会 

到達目標 
律令政治の変質から摂関政治が成立するまでの過程を多角的・具体的に理解し、自分なりの歴

史観を養うことを目標とする。 

授業概要 平安前期の政治について、宮廷社会の様相の変質や政争に焦点をあてながら講義する。 

授業内容 

1． ガイダンス：平安時代へのいざない 

2． 「天智が定めた法」について 

3． 桓武天皇の即位 

4． 平城京から長岡京へ 

5． 早良親王の怨霊 

6． 平安京への遷都 

7． 薬子の変の歴史的位置 

8． 新撰姓氏録の編纂過程 

9． 氏族制原理の変容 

10． 蔵人所の設置 

11． 公卿の成立 

12． 昇殿制と蔵人 

13． 承和の変をめぐって 

14． 仁明天皇の時代 

15． まとめと展望：摂関政治に向けて 

準備学習 

(予習・復習) 

事前学習 授業の内容について予習する。事後学習 毎回、授業の内容をまとめるような課題を

出すので、それをもとに復習する。 

評価方法 

・基準 

授業への参加態度（１５点満点）、毎回の課題（２５点満点）、試験（６０点満点）の合計で評価す

る。 

課題のフィードバ

ック方法 
試験を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-397 cd:42035003  

科目名 日本史特殊講義（三） 期間 前期 

担当教員 寺崎 保広 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 聖武天皇とその時代 

到達目標 

奈良時代を代表する天皇が聖武天皇である。聖武の生涯をたどり、あわせて奈良時代の政治・社

会・貴族などの諸問題を講義する。今回は特に「聖武の言葉」を史料に即して読みながら、歴史研

究の基礎的な能力を高めることを目指す。 

授業概要 
講義形式で行う。聖武の宣命・詔勅などの史料を読み進め、関連する事項を説明し、総合的に考

えてゆくこととする。 

授業内容 

1． はじめに 

2． 詔勅と宣命 

3． 首皇子の誕生 

4． 不改常典 

5． 聖武の即位 

6． 長屋王の変 

7． 光明立后 

8． 天命思想 

9． 彷徨五年 

10． 聖武と仏教 

11． 聖武と仏教－２ 

12． 後継者問題 

13． 大仏開眼 

14． 聖武の死 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
プリントをもとに十分に復習をすること。 

評価方法 

・基準 
授業中に実施する学習到達度確認。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認を行い、授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

プリントを配布する。漢文史料を読むことになるので、受講生には、漢文読解の基礎力が必要であ

る。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-398 cd:42035004  

科目名 日本史特殊講義（四） 期間 前期 

担当教員 ☆下坂 守 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 歴史史料としての絵画の読解 

到達目標 絵画を文献等と同様、歴史的史料として理解・活用できるようになることをめざす。 

授業概要 

 中・近世の絵巻物や屏風さらには参詣曼荼羅等、さまざまな絵画に描かれた都市の風景を分析

しすることで、わが国の中世（鎌倉時代から戦国時代）がいかなる時代であったかを考え、またそ

れが近世に入りどのように変化していったかを検証する。  講義ではパワーポイントを用い、絵

画をできるだけ細部にわたり検討できるようにする。また、資料はその都度、コピーにて配付する。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 中世都市の風景１ 戦国期・京都の風景（１） 

3． 中世都市の風景２ 戦国期・京都の風景（２） 

4． 中世都市の風景３ 戦国期・京都の風景（３） 

5． 中世都市の風景４ 京都・東山の風景（１） 

6． 中世都市の風景５ 京都・東山の風景（２） 

7． 中世都市の風景６ 京都・東山の風景（３） 

8． 中世都市の風景７ 京都・四条河原の生活（１） 

9． 中世都市の風景８ 京都・四条河原の生活（２） 

10． 中世都市の風景９ 京都・四条河原の生活（３） 

11． 中世都市の風景 10 近世都市京都の成立（１） 秀吉の都市改造 

12． 中世都市の風景 11 近世都市京都の成立（２） 高瀬川と四条河原 

13． 中世都市の風景 12 近世都市京都の成立（３） 鴨川東岸の開発 

14． 中世都市の風景 13 近江の都市・坂本（１） 

15． 中世都市の風景 14 近江の都市・坂本（２） 

準備学習 

(予習・復習) 
配付する資料を事後に復習し、授業の内容を再確認しておくこと。 

評価方法 

・基準 
期間内に課すレポート（３回）と、授業最終日に実施する試験で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に課したレポートは授業内で講評を行う。試験答案の講評は、e-learning/ポータルサイト

の講義連絡上等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
各回で取り上げた基本的な問題や概念について正しく理解できているかどうかを評価する。 

テキスト  

参考書 

『洛中洛外図の群像』 瀬田勝哉 平凡社 1994 

『上杉本洛中洛外図屏風を見る』 小澤弘・川嶋将生 河出書房新社 1994 

『描かれた日本の中世』 下坂守 法蔵館  

聴講の可否： ○



No.史-399 cd:42035005  

科目名 日本史特殊講義（五） 期間 後期 

担当教員 ☆下坂 守 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 

わが国の中世社会において寺社（寺院・神社）が占めていた政治・経済的位置はこれまで考えら

れている以上に大きなものがあった。さまざまな寺社の活動実態を多角的・立体的に追うことで、

その実相を浮かび上がらせる。 

到達目標 わが国の中世社会について多角的に考察できるようになること。 

授業概要 

中世の寺院の組織にはじまり、その運営実態、公家・武家との関係等を史料に基づき考察する。

また、延暦寺のほか大山寺、長命寺、大原観音寺等、できるだけ多くの寺院を取り上げ、その歴

史の独自性と共通性を検証する。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 中世寺院の組織１ 惣寺の構造 

3． 中世寺院の組織２ 衆徒の構成 

4． 中世寺院の組織３ 寺院の運営 

5． 中世寺院の武力１ 衆徒の軍事力 

6． 中世寺院の武力２ 衆徒と武家 

7． 中世寺院の経済力１ 寺院の金融 

8． 中世寺院の経済力２ 荘園の経営 

9． 中世寺院の経済力３ 勧進 その１ 

10． 中世寺院の経済力４ 勧進 その２ 

11． 地域の中世寺院１ 大山寺、他 

12． 地域の中世寺院２ 長命寺、他 

13． 地域の中世寺院３ 大原観音寺、他 

14． 戦国時代の中世寺院 金剛輪寺、他 

15． 戦国時代の中世寺院 高島七か寺、他 

準備学習 

(予習・復習) 
配付する資料を事後に復習し、授業の内容を再確認しておくこと。 

評価方法 

・基準 
期間内に課すレポート（３回）と、授業最終日に実施する試験で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に課したレポートは授業内で講評を行う。試験答案の講評は、e-learning/ポータルサイト

の講義連絡上等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
各回で取り上げた基本的な問題や概念について正しく理解できているかどうかを評価する。 

テキスト  

参考書 
『中世寺院社会の研究』 下坂 守 思文閣出版 2001 年 

『京を支配する山法師たち』 下坂 守 吉川弘文館 2011 年 

聴講の可否： ○



No.史-400 cd:42035008  

科目名 日本史特殊講義（八） 期間 後期 

担当教員 木下 光生 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近世日本の貧困から現代社会を考える 

到達目標 
貧困の問題を歴史的にとらえる視角と発想、実証方法を考えながら、現代社会に対する見方を鍛

えあげる 

授業概要 

21 世紀に入ってから、日本でも貧困の問題が再び「発見」されるようになった。一方、生活保護の

「不正」受給問題などをきっかけに、生活保護受給者に対するバッシングもしばしば世を賑わして

いる。本講義では、こうした貧困をめぐるさまざまな問題を歴史的にとらえるため、近世日本の村

社会における「貧困」の実態とその特徴を諸種の角度から考察し、現代社会をみつめる視線を鍛

えあげていきたい。 

授業内容 

1． 講義の進め方 

2． 貧困の定義と現代日本の貧困現状 

3． 従来の日本史研究、および中高歴史教科書における貧困のとらえ方とその問題点 

4． 貧困と生活水準の歴史をめぐる世界的な研究動向：近世イングランドを中心に 

5． 「村の貧困史」の前提①：百姓の経営体と生業のあり方 

6． 「村の貧困史」の前提②：百姓経営の収支実態 

7． 「村の貧困史」の前提③：衣食住の生活水準のとらえ方 

8． 「普通」の百姓と「貧しい」百姓の線引きの難しさ 

9． 貧困の象徴：物乞いと家出、破産の実態 

10． 貧困救済の責任は誰にあったのか①：公権力の立ち位置 

11． 貧困救済の責任は誰にあったのか②：村社会における社会責任と自己責任のせめぎ合い 

12． ターゲティズム（Targetism）の歴史的登場 

13． 貧困の「自己責任」と身分社会 

14． 近世日本の「貧困」から、現代日本の「貧困」を見つめ直す 

15． 講義のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

事前・事後学習含め、たえず「批判的」な姿勢で講義に臨むこと。日頃から複数の新聞に目を通

し、多数の学術書を読むなどして、現代社会に対するアンテナを張り続けること。 

評価方法 

・基準 
期末レポート 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートの講評を、オフィスアワーに研究室でおこなう。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『毎回プリントを配布』    

参考書 『授業中に紹介』    

聴講の可否： ○



No.史-401 cd:42035009  

科目名 日本史特殊講義（九） 期間 前期 

担当教員 ☆安田 真紀子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近世社会における娯楽の意義を考える 

到達目標 
江戸時代の社会における娯楽の意義を考え、近世社会の構造や人々の生活について理解すると

ともに、史料を読み解いて考察する力を身につける。 

授業概要 

仕事や労働に相反する意味での娯楽（遊び・楽しみ・趣味）が、人々の生活の中に浸透し発展する

のは江戸時代である。娯楽の発展は、都市や農村における生活様式の変容や経済発展、自然環

境の変化などと大きく関わっている。講義では、さまざまな史料や研究成果から、江戸時代の娯楽

について、それらを生み出した社会背景と、産業や経済、芸術・文化に与えた影響について考察

する。 

授業内容 

1． ガイダンス 江戸時代の娯楽について 

2． 遊びの歴史、江戸時代の遊び観 

3． 生活の中の余暇、娯楽と教養 

4． 大人の遊興と子どもの遊び 

5． 子どもの教育と遊び 

6． 玩具の発展 

7． 科学技術の発達と玩具 

8． 娯楽としての祭礼と年中行事 

9． 庶民信仰の広がりと物見遊山１ 社寺参詣 

10． 庶民信仰の広がりと物見遊山２ 都市と自然環境 

11． 庶民信仰の広がりと物見遊山３ 娯楽としての旅 

12． 都市生活と娯楽１ 博物学の発展 

13． 都市生活と娯楽２ 園芸の隆盛 

14． 産業としての娯楽 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業中に配布するプリントを用いて復習を行うとともに、次回授業の内容について予習を行ってお

くこと。 

評価方法 

・基準 

授業中に実施する学習到達度確認（筆記による学力確認）（70％）と、授業中随時行う課題（30％）

によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

随時行う課題については添削し、次回以降の授業で返却の上、講評を行う。授業期間に筆記によ

る学習到達度確認を実施し、最終授業時に講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『プリントを配布する。』    

参考書 『授業中に紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.史-402 cd:42035010  

科目名 日本史特殊講義（十） 期間 前期 

担当教員 森川 正則 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 「映画」を手がかりにして問う戦後日本の 70 年 

到達目標 

この授業は、日本近現代史において一般に「戦後」と呼ばれる第 2 次世界大戦（アジア・太平洋戦

争）後、つまり昭和戦後期（1945 年～）と平成期（1989 年～）に目を向けます。今年度は「映画」を

手がかりにして、《日本近現代史の中でも戦後史においては、どのような論点・題材があるか》に

ついて問いかけや視点の提示を行い、受講者の皆さん各自に考察・思索を深めてもらいます。 

授業概要 

日本近現代史の中で「戦後」と呼ばれる時期も、2015（平成 27）年で「70 年」が過ぎました。では、

現在（いま）に直結する「戦後史」について、どのようなことを問い、考えればよいでしょうか？そこ

で、この授業で手がかりにするのが「映画」です。近現代日本の文学者（作家・小説家）たちが残し

た優れた文学作品の数々と同様、映画においても人間と社会、そして歴史について鋭い洞察と問

いかけを放つ作品が数多くあります。この授業では、文書・文献史料を基礎とする歴史学（近現代

史研究）にも豊かな示唆を与えてくれる映画を取りあげながら、70 年が経過した戦後日本の過去

と現在をたずねます。 

授業内容 

1． 「映画」を手がかりにして問う戦後日本の 70 年～講義のはじめにあたって 

2． 「軍刀」を「ソロバン」にもちかえる～極寒の地から生還した男の戦後史 

3． 新米刑事が拳銃を盗まれて～敗戦後の占領期日本の肖像 

4． 最後にもう 1 度、舞踏会を開こう～「新しい憲法」の公布・施行をうけて 

5． 農民たちは村を守るために～占領終結・独立回復から 3 年後の 1954 年 

6． 「何が『文化国家』よ！」～「もはや戦後ではない」×「戦後は終わったか」 

7． 娯楽・産業としての「映画の黄金期」の黄昏～映画館と都市地域社会のようす 

8． 「来たぞ、ハワイ来たぞ！」～炭鉱のまちの苦悩と生まれ変わりの模索 

9． 1960 年代末の「リア充」？～高校生たちの暮らしと文化、そして政治 

10． 中学校の理科教師が起した事件～「先進経済大国」の 1970 年代末の肖像 

11． 「バブルの宴」に沸く社会の一断面～「先進経済大国」としての絶頂と昭和の終わり 

12． 中学生たちの日常と心象風景～「インターネット社会」の出現を背景として 

13． 不協和音を奏でる 4 人～経済グローバリゼーションと長期停滞の中の家族 

14． 「棄老」の物語から問い、考える～高齢社会化が進む平成日本の現在と未来 

15． 「映画」を手がかりにして問う戦後日本の 70 年～講義のおわりにあたって 

準備学習 

(予習・復習) 

下に挙げた日本の映画史および戦後史全般に関する参考図書を事前・事後の学びに役立ててく

ださい。また、授業内容と併せて映画作品を鑑賞し直すことが、事後の学びとして最適でしょう。 

評価方法 

・基準 
中間レポート（評価割合 50％）と学期末レポート（評価割合 50％）の 2 つを総合して評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

中間レポートについては、最終回の授業で提出者各自にコメントを記して返却し、全体講評も行い

ます。期末レポートについては、申し出があった受講生にコメントを記して担当教員の研究室で返

却します。 

履修上の 

注意事項等 

まずは、モノクローム（白黒）の映像を観ることへの抵抗感、「面白くなさそう」「古臭そう」といった

先入観・固定観念を問い質すことです。 

テキスト 『特定のテキストはなく、プリントを毎回配布』    

参考書 

『日本映画史 100 年』 四方田犬彦 集英社 2000 年 

『戦後史』 中村政則 岩波書店 2006 年 

『昭和史（下）』 中村隆英 東洋経済新報社  

聴講の可否： ○



No.史-403 cd:42035012  

科目名 日本史特殊講義（十二） 期間 後期 

担当教員 ☆山上 豊 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近代奈良の文化史論－古都奈良の観光と文化財を中心に－ 

到達目標 

近代奈良成立期の文化史的諸問題、とくに廃仏毀釈以降の古社寺の復興、古都奈良の復興とい

う大きな課題に対して観光と文化財行政という側面から考察し、現代の奈良を考える一つの手が

かりとする。 

授業概要 

近代奈良成立期の諸問題を概観し、このうち廃仏毀釈以後の古社寺の復興、古都奈良の復興と

いう大きな課題に対して観光と文化財行政という側面から考察する。講義では、（１）奈良県の成

立と「奈良県再設置運動」、（２）廃仏毀釈と古社寺の復興、（３）天皇行幸と「旧慣」保存という当該

期奈良の諸問題を概観し、ついで観光と文化財行政をとりあげる。観光では奈良博覧大会、奈良

公園などについてふれ、これとの関連で文化財では明治初期から1880年代以降の政府の文化財

行政と奈良県の動向に言及する。 

授業内容 

1． ガイダンス （講義のテーマ設定・趣旨・内容などについてのべた後、近代奈良のイメージ、

研究動向、文献紹介、史料所蔵機関などにふれる） 

2． 近代奈良成立期の諸問題（１）奈良県の成立と県内の村々 

3． 近代奈良成立期の諸問題（２）「奈良県再設置運動」 

4． 近代奈良成立期の諸問題（３）廃仏毀釈と古社寺の復興 

5． 近代奈良成立期の諸問題（４）天皇行幸と「旧慣」保存 

6． 近代奈良の観光（１）奈良博覧大会①背景（殖産興業的側面と文化財保護的側面） 

7． 近代奈良の観光（２）奈良博覧大会②概要（奈良博覧会社など） 

8． 近代奈良の観光（３）奈良博覧大会③概要（関連資料施設の見学） 

9． 近代奈良の観光（４）奈良博覧大会④概要（「奈良博覧会物品目録」、まとめ） 

10． 近代奈良の観光（５）奈良公園の開設と整備①（公園指定など） 

11． 近代奈良の観光（６）奈良公園の開設と整備②（観光案内人と金澤昇平、地誌類） 

12． 近代奈良の観光（７）奈良観光の発展（鉄道の開通、修学旅行など） 

13． 近代奈良の文化財（１）明治初期の文化財行政（町田久成・蜷川式胤） 

14． 近代奈良の文化財（２）1880 年代以降の文化財行政（岡倉天心、フェノロサ、九鬼隆一と臨

時全国宝物取調局の設置、帝国奈良博物館の成立） 

15． 近代奈良の文化財（３）まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義内容を詳しく記したレジュメを毎回配布し、それをもとに講義をすすめる。レジュメには必ず史

料や文献をあげておくので、それによってより深く事後学習をすすめてほしい。 

評価方法 

・基準 
授業中に実施する小試験と、本試験をもとに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

小試験は２回実施し、つぎの講義の最初に講評をしている。また本試験の問題は、小テストのな

かから一部出題し、本試験終了後、解答を含めた講評を加える。 

履修上の 

注意事項等 

講義の出欠については厳密におこなう。正当な理由で欠席される場合は書面を提出すること。出

席回数が不足の受講生は本試験を受けられないものとする。 

テキスト 『なし』    

参考書 

『奈良県の百年（県民１００年史 ２９）』 鈴木 良 ほか 山川出版社 1985 年 

『奈良県の歴史』 和田 萃 ほか 山川出版社 2003 年 

『近代天皇制の文化史的研究』 高木 博志 校倉書房  

聴講の可否： ○



No.史-404 cd:42035013  

科目名 日本史特殊講義（十三） 期間 前期 

担当教員 ☆長澤 一恵 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 「人の移動」よりみる近代日本 

到達目標 

①日本現近代史の基礎的な知識や流れを学ぶ。②多様で重層的な社会構造や国際関係のなか

で歴史を捉える相対化の視点を養う。③現代社会の課題について、近代日本社会の形成とのつ

ながりから理解する。 

授業概要 

明治維新後の開国による日本の国際社会への参加は、常に「人の移動」をともなうものであった。

とくに日本「帝国」の形成の過程では、欧米、東アジア、太平洋地域の諸社会との間で多くの人口

が相互に移動し、移民、租界・租借地、植民地支配といったかたちでの様々な社会接触を経験す

ることとなる。講義では、日本と深い関わりをもつ地域のうち、沖縄・南洋諸島、朝鮮半島の２つの

地域を取り上げて、日本帝国の内外に移動する人々を通して戦前期のアジア・太平洋の国際関

係について検討するとともに、「人の移動」とそれにともなう国籍、土地所有権、教育権など諸権利

の獲得や社会参加への取り組み、そして国際問題の解決について具体的に考察する。 ２つの祖

国、複数の社会の間で揺れ動く人々の法的権利やアイデンティティを探ることで、近代「国民国

家」観念を相対化する視点をも養うことが出来るのではないかと考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（１）  琉球処分 

3． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（２）  ソテツ地獄 

4． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（３）  伊波普猷と「古琉球」 

5． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（４）  南洋諸島「委任統治」 

6． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（５）  アジア・太平洋戦争と沖縄戦 

7． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（６）  米軍統治と基地問題 

8． 沖縄・南洋地域と移民ネットワーク（７）  「復帰運動」と沖縄返還協定 

9． 朝鮮半島との往来（１）  「韓国併合」と植民地支配 

10． 朝鮮半島との往来（２）  ３・１独立宣言 

11． 朝鮮半島との往来（３）  「文化政治」 

12． 朝鮮半島との往来（４）  「星うたう詩人」尹東柱 

13． 朝鮮半島との往来（５）  アジア・太平洋戦争と皇民化政策 

14． 朝鮮半島との往来（６）  サンフランシスコ講和と「在日」 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

各授業キーワードを手がかりに、図書館で歴史辞典や下記〈参考書〉欄に挙げた近現代に関する

通史本などを活用して積極的に事前・事後学習を進めてください。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（40％）、授業中に提出するレポート（30％）、授業参加（30％）、を総合して評価

する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に学習到達度確認を行い、最終授業内で講評を行う。レポートは、添削のうえ講義時間中

に教室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

授業は幅広い歴史事象を勉強するための入り口に過ぎません。興味を持った事柄や問題は、歴

史辞典や参考文献、博物館などを活用して自分自身でどんどん学習を進めてください。また、世

界史年表や地図を用意してこまめに確認することをおすすめします（出版社等の指定はとくにあり

ません）。 

テキスト 『教科書は使用せず、授業プリントを配布します。』    

参考書 

『シリーズ日本近現代史 １～１０巻』  岩波新書〈新赤版・1042～1051〉 2006～2010 

『日本の時代史 １８～３０巻』  吉川弘文館 2002～2004 

『日本の歴史 ２０～２５巻』  講談社  

聴講の可否： ○



No.史-405 cd:42035014  

科目名 日本史特殊講義（十四） 期間 後期 

担当教員 ☆長澤 一恵 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 国際社会におけるデモクラシーの模索と近代日本 

到達目標 

①日本現近代史の基礎的な知識や流れを学ぶ。②多様で重層的な社会構造や国際関係のなか

で歴史を捉える相対化の視点を養う。③戦後に継承される民主主義や平和の意義について理解

を深める。 

授業概要 

明治維新後の開国により近代国家として出発した日本は、大日本帝国憲法のもとで大正デモクラ

シー期には民衆の社会要求や権利意識の高まりを背景として多彩な言論や社会運動を展開し、

政党政治の成立へと結実するとともに、一方では差別や植民地支配、戦争、移民問題など複雑で

多面的な課題を抱える社会であった。講義では、こうした内外の問題を広く捉えながら、近代日本

ではどのような「社会」の実現が目差されたのかを明治憲法体制および日本をとりまく国際社会と

の関わりから多角的に考察する。戦争・植民地統治・ナショナリズムといった２０世紀が抱えていた

諸問題の解決を模索するなかで社会が追求してきた民主主義や平和の価値を見つめ直すことに

よって、これからの国際社会のあり方を考える手がかりにしたいと考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 自由民権運動のたかまり（１） 

3． 自由民権運動のたかまり（２） 

4． 明治憲法体制の成立（１） 

5． 明治憲法体制の成立（２） 

6． 第一次護憲運動と大正政変（１） 

7． 第一次護憲運動と大正政変（２） 

8． 大正デモクラシーの展開（１） 

9． 大正デモクラシーの展開（２） 

10． 大正デモクラシー知識人の国際・平和主義（１） 

11． 大正デモクラシー知識人の国際・平和主義（２） 

12． 政党政治の展開（１） 

13． 政党政治の展開（２） 

14． 現代社会の課題 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

各授業キーワードを手がかりに、歴史辞典や下記〈参考書〉欄に挙げた通史本などを活用して事

前・事後学習を進めてください。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（40％）、授業中に提出するレポート（30％）、授業参加（30％）、を総合して評価

する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に学習到達度確認を行い、最終授業内で講評を行う。レポートは、添削のうえ講義時間中

に教室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

授業は幅広い歴史事象を勉強するための入り口に過ぎません。興味を持った事柄や問題は、歴

史辞典や参考文献、博物館などを活用して自分自身でどんどん学習を進めてください。また、世

界史年表や地図を用意してこまめに確認することをおすすめします（出版社等の指定はとくにあり

ません）。 

テキスト 『教科書は使用せず、授業プリントを配布します。』    

参考書 

『シリーズ日本近現代史 １～１０巻』  岩波新書〈新赤版・1042～1051〉 2006～2010 

『日本の時代史 １８～３０巻』  吉川弘文館 2002～2004 

『日本の歴史 ２０～２５巻』  講談社  

聴講の可否： ○



No.史-406 cd:42038001  

科目名 東洋史特殊講義（一） 期間 前期 

担当教員 角谷 常子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中国古代の任侠とその歴史的意義 

到達目標 中国古代の任侠者の実態とその変遷を知り、彼らの活躍した政治的・社会的背景を理解する。 

授業概要 

中国古代に活躍した任侠者を紹介し、彼らがどのような社会的・政治的背景の中で生まれたの

か、それはどのように変化したのかを論じる。また、任侠者の性質の変化を通して、時代的変化を

読み取る。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 任侠とは何か 

3． 中国古代の任侠についての研究 

4． 司馬遷と任侠 

5． 戦国時代の任侠 

6． 刺客の活躍と時代背景 

7． 漢代の任侠 

8． 魯朱家 

9． 郭解 

10． 後漢時代の任侠 

11． 門生と故吏 

12． 君臣関係 

13． 学生と師 

14． 後漢時代の政治と人的結合 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

中国古代史について基礎知識が不足している人や、授業内容が理解できない人は概説書などで

学習しておくこと。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認を行う。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認終了後、講評する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『プリントを配布する。』    

参考書 『授業中に紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.史-407 cd:42038003  

科目名 東洋史特殊講義（三） 期間 前期 

担当教員 ☆森田 憲司 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 漢族と紙、歴史と今と 

到達目標 

紙をめぐる漢民族の諸民俗・習慣について、現在の姿と、文献とくに清朝の考証学者による歴史

的考察をあわせて検討することによって、その独自のあり方を知るとともに、民俗文化にかかわる

各種の歴史資料についての基礎知識を得る。 

授業概要 

漢民族にはさまざまな紙にかかわる伝統的な習慣がある。この講義では、紙の出現と印刷とのか

かわりをまず前提として話し、ついで現在もおこなわれている紙を用いての民俗習慣から、森田の

調査経験のある事例を中心に個別のテーマを設定し、現物回覧や画像での紹介をまじえて述べ

ていく。これらは、現地では普通に見られる習慣であり、異文化理解の一助としてほしい。また、そ

れぞれの事例の背景を考証学者たちの文献を利用して述べていき、中国社会史史料学の側面か

らも検討する。 

授業内容 

1． 紙とは、その他の筆写材料との対比 

2． 蔡倫と蔡倫以前、初期の紙関係文献資料の紹介 

3． 紙と印刷 日本と中国の文化的差異 

4． 中国近世における紙生産・利用とその資料 

5． 中国近世の紙文化 一枚刷りの世界 

6． 紙の現場としての「廟」について 

7． 燃やされる紙１ 惜字と善書 

8． 燃やされる紙２ 金銀紙、紙銭 

9． 紙銭の歴史と資料 

10． 貼られる紙 門神から現在の紙たちまで 

11． 門神の歴史と資料 

12． 遊びの紙 陞官図を中心に 

13． 文献から見た陞官図の歴史 

14． 科挙文化と紙 

15． 到達度確認、まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

漢民族におけるさまざまな「紙」の文化がテーマの授業であり、配布プリントや実物回覧、投影で

は不十分な場合もありうるので、適宜紹介する参考文献で図版を見ておくこと。また、次回にかか

わるプリントをなるべく配布するので、何がテーマか目を通しておくこと。なお、参考書に掲げた書

物では、部分的に今回の講義にかかわる内容に触れているので、参照すると役に立つ場合もあ

る。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認により（最終授業時、もしくはその 1 回前に実施）、必要な場合はレポートを加え

る。 

課題のフィードバ

ック方法 
最終講義時の最後に到達度確認の内容を、まとめとして説明する。 

履修上の 

注意事項等 
上にも書いたように画像を多用する。それをきちんと参照すること。 

テキスト 『プリント使用』    

参考書 『中国を見る読む集める』 森田憲司 大修館書店 2008 

聴講の可否： ○



No.史-408 cd:42038005  

科目名 東洋史特殊講義（五） 期間 前期 

担当教員 山崎 岳 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 倭寇 

到達目標 
倭寇に関する史実、史料および研究情況に対する理解を深める。歴史研究の方法と過程を受講

者に追体験してもらう。 

授業概要 

基本的に、『明実録』・『筹海図編』・『朝鮮実録』など中国・朝鮮の基本史料を読み解き、その内容

を解説する形で進める。適宜、関係する学説や背景の説明を織り交ぜる。今年度は 16 世紀の倭

寇を扱う。 

授業内容 

1． 導論 

2． 基本的背景の解説 

3． 『明実録』嘉靖(1) 

4． 『明実録』嘉靖(2) 

5． 『明実録』嘉靖(3) 

6． 『筹海図編』(1) 

7． 『筹海図編』(2) 

8． 『朝鮮実録』嘉靖(1) 

9． 『朝鮮実録』嘉靖(2) 

10． 『明実録』隆慶(1) 

11． 『明実録』隆慶(2) 

12． 『明実録』万暦年間(1) 

13． 『明実録』万暦年間(2) 

14． 『明実録』万暦年間(3) 

15． 総括 

準備学習 

(予習・復習) 

事前に史料を配布するので、できるだけ目を通しておくこと。また、授業中に紹介する本や論文は

ぜひ読んでみてほしい。 

評価方法 

・基準 
学期末のレポートによる。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業中、あるいは時間外に適宜実施する。 

履修上の 

注意事項等 
私語は厳禁。人に迷惑をかけずに受講できる学生のみ歓迎。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-409 cd:42038006  

科目名 東洋史特殊講義（六） 期間 後期 

担当教員 山崎 岳 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 明初の海と日本 

到達目標 
明代初期の海洋政策ならびに対日関係に関する史実、史料および研究状況に対する理解を深め

る。歴史研究の方法と過程を受講者に追体験してもらう。 

授業概要 

基本的に、『明実録』・『明制書』・『朝鮮実録』など中国・朝鮮の基本史料を読み解き、その内容を

解説する形で進める。適宜、関係する学説や背景の説明を織り交ぜる。今年度は元末から洪武

年間にかけてを扱う。 

授業内容 

1． 導入 

2． 基本的背景の解説 

3． 『元史』(1) 

4． 『元史』(2) 

5． 『明実録』洪武(1) 

6． 『明実録』洪武(2) 

7． 『明実録』洪武(3) 

8． 『明実録』洪武(4) 

9． 『明実録』洪武(5) 

10． 『明制書』(1) 

11． 『明制書』(2) 

12． 『朝鮮実録』(1) 

13． 『朝鮮実録』(2) 

14． 『朝鮮実録』(3) 

15． 総括 

準備学習 

(予習・復習) 

事前に史料を配布するので、できるだけ目を通しておくこと。また、授業中に紹介する本や論文は

ぜひ読んでみてほしい。 

評価方法 

・基準 
学期末のレポートによる。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業中、あるいはオフィスアワーに適宜実施する。 

履修上の 

注意事項等 
私語は厳禁。人に迷惑をかけずに受講できる学生のみ歓迎。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-410 cd:42038007  

科目名 東洋史特殊講義（七） 期間 前期 

担当教員 ☆田中 一輝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中国軍事史 

到達目標 
軍事・軍隊という視点から中国史を観察し、中国における軍事の歴史的位置や、そこから見える

中国の姿を把握する。 

授業概要 

「人類の歴史とは戦争の歴史である」という言葉があるように、各時代において人類は軍事技術の

発展に努めてきた。したがってそれは当時の社会背景と文化水準と密接な関係を有している。そ

こで本講座では中国の軍事史を、戦争学の一部としてではなく、各時代の時代相を映し出す重要

な要素として捉え、これを考察することで各時代の特色を把握する。 

授業内容 

1． ガイダンス―中国と軍隊 

2． 石器・青銅器から鉄器、戦車から騎馬の時代へ―殷・周・春秋・戦国時代 

3． 遊牧騎馬国家と農耕定住国家の戦い―秦漢時代 

4． 中央軍の膨張―魏晋南北朝（六朝）時代① 

5． 様々な地方軍―魏晋南北朝（六朝）時代② 

6． 府兵制と対外遠征―隋唐時代 

7． 募兵制と藩鎮―唐代後半 

8． 禁軍と戦争―宋代 

9． 遊牧国家の軍隊―元代 

10． 火器の発達 

11． 北虜南倭―明代 

12． 八旗と緑営―清代① 

13． 軍の近代化―清代② 

14． 近代的軍隊と中国国民党―中華民国 

15． 人民解放軍―中華人民共和国 

準備学習 

(予習・復習) 
高校世界史程度の基礎知識を事前学習しておくのが望ましい。 

評価方法 

・基準 
平常点と試験にかわるレポートで採点する。 

課題のフィードバ

ック方法 

各回終了時に感想を書いて提出してもらう。内容は次回以降の授業に反映する。レポートは、添

削の上教務担当を通じて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

各回終了時に感想を書いて提出してもらう。この提出により出席を確認し、書かれた内容も踏まえ

て平常点とする。 

テキスト 『レジュメを配布。』    

参考書 
『中国の歴史 古代-中世』 愛宕元・冨谷至編 昭和堂 2005 

『中国の歴史 近世-近現代』 愛宕元・森田憲司編 昭和堂 2005 

聴講の可否： ○



No.史-411 cd:42038008  

科目名 東洋史特殊講義（八） 期間 後期 

担当教員 ☆田中 一輝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中国中世史概説 

到達目標 中国の後漢～唐の政治・社会・文化と、その時代における日中関係についての理解を目指す。 

授業概要 

中国中世時代の、政治の流れを中心としつつ、それに関係する社会・文化を含めた内容を、講義

形式で解説する。中国の中世とは本来後漢末～隋唐までの時代を指すが（京都学派）、本講義で

は後漢の建国から開始する。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 後漢の建国 

3． 宦官と豪族 

4． 貴族制の形成と曹操 

5． 貴族の社会と文化 

6． 東晋・南朝の貴族と政治 

7． 部族と国家―五胡十六国・北魏初期 

8． 鮮卑か中華か？―北魏政治史 

9． 東か西か？―北斉・北周 

10． 隋の統一と政治改革 

11． 唐の建国と太宗李世民 

12． 太宗李世民の編纂事業 

13． 科挙の発展 

14． 金印から倭の五王へ―古代・中世の中国と日本① 

15． 遣隋使と遣唐使―古代・中世の中国と日本② 

準備学習 

(予習・復習) 

高校世界史の該当部分は事前に予習（復習）しておくことが望ましい。講義には三国志の曹操や

唐の太宗など、いわば「有名人」も登場するので、特に関心のある受講者は彼らに関係する書籍

を読んでいただいてもよい。 

評価方法 

・基準 
平常点と試験にかわるレポートで採点する。 

課題のフィードバ

ック方法 

各回終了時に感想を書いて提出してもらう。内容は次回以降の授業に反映する。レポートは、添

削の上教務担当を通じて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

各回終了時に感想を書いて提出してもらう。この提出により出席を確認し、書かれた内容も踏まえ

て平常点とする。 

テキスト 『各回でレジュメを配布する。』    

参考書 

『魏晋南北朝』 川勝義雄 講談社 2003 

『隋唐帝国』 布目潮？,・栗原益男 講談社 1997 

『隋唐帝国と古代朝鮮』 礪波護・武田幸男 中央公論社  

聴講の可否： ○



No.史-412 cd:42038009  

科目名 東洋史特殊講義（九） 期間 前期 

担当教員 ☆川本 正知 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 西アジアの社会と歴史 

到達目標 

グローバル化がすすむ今日の世界の中で西アジア諸国がかかえる諸問題が世界中で注目される

ようになっている｡それらの問題の現状やその淵源をさぐり、私たち日本人がそれにどのように向

かっていかなければならないかを考えるための基礎的な知識や情報を得る。 

授業概要 

西アジアとは歴史的にいかなる地域であるかをさまざまな角度から概説する。特に乾燥地帯とし

ての生活の特徴、オアシスおよびオアシス都市のあり方、砂漠に住む遊牧民の生活、多くの宗教

共同体の存在などは、今日の西アジア世界とその歴史を考える上においても基礎的な知識を確

認する。次に、それらの基礎的な地理的概念の上に、20 世紀に相次いで成立した西アジアのいく

つかの代表的な「国民国家」について国家、国民、民族、文化、伝統などの内容を明らかにしてい

く。次にこれらの基礎的知識を前提として、「中東紛争」、「アラブの春」、「イスラム原理主義」、「イ

スラム国」といった今日の問題を解説する。 

授業内容 

1． 本講義の視座と問題意識 

2． 西アジアの地理的環境（１）オアシスとオアシス都市 

3． 西アジアの地理的環境（２）遊牧民の空間 

4． 西アジアの社会（１）民族とはなにか A.D. スミス『諸国民の民族的起源』より 

5． 西アジアの社会 （２）西アジアにおける民族集団 クルド アッシューリー アルメニアン 

6． 西アジアの社会（３）西アジアにおける民族形成と国民国家 

7． 西アジアの社会 （４） アラブ人、トルコ人、イラン人による国民国家の形成 

8． 西アジアの宗教----ユダヤ教、キリスト教、イスラム教---- 

9． 西アジアの宗教共同体（１）ユダヤ教徒共同体 

10． 西アジアの宗教共同体（２）キリスト教徒共同---東方諸教会の世界--- 

11． 西アジアの宗教共同体（３）キリスト教徒共同---東方諸教会の世界--- 

12． 西アジアの宗教共同体（４）イスラム教徒共同体とシャリーア 

13． 西アジアの宗教共同体（５）イスラム教徒共同体と他の宗教共同体との関係 

14． 「中東紛争」---イスラエルとパレスチナ--- 

15． 「アラブの春」、「イスラム原理主義」、「イスラム国」 

準備学習 

(予習・復習) 

毎授業ごとに中央アジア史、西アジア史の日本語の論文・著作を指示するのでそれを次回までに

よんでくることを予習とする｡復習はそれぞれの学生にとっての当該授業の重要性の度合いにより

時間配分なども含めて各自で判断して行うこと。 

評価方法 

・基準 
授業への参加と学期末のレポートにより評価 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内にレポートを課し最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

主体的に講義の内容を考える用意のない人は受講しないこと。講義は単に勉強の入り口にすぎ

ないことを自覚すること。 

テキスト  

参考書 

『モンゴル帝国の軍隊と戦争』 川本正知 山川出版社  

『ユダヤ教の歴史』 市川裕 山川出版社  

『キリスト教の歴史３東方正教会・東方諸教会』 廣岡正久 山川出版社  

聴講の可否： ○



No.史-413 cd:42038010  

科目名 東洋史特殊講義（十） 期間 後期 

担当教員 ☆川本 正知 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ イスラム教の誕生とイスラム教徒共同体の成立 

到達目標 
イスラム教およびイスラム教徒共同体の聖典や法のあり方を知り､それによってイスラム教とはど

のような宗教であるのかを知り､今日のイスラムにかかわる諸事件の内容を理解する。 

授業概要 

今日の西アジアの社会およびその歴史を考える上において最も重要なイスラム教が７世紀におい

てどのように発生してきたかについてのべる。イスラム教の発生は世界史上最も重要な事件であ

るにもかかわらず、日本では、その実態や背景はほとんど教えられていない。この講義では、特に

イスラム教団成立の社会的環境および成立の過程を概説する。具体的には、７世紀の初めのアラ

ビア半島西部のヒジャーズ地方のオアシス定住民と遊牧民の社会、メッカ、メディナにおけるイス

ラム教団の原初的姿、預言者ムハンマドの役割、ユダヤ教徒との関係などについて述べていく。

また、新しく翻訳されたイブン・ヒシャームの『預言者伝』を同時代史料として講読し、西アジア史の

研究に必要な資料にもふれてもらう。 

授業内容 

1． 本講義の視座と問題意識 

2． イスラム教がおこってくる以前のアラビア半島 

3． メッカのカーバ神殿 

4． メッカのクライシュ族 

5． 預言者ムハンマドによる啓示とコーラン 

6． メッカにおけるイスラム教の内容 

7． メッカにおけるイスラム教団 

8． メッカにおける迫害とヒジュラ 

9． メディナ社会---ユダヤ教徒とアンサール---- 

10． メディナにおけるウンマの成立 

11． メッカとメディナ 

12． メッカ征服とその後 

13． ムハンマドの死とカリフ制 

14． アラブの大征服 

15． アラブの大征服とウマイヤ朝時代 

準備学習 

(予習・復習) 

毎授業ごとに中央アジア史、西アジア史の日本語の論文・著作を指示するのでそれを次回までに

よんでくることを予習とする｡復習はそれぞれの学生にとっての当該授業の重要性の度合いにより

時間配分なども含めて各自で判断して行うこと。 

評価方法 

・基準 
授業への参加と学期末のレポートにより評価 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内にレポートを課し､最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

主体的に講義の内容を考える用意のない人は受講しないこと。講義は単に勉強の入り口にすぎ

ないことを自覚すること。 

テキスト  

参考書 

『モンゴル帝国の軍隊と戦争』 川本正知 山川出版社  

『イスラム生誕』 井筒俊彦 中央公論社  

『ムハンマド時代のアラブ社会 (世界史リブレット)』 後藤明 山川出版社  

聴講の可否： ○



No.史-414 cd:42040001  

科目名 西洋史特殊講義（一） 期間 前期 

担当教員 ☆坂元 正樹 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 西洋における娯楽の発達 ～大衆化と商業化 

到達目標 
19 世紀前後における娯楽の発達と多様化についての知識をひろめながら、多様な娯楽が氾濫す

る現代に生きる人間として、娯楽についての見識を深める。 

授業概要 

本講義では、西洋で 18 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて発達していった各種の娯楽について、

それらを成り立たせた社会的背景、技術（テクノロジー）の発達、興行や芸術活動の発展、などの

テーマと関連づけつつ、紹介していく。また、講義全体を通して、近現代日本の話題も随時取り上

げる。過去の娯楽について考えることを通して、現代における娯楽について考えを深める力を養

う。 

授業内容 

1． ガイダンス① 娯楽について考える、ということの意味 

2． ガイダンス② 遊び、レジャー、娯楽の違いについて 

3． 社交と収集 ～人との交わりの楽しみ、コレクションの楽しみ 

4． 読書の普及、子供向け書籍の発達 ～教育と教養 

5． 競馬の歴史 ～社交と賭博、ルールの整備 

6． クリケット、フットボール ～スポーツ競技の発生 

7． アニマルスポーツ ～動物を使用する娯楽 

8． 見世物興行の発達、公園と動物園 

9． サーカスの起源と発展 

10． 奇術と手品、からくり仕掛け 

11． パノラマとジオラマ 

12． 音楽演奏装置と音楽鑑賞 ～オーケストリオン、蓄音機、レコード 

13． 遊戯用の道具や機械の発達 ～観覧車、回転木馬、ボーリング、ピンボール 

14． 万博、遊園地、テーマパーク 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
インターネット等を利用し、授業時に配布する資料を参考にして、復習と予習を行うこと。 

評価方法 

・基準 

レポート（中間と期末の二回を予定）：70%平常点（授業についての感想、意見や質問を数回提出し

てもらう）：30% 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートに記入された質問感想等については、次回以降の授業に反映し、適宜紹介してい

く。期間内に課したレポートについて、授業中に一部を取り上げて講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-415 cd:42040002  

科目名 西洋史特殊講義（二） 期間 前期 

担当教員 ☆久保 利永子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近代イギリスにおけるスポーツ文化(1) 

到達目標 
(1)身近な各種の「競技スポーツ」がどのようにして近代イギリスで成立したのか、その過程を理解

する。(2)「スポーツ」という文化の伝播と政治・政策の関係についても考察する。 

授業概要 

「スポーツ」は、どのようにして誕生し、変化していくのだろうか。 2017 年度は前期・後期を通じて

近代イギリスにおけるスポーツ文化の歴史的理解を目標とした講義を行う。前期は 19 世紀のイギ

リス社会で成立した「近代スポーツ」に注目する。今日、日本語で「スポーツ」と呼ばれる行為は競

技的な要素をもつ身体活動として認識されている。そうしたスポーツの多く（サッカー、ラグビーな

ど）は、19 世紀のイギリスで成立し、世界へ伝播していった歴史的経緯を持っている。この講義で

は、そのようなスポーツが、なぜ 19 世紀のイギリスで、どのようにして成立したのか、誰がこうした

スポーツを考案し積極的に楽しんだのか、という問いを出発点とし、同時代の政治・経済・教育・文

化といった様々な社会的要素との関係を明らかにしながら、「スポーツ」 という文化的行為の歴史

的側面の理解を試みる。時間的に余裕があれば、こうしたスポーツが世界各地に伝播していった

政治的・文化的背景にも言及する予定である。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 19 世紀のイギリス社会概観 (1) 経済適側面 

3． 19 世紀のイギリス社会概観 (2) 社会構造 

4． 19 世紀のイギリス社会概観 (3) 階級と価値観 

5． ピップ君のジェントルマン修行：「スポーツ」の社会的機能 

6． 変化する「スポーツ」概念： 2 つの史料を手がかりに 

7． スポーツとジェントルマンの関係：『鳥撃ちにきた男たち』(1849 年) 

8． 「ジェントルマンらしさ」の変容：社会の変化と概念の変化 

9． キツネ狩りとミドルクラス：台頭する新興階級と文化 

10． 競技スポーツとクリスチャン・ジェントルマン：学校改革と理想の追求 

11． パブリック・スクールと運動競技：「フェアプレイ」の精神とは 

12． 改良と変容：民族スポーツから運動競技へ 

13． フットボールの分化：教育、階級、スポーツ 

14． 伝播するスポーツ：植民地エリートとスポーツ 

15． 後期講義内容のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義時に配布される各種プリントを積極的に活用し、予習・復習を行うこと。とくに参考資料として

配布されるテキスト類には講義前に必ず目を通しておくこと。 

評価方法 

・基準 

平常点（受講態度、講義コメントなど：40%）とレポート（60％）から総合的に判断する。※レポートの

課題・注意事項などは講義時にプリントを配布して解説する。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回講義に関するコメントカードを回収し、次週にその内容をまとめたプリントを配布する。内容に

ついては適宜コメントを加えることもある。レポートの講評は、e-learning/ポータルサイトの講義連

絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

1) 講義ではテキストは使用せず、毎回プリントを配布するので、整理して必要な時には参照でき

るようにしておくこと。2) 講義中は携帯端末はいじらないこと。3) その他の周囲の迷惑になるよう

な行為（私語・遅刻など）は禁止。 

テキスト  

参考書 

『イギリス近代史 - 宗教改革から現代まで（改訂版）』 村岡健次他編著 ミネルヴァ書房 2003 年 

『スポーツと帝国－近代スポーツと文化帝国主義』 アレン・グットマン 昭和堂 1997 年 

『前ヴィクトリア時代のスポーツ：ピアス・イーガンの「スポーツの世界」』 池田恵子 不昧堂出版  

聴講の可否： ○



No.史-416 cd:42040003  

科目名 西洋史特殊講義（三） 期間 後期 

担当教員 ☆久保 利永子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近代イギリスにおけるスポーツ文化(2) 登山の社会史 

到達目標 
「登山というスポーツの成立」という事例研究を通して、一つの文化的行為の構築とはどのような

現象なのかを社会史的視点から考察する。 

授業概要 

「登山」というスポーツは、イギリスが近代的工業国家として繁栄の頂点に達した 19 世紀半ばに成

立したとされている。しかし、それ以前から人が山に登っていたことは改めて指摘するまでもない。

では、なぜ、「登山は 19 世紀半ばにイギリスで成立した」ということができるのだろうか。そもそも

「山に登って降りてくること」がスポーツとして認識されるのはどのような場合なのか。国内にヨーロ

ッパ・アルプスを擁するスイスやフランス、イタリアではなく、国内に高峰をもたないイギリスにおい

てこのスポーツが成立したとされるのはなぜなのか。19 世紀中頃に、誰が山に登り、誰がそれを

価値あるものとみなしたのか。そうした価値観の共有は、なぜ、どのようにして、可能となったの

か。こうした多くの問いに答えるため、「登山の成立」という事例を社会史的視点から考察し、併せ

てひとつの文化的行為の構築とはどのような現象であるのか検証する。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 「登山の成立」に関する通説とその問題点 

3． 山岳美の発見と交通網の拡充：「登山」人気の前提条件 

4． 誰が山に登るのか 

5． アルパイン・クラブ会員の排他性：社会階層と価値観 

6． モンブラン・マニア： 見世物と社会現象 

7． 「見る山」から「登る山」へ：認識枠組の重層化 

8． 「科学的登山」の薦め：合理的娯楽とスポーツ 

9． 「登山文学」の成立と『峰、峠、氷河』：価値観の共有とメディアの役割 

10． イギリス的資質の可視化：危険の合理化とナショナル・アイデンティティ 

11． 地理学と登山：探検的要素の強調 

12． 登山は「愚行」か：マッターホルンの事故をめぐる議論 

13． 墜落死の衝撃と道徳崩壊の危機感 

14． 黄金時代の終わりとケニア山の初登頂 

15． 後期講義内容の総括 

準備学習 

(予習・復習) 

講義時に配布される各種プリントを積極的に活用し、予習・復習を行うこと。とくに参考資料として

配布されるテキスト類には講義前に必ず目を通しておくこと。参考文献については、講義時に適宜

紹介する。 

評価方法 

・基準 

平常点（受講態度、講義コメントなど：40%）とレポート（60％）から総合的に判断する。※レポートに

関する注意事項などは講義時にプリントを配布して解説する。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回講義に関するコメントカードを回収し、次週にその内容をまとめたプリントを配布する。内容に

ついては適宜コメントを加えることもある。レポートの講評は、e-learning/ポータルサイトの講義連

絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・前期の西洋史特殊講義(二)と関連する内容であるため、前期と併せて履修することが望まし

い。・テキストは使用しない（毎回プリントを配布する）。・参考文献は講義中に適宜紹介する。 

テキスト  

参考書 
『イギリス近代史 ― 宗教改革から現代まで（改訂版） 』 村岡健次他編著 ミネルヴァ書房 2003

年 

聴講の可否： ○



No.史-417 cd:42040004  

科目名 西洋史特殊講義（四） 期間 後期 

担当教員 足立 広明 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 女性聖人の時代：古代末期 

到達目標 キリスト教成立期の女性の果たした役割について理解する。 

授業概要 

古代末期の地中海世界では「異」教とキリスト教を問わず、地上の人間世界の再生産よりも、天上

での個別の救済を尊ぶ禁欲的な思潮が高まりを見せた。このなかで女性は地上の肉的な誘惑や

罪の源として忌避される傾向が強まったが、逆に宗教的修行に身を投じることで、地上の父権制

的な家族関係を離れ、社会的行動の自由を拡大して、聖なる存在として尊敬を集めた女性もいた

ように思われる。本講義は、こうした女性を中心に、西洋史上の大きな文化変容の時代である古

代末期に女性が果たした役割について考察する。 

授業内容 

1． アダムとエヴァ：創世記神話の女性観 

2． 新約聖書の女性たち 

3． パウロ書簡の女性観 

4． 『聖書外典パウロとテクラの行伝』 

5． 『聖書外典パウロとテクラの行伝』 

6． 『聖書外典パウロとテクラの行伝』 

7． 古代末期のテクラ信仰 

8． 古代末期のテクラ信仰 

9． エゲリアの巡礼 

10． 古代末期の女性と修道運動、巡礼 

11． 古代末期の女性と修道運動、巡礼 

12． ヒュパティア 

13． ヒュパティア 

14． 女性聖人の時代：古代末期 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
次回予告の授業内容を可能な範囲で予習する。また、復習をよくしておくこと。 

評価方法 

・基準 
平常点５０％、試験５０％。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業内の感想・小レポートに関して翌週コメントする。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-418 cd:42040005  

科目名 西洋史特殊講義（五） 期間 後期 

担当教員 ☆佐藤 專次 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中世後期のドイツ都市と都市民 

到達目標 中世後期ドイツの都市社会の構造，都市民の日常生活を理解する 

授業概要 
12,13 世紀から 16 世紀のドイツ都市を対象に，都市指導層，ツンフトと手工業者，都市民の生活，

乞食・娼婦などの周縁集団，都市における犯罪，都市と社会的規律化について論じてみたい。 

授業内容 

1． 中世都市の成立 

2． 中世都市の「自由」と自治機関 

3． 都市同盟とハンザ同盟 

4． 都市上層と門閥支配 

5． ツンフトの成立をめぐって 

6． ツンフトの活動 

7． 親方市民の日常生活 

8． ツンフト闘争 

9． 女性，徒弟制度，ツンフトの閉鎖化 

10． 職人身分の形成 

11． 職人組合の活動 

12． 賃労働者・乞食・娼婦 

13． 都市の犯罪 

14． 都市と社会的規律化 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
指定した参考文献を読み，講義内容を確認すること。 

評価方法 

・基準 
試験 80％，平常点 20％ 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回，講義の感想・質問を書いてもらい，次回の講義中にそのコメントをおこなう。最終授業時に

定期試験を実施し，解答例を配布及び解説を行う。 

 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-419 cd:42040006  

科目名 西洋史特殊講義（六） 期間 前期 

担当教員 ☆佐藤 專次 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 中世ヨーロッパにおける誓約団体の展開 

到達目標 誓約団体の展開を通してヨーロッパ中世社会の特質を理解する。 

授業概要 

ヨーロッパ中世に出現する多様な社会集団は，しばしば誓約を媒介して成立した。その初期の典

型的な例は農村住民が結成したフランク王国のギルドであった。また都市コミューンも，教師・学

生の共同体である大学も誓約団体であり，スイスという国家も誓約団体から始まっている。ヨーロ

ッパ中世では，このような誓約団体（コンユラーティオ）が広範に展開して，しかもギルド，都市共同

体，大学，スイスという国家など独自の制度を形成するのに成功した。このような中世における誓

約団体の展開について論じ，誓約とはヨーロッパの中世の人々にどのような意味を持っていたの

か，さらにこの西洋のコンユラーティオと日本中世の一揆との比較についても触れる予定でいる。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． フランク王国の国制と社会 

3． ギルドとは何か 

4． 在地ギルド（１） 

5． 在地ギルド（２） 

6． 商人ギルド（１） 

7． 商人ギルド（２） 

8． 神の平和運動 

9． 都市コミューン 

10． 農村コミューン 

11． 大学の誕生 

12． スイスの誕生 

13． 誓約の意味（１） 

14． 誓約の意味（２） 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
指定した参考文献を読んで，講義内容を確認すること。 

評価方法 

・基準 
試験 80％ 平常点 20％ 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回，講義に関する質問・感想を書いてもらう。それに関するコメントを次回の講義におこなう。最

終授業時に定期試験を実施し，解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-420 cd:42040007  

科目名 西洋史特殊講義（七） 期間 前期 

担当教員 ☆山内 暁子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 古代ギリシア人の死生観 

到達目標 
古代ギリシアという異なる文化を学ぶことで自らを客観視し、かつ史料に基づいた歴史像を持てる

ようになること 

授業概要 

本講義では、古代ギリシア人の死について多角的に考察し、その社会についての理解を深める。

西洋古代史の史料として、文献・考古学的遺物を取り上げるが、これによって様々な史料解釈に

触れ、自分なりの仮説としての歴史像を持つまでの過程を理解する。 

授業内容 

1． はじめに 

2． 古代ギリシア人とは：社会構成と身分格差 

3． 市民たちの宗教：男性のための儀礼と市民権獲得 

4． 市民たちの宗教：女性のための儀礼と結婚 

5． ギリシア人の葬儀：儀式と埋葬 

6． ギリシア人の葬儀：女性と供養 

7． 埋葬にみる死者の姿：死者と生者 

8． 埋葬にみる死者の姿：彼岸への視線 

9． ギリシア人の死生観：「現世的」な宗教 

10． ギリシア人の死生観：エレウシスの神話 

11． ギリシア人の死生観：秘儀と来世での幸福 

12． 来世信仰：オルフェウス教とは 

13． 来世信仰：神話と教義 

14． 来世信仰：埋葬された黄金板 

15． おわりに 

準備学習 

(予習・復習) 

授業で配布した資料や、紹介した文献を読み、より深い理解を目指すこと。授業内で理解できなか

った基本的な用語・歴史的背景については、すぐに質問するのではなく、なるべく自分で確認して

おくこと。 

評価方法 

・基準 

論述問題を中心とした定期試験によって評価する。試験の際には、配布プリントと自筆ノートを持

ち込み可能とするので、講義ノートを充実させること。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業についての質問・感想を次の授業に反映させ、授業内で適宜回答する。 

履修上の 

注意事項等 
テキストは特にないが、レジュメと資料プリントを配布する。参考書は授業中に適宜指示する。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-421 cd:42040008  

科目名 西洋史特殊講義（八） 期間 後期 

担当教員 ☆山内 暁子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 古代ギリシアの遺物からみる宗教 

到達目標 
古代ギリシアという異なる文化を学ぶことで自らを客観視し、かつ史料に基づいた歴史像を持てる

ようになること 

授業概要 

本講義では、古代エーゲ海に始まるギリシア文明について多角的に考察し、その社会についての

理解を深める。西洋古代史の史料として、文献・考古学的遺物を取り上げるが、これによって様々

な史料解釈に触れ、自分なりの仮説としての歴史像を持つまでの過程を理解する。 

授業内容 

1． はじめに 

2． 古代エーゲの海洋文明：東地中海世界の黎明期 

3． 古代エーゲの海洋文明：キュクラデスの遺物 

4． 古代エーゲの海洋文明：クレタ島の神話伝説 

5． 「本土」ギリシア：ミュケナイの遺物 

6． 「本土」ギリシア：線文字 B の解読 

7． 「本土」ギリシア：線文字 B の粘土板 

8． 歴史時代の宗教：古代ギリシアの動物犠牲 

9． 歴史時代の宗教：犠牲式の神話物語 

10． 歴史時代の宗教：遺物にみる犠牲式 

11． 歴史時代の宗教：遺物としての骨 

12． 古代世界の広がり：アスクレピオス神の信仰 

13． 古代世界の広がり：医神への奉納遺物 

14． 古代世界の広がり：治癒事例と布教 

15． おわりに 

準備学習 

(予習・復習) 

授業で配布した資料や、紹介した文献を読み、より深い理解を目指すこと。授業内で理解できなか

った基本的な用語・歴史的背景については、すぐに質問するのではなく、なるべく自分で確認して

おくこと。 

評価方法 

・基準 

論述問題を中心とした定期試験によって評価する。試験の際には、配布プリントと自筆ノートを持

ち込み可能とするので、講義ノートを充実させること。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業についての質問・感想を次の授業に反映させ、授業内で適宜回答する。 

履修上の 

注意事項等 
テキストは特にないが、レジュメと資料プリントを配布する。参考書は授業中に適宜指示する。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.史-424 cd:42042400  

科目名 日本史史料実習 I 期間 前期 

担当教員 村上 紀夫 単位数 1 配当年次 2-4 

テーマ 資料の整理・保存と取り扱いを学ぶ 

到達目標 実物の資料に直接触れ、基本的な取り扱い方を身につける 

授業概要 資料の整理や展示作業を行う。資料整理は資料の点数・状態に応じて変更する場合がある。 

授業内容 

1． ガイダンス～基本的な資料の取扱方・心構え～ 

2． 古文書の様式、名称と取り扱いの基本 

3． 整理予定資料の概要と整理方針 

4． 資料整理（第 3 回で確認した方針により作業を開始する） 

5． 資料整理（第 4 回の整理をもとに作業を進める） 

6． 班分けを行い、分担して作業を進める。 

7． 班で整理中の資料について討論をし、資料群の概要を把握する 

8． 資料の現状にあわせた保存法を検討する 

9． 資料の保存のための作業 

10． 他の史学科所蔵資料の現状確認 

11． 他の史学科所蔵資料の整理 

12． 整理中の資料の全体像を把握し、資料群について理解する 

13． 目録の作成作業 

14． 資料整理を終え、目録を完成させる 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
講義の際に紹介する参考文献、資料を読んでおくこと。 

評価方法 

・基準 
受講態度（実習参加の積極性・資料取り扱いの習熟度など・100％） 

課題のフィードバ

ック方法 

実習にあたって生じる疑問や質問については、その都度担当者が対応するとともに内容によって

は次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。 

履修上の 

注意事項等 

実物資料を取り扱うので、資料の取り扱いに相応しい服装や格好、態度でのぞむこと。詳細は最

初の講義で説明する。 

テキスト 『特に使用しない』    

参考書 『古文書はいかに歴史を描くのか』 白水智 NHK 出版 2015 

聴講の可否： ×



No.史-425 cd:42043400  

科目名 東洋史史料実習 I 期間 後期 

担当教員 角谷 常子 単位数 1 配当年次 2-4 

テーマ 中国古代の出土文字資料 

到達目標 
さまざまな出土資料の性質を理解し、歴史史料としての扱い方と文献史料との相互検証の仕方を

習得する。 

授業概要 

甲骨、金文、簡牘、石刻を取り上げ、それぞれの資料の特徴と、それを歴史研究に活用する方法

を論じる。こうした実物資料は本物を見ることが大切であるが、中国のものであるためそれはかな

わない。そこで、資料を所蔵する博物館に行ったり、レプリカを作成したり、日本の資料を見学した

りする。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 文献史料と出土資料 

3． 殷の時代と甲骨 

4． 周と青銅器 

5． 青銅器の見学（奈良国立博物館） 

6． 木簡とは 

7． 日本の木簡と中国の木簡 

8． 木簡見学（奈良文化財研究所） 

9． 中国木簡のレプリカ作成 

10． 木簡を用いた研究 

11． 石刻資料と後漢時代 

12． 石刻流行の意味 

13． 石の文化（日本と韓国） 

14． 出土資料を用いる研究の意義 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

知識が足りない、あるいは理解できない人は、授業中に適宜紹介する参考文献などを利用して補

っておくこと。 

評価方法 

・基準 
資料見学時の参加態度（３割）・到達度確認（７割） 

課題のフィードバ

ック方法 
到達度確認終了後、授業時間内に講評を説明する。 

履修上の 

注意事項等 

２～３回、学外見学を行う。基本的に奈良に所在する博物館等に行くが、展覧会の内容によって

は京都の場合もある。いずれも日曜・祝日に行う予定。 

テキスト 『使用しない。』    

参考書 『授業中に紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.史-426 cd:42044400  

科目名 西洋史史料実習 I 期間 前期 

担当教員 ☆青木 ｱﾝﾍﾘｶ 単位数 1 配当年次 2-4 

テーマ ペルー・アンデスの生活文化とケチュア語 

到達目標 
ペルー・アンデスの生活文化に親しみ、クスコ地方の先住民言語であるケチュア語の基礎を習得

し、それらを通してコミュニケーション能力や自立性を高める。 

授業概要 

ペルー・アンデスの生活文化に親しみながら、特に先住民言語であるケチュア語の基礎文法と初

級会話を習得する。日本の大学では唯一の授業。具体的には、アンデスの生活文化（フォルクロ

ーレ、糸紡ぎ、食文化、遊戯など）の体験学習を交えながら、以下のようなケチュア語の基礎をテ

キストに従って学習していく。 

授業内容 

1． はじめに：ケチュア語の発音とあいさつ 

2． 第 1 課 ケチュア語を話しますか？ 現在時制 

3． 同 練習問題と応用 

4． 第 2 課 あなたのお名前は？ 所有表現 

5． 同 練習問題と応用 

6． 復習と体験学習（フォルクローレ） 

7． 第 3 課 お元気ですか？ 進行形 

8． 同 練習問題と応用 

9． 第 4 課 あれは何ですか？ 指示詞 

10． 同 練習問題と応用 

11． 復習と体験学習（糸紡ぎ） 

12． 第 5 課 あなたは何才ですか？ 疑問詞 

13． 同 練習問題と応用 

14． 復習と体験学習（食文化） 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
テキスト等を利用して、予習・復習につとめること。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（50％）、平常点（授業参加度・口頭発表・作文など 50％）を目安として、総合的に

評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認などの多様な課題を課し、適宜添削・返却・評価する。 

履修上の 

注意事項等 

授業内だけでなく、常日頃から TV やインターネット、新聞や書籍を通してペルーや人々に対して

共感をもって関心を寄せるように努力すること。 

テキスト 
『ペルー・クスコのケチュア語（プリント配布）』 青木アンヘリカ・青木芳夫 ラテンアメリカ資料セン

ターin 奈良 2013 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.史-427 cd:42044700  

科目名 西洋史史料実習 II 期間 後期 

担当教員 ☆西村 洋子 単位数 1 配当年次 2-4 

テーマ 中期エジプト語文法入門 

到達目標 私たちは四つの基本文型ー形容詞文、名詞文、副詞文、動詞文ーを理解できるよう目指します。 

授業概要 

古代エジプト語は紀元前三二〇〇年頃文字として現れ、十一世紀にアラビア語に完全に取って代

わられるまで、四千年以上使われ続けました。そのため私たちは、その豊富な文字史料から、少

なくとも三千年に亘って、この言語の発展をたどることが出来ます。また、それらは彼らの社会や

思想を研究する上で重要な手がかりとなっています。古代エジプト語はその長い歴史を五つの段

階に分けられますが、この講義では、そのうちの中期エジプト語で使われる四つの基本文型を学

びます。 

授業内容 

1． アフロ・アジア語族について、古代エジプト語の発展段階、古代エジプト語を表す文字につい

て (Lesson 1) 

2． 一子音記号と音訳記号 (Lesson 2) 

3． 二子音記号、三子音記号、発音補助記号、単語の読み方 (Lesson 3) 

4． 名詞、人称代名詞(接尾形) (Lesson 4, 5.1-3, 5.7) 

5． 指示代名詞、形容詞 (Lesson 5.8-9.6) 

6． 形容詞文、人称代名詞(従属形) (Lesson 5.4, 7.1-4) 

7． 名詞文、人称代名詞(独立形) (Lesson 5.5, 7.5-17) 

8． 前置詞、ニスべ形容詞、副詞 (Lesson 8) 

9． 副詞文 (Lesson 10) 

10． 否定文、疑問文 、形容詞文・名詞文・副詞文のまとめ (Lesson 11) 

11． 王名と王の称号、数詞・序数詞、日付 (Essay 6, Lesson 9) 

12． 動詞の種類 (Lesson 12) 

13． セジェムエフ形ー過去時制、一般的真理、未来時制、叙想法 (Lesson 18.1-8) 

14． セジェムエフ形ー動詞ウェネンのセジェムエフ形、小辞の後で、条件文で (Lesson 18.9-12) 

15． セジェムエフ形ー4 つの否定形、疑問文で、セジェムエフ形のまとめ (Lesson 18.13-17) 

準備学習 

(予習・復習) 

毎回授業でやったところは、テキストを読み、例文やテキスト巻末の辞書を参考にしながら、練習

問題に取り組み、復習しましょう。練習問題の解答はテキストの巻末にあります。 

評価方法 

・基準 

毎回のレポート(50%)と定期試験(50%)で評価します。レポートの提出がなければ、出席していても、

欠席とみなします。 

課題のフィードバ

ック方法 

レポートは添削し、解答をつけて、次回の授業で返却します。定期試験終了後、解説付き解答を

配布します。 

履修上の 

注意事項等 

テキストは必ず購入し、授業に持参しましょう。参考書については、下記添付ファイルをご覧くださ

い。テキストの購入が難しい場合は、参考 URL から pdf 版をダウンロードしてください。 

テキスト 『Middle Egyptian』 James P. Allen Cambridge U.P. 2014 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.地-429 cd:43005000  

科目名 人文地理学 I 期間 前期 

担当教員 稲垣 稜 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
地域は多様な姿を見せているが，そうした様々な地域事象についての人文地理学的な見方を提

示する 

到達目標 

私たちが生活している「地域」とは，一見，何の規則もなく存在しているように見えるが，その成り

立ちにはさまざまな背景がある．そうした点を理解し，授業で得た知識や技能を柔軟に再構成して

活用することができるようにする． 

授業概要 

現代社会は，多様であると同時に共通性も持っている．こうした事象を理解しようとすると，非常に

多岐にわたる点を理解しなければならない．間口が広いといわれる地理学は，どこから入ってい

けばよいかにとまどう場合もあるが，この授業では，地理学に入門するにあたって，特に理解して

おいた方がよいと思われるテーマを厳選し，基礎的な事象を中心に取り上げる．具体的には，こ

の授業では、人口，小売業，サービス業，国土政策・地域政策，地域調査，地形図などをテーマに

人文地理学的な考察を行う。 

授業内容 

1． 地域概念 

2． 系統地理と地誌、地域スケール 

3． 人口の分布と増減 

4． 人口移動と地域 

5． 商業地域の変化 

6． 商業と流通 

7． 商業立地の変化 

8． サービス経済化と地域 

9． 国土政策 

10． 地域開発 

11． 都市計画と都市地域 

12． 地形図 

13． 地形図からみた人々の生活 

14． 地形図からみた村落地域と環境の変化 

15． 授業まとめ（地域研究のすすめ） 

準備学習 

(予習・復習) 

授業では、事例としていくつかの地域を挙げることになる。それらの地域について地図帳などを参

考に、基本的な理解をしておくこと。 

評価方法 

・基準 

「授業内での課題」、および「授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学

力確認）」をもとに総合的に評価する。「授業内での課題」とは，その授業内容の理解度を問う小テ

ストである． 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストは，授業中に実施し，あわせて講評を行う。期間内に学習到達度確認を実施し、最終授

業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『現代社会の人文地理学』 稲垣稜 古今書院 2014 

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-430 cd:43006000  

科目名 人文地理学 II 期間 後期 

担当教員 稲垣 稜 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
地域は多様な姿を見せているが，そうした様々な地域事象についての人文地理学的な見方を提

示する 

到達目標 

私たちが生活している「地域」とは，一見，何の規則もなく存在しているように見えるが，その成り

立ちにはさまざまな背景がある．そうした点を理解し，授業で得た知識や技能を柔軟に再構成して

活用することができるようにする． 

授業概要 

現代社会は，多様であると同時に共通性も持っている．こうした事象を理解しようとすると，非常に

多岐にわたる点を理解しなければならない．間口が広いといわれる地理学は，どこから入ってい

けばよいかにとまどう場合もあるが，この授業では，地理学に入門するにあたって，特に理解して

おいた方がよいと思われるテーマを厳選し，基礎的な事象を中心に取り上げる．具体的には，都

市，郊外，観光，交通，工業，資源・エネルギー，地域調査などをテーマに人文地理学的な考察を

行う。 

授業内容 

1． 日本の地域構造 

2． 都市とは 

3． 都市の人口変化 

4． 郊外の成長 

5． 郊外の生活と文化 

6． 地域の観光資源 

7． 観光行動の変化 

8． 交通と地域 

9． 交通発展と土地利用の変化 

10． 工業と産業立地 

11． 工業活動のグローバル化と現代世界 

12． 資源と産業 

13． エネルギーと環境 

14． 経済の発展と地域変化 

15． 授業まとめ（地域研究のすすめ） 

準備学習 

(予習・復習) 

授業では、事例としていくつかの地域を挙げることになる。それらの地域について地図帳などを参

考に、基本的な理解をしておくこと。 

評価方法 

・基準 

「授業内での課題」、および「授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学

力確認）」をもとに総合的に評価する。「授業内での課題」とは，その授業内容の理解度を問う小テ

ストである． 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストは，授業中実施し，あわせて講評を行う。期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業

内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『現代社会の人文地理学』 稲垣稜 古今書院 2014 

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-431 cd:43007000  

科目名 自然地理学 I 期間 前期 

担当教員 海津 正倫 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 自然地理学の歴史をふまえながら自然環境について学ぶ. 

到達目標 自然地理学の歴史をふまえて世界の自然環境がいかに把握されてきたかを理解する． 

授業概要 

地理学の歴史を振り返りながら，世界の自然に対するとらえ方の移り変わりを把握すると共に，自

然環境について理解する．また，自然環境の把握が近代科学としてどのように確立してきたのか

といった点も検討する． 

授業内容 

1． 地理学の歴史と自然地域 

2． ギリシャ時代の地理学と自然環境の把握 

3． ローマ時代の地理学と自然環境の把握 

4． 中世の地理学と自然環境の把握 

5． 近世の地理学と自然環境の把握 

6． 近代の地理学(自然地理学の確立) 

7． 近代の地理学(地質学・気候学の分化) 

8． デービス・ペンクの地形学 

9． 地形学の展開 

10． 地域区分と地域分類 

11． ケッペンの気候区分 

12． アリソフの気候区分 日本の気候 

13． 世界の植生・土壌（成帯性土壌） 

14． 河川の挙動と水文環境 

15． まとめ＋学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

授業時に配付する資料などを用いた復習と授業時に紹介する文献等により次回テーマに関して

予習をしておくこと． 

評価方法 

・基準 
授業への関わり，小レポート・学習到達度確認等による 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートなどは授業中に解説し，個別の質問には授業終了後に答える。受講生がさらに質問が

ある場合には質問事項を umitsum@daibutsu.nara-u.ac.jp へ、授業科目名、学籍番号、氏名を書い

て送信すること． 

履修上の 

注意事項等 
授業内容に関連したプリントを配布する予定である． 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-432 cd:43008000  

科目名 自然地理学 II 期間 後期 

担当教員 池田 安隆 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 氷期—間氷期変動の中で現在の自然環境を位置づけ理解する． 

到達目標 
食料生産，人口，災害，資源など，自然環境と密接に関わる問題を考える上での基礎を養うことを

目標とする． 

授業概要 

我々の生活は自然環境と深い関わりを持っている．この授業では先ず，地球表層に働く様々な地

質プロセスと物質循環や地形の形成について，日本列島の事例を中心に紹介して，基礎的な知

識を学ぶ．次ぎに，地表環境の変動を過去に遡って復元する方法を学び，最後に人類の歴史とも

っとも関係の深い第四紀の環境変動について学ぶ． 

授業内容 

1． 地球は不安定な惑星 

2． プレート運動と大地形の形成 

3． プレートの沈み込みと日本列島の形成 

4． 侵食・堆積作用（１）河川の作用 

5． 侵食・堆積作用（２）風，氷河，波の作用 

6． 侵食・堆積作用（３）侵食速度の地理的分布 

7． 風化とマスムーブメント 

8． 土壌の形成と陸上生態系（１）風化作用と土壌形成 

9． 土壌の形成と陸上生態系（２）侵食・堆積作用と土壌の更新 

10． 土壌の形成と陸上生態系（３）人為的撹乱要因としての農業 

11． 地球史と地表環境の変動 

12． 氷河時代の発見 

13． 氷期—間氷期変動（１）大陸氷床，山岳氷河，風成塵 

14． 氷期—間氷期変動（２） 海面変動と完新世の環境変化 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
毎回の授業後に，配布された資料と講義ノートに基づき，要点を整理してまとめる． 

評価方法 

・基準 
授業中に行う確認テストの結果やコメントシートの内容を総合して評価する． 

課題のフィードバ

ック方法 

確認テストの結果は次回の講義のなかで講評し，疑問・質問にも答える．また，コメントシートの内

容や質問・疑問は、次回以降の講義に反映し，適宜紹介していく． 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『毎回授業ごとに配布する．』    

参考書 『随時指示する．』    

聴講の可否： ○



No.地-459 cd:43023000  

科目名 日本地誌 I 期間 前期 

担当教員 三木 理史 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
大学の所在する場所の理解から近畿地方へと問題を展開させながら、西南日本諸地域の多様性

を理解する 

到達目標 

西南日本の各地方の特色を知り、その地理的意義を自然、人文の双方の知識を理解するととも

にその活用として地域調査の基礎知識を習得する。さらに演習関係授業での地域的倫理観や規

範性を基礎にした知識の定着を目標とする。 

授業概要 

テキストは各地方単位に２節構成になっており、まず第１節で西南日本諸地域の自然、歴史、環

境と生活、文化、生業と産業、国土開発の諸点を概観する。余力があれば特論の第２節で各地方

の風土認識、景観、人口、交通、都市と村落、余暇、観光、災害などをトピックとして取り上げる。 

授業内容 

1． 大学とその周辺―奈良大学の立地― 

2． 大学とその周辺―平城村物語― 

3． 近畿地方―総論― 

4． 近畿地方―特論― 

5． 地誌総論―「地誌」とは何か― 

6． 南西諸島―総論― 

7． 南西諸島―特論― 

8． 南九州地方 

9． 北九州地方 

10． 四国地方 

11． 中国地方―総論― 

12． 中国地方―特論― 

13． 東海地方―総論― 

14． 東海地方―特論― 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

毎回の授業前には必ず教科書の該当章を一読してくること。また、高等学校程度の地図帳の持参

も最低条件である。なお、事後学習では紹介した文献を図書館などで参照して学習すること。 

評価方法 

・基準 

期末試験(50 点前後)と平常点(ビデオの感想等)を合計して 100 点で評価する。３分の２以上の出

席を受験条件とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

期末試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する。毎時間書いても

らっている小レポートは翌週までに一読して、必要と思われるものについてはコメントする。但し受

講生が返信を望む場合について mikim@daibutsu.nara-u.ac.jp へ、授業科目名、学籍番号、氏名を

書いて送信すること。 

履修上の 

注意事項等 

日本の地誌を総覧できるテキストを用いた授業の内容のため、日本地誌Ⅱと併せて同一年度に

履修することが望ましい。なお、地誌の授業には地図が不可欠で、高校程度の地図帳の持参、あ

るいはスマートホンなどで電子地図を参照すること。 

テキスト 『日本の地誌』 立正大学地理学教室編 古今書院 2007 年 

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-460 cd:43024000  

科目名 日本地誌 II 期間 後期 

担当教員 三木 理史 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
日本地誌Ⅰの授業内容を踏まえ、東北日本諸地域の多様性と特色を理解することで、西南日本

との比較をもとに日本の多様性を理解する 

到達目標 

東北日本の各地方の特色を知り、その地理的意義を自然、人文双方の知識を理解するとともにそ

の活用として地域調査の基礎知識を習得する。さらに演習関係授業での地域的倫理観や規範性

を基礎にした知識の定着を目標とする。 

授業概要 

テキストは各地方単位に２節構成になっており、まず第１節で東北日本諸地域の自然、歴史、環

境と生活、文化、生業と産業、国土開発の諸点を概観する。さらに余力があれば特論の第２節で

各地方の風土認識、景観、人口、交通、都市と村落、余暇、観光、災害をトピックとして取り上げ

る。 

授業内容 

1． 甲信越地方―総論― 

2． 甲信越地方―特論― 

3． 北陸地方―総論― 

4． 北陸地方―特論― 

5． 東京―総論― 

6． 東京―特論― 

7． 南関東地方 

8． 北関東地方 

9． 南東北地方―総論― 

10． 南東北地方―特論― 

11． 北東北地方―総論― 

12． 北東北地方―特論― 

13． 北海道地方―総論― 

14． 北海道地方―特論― 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

毎回の授業前には必ず教科書の該当章を一読してくること。また、高等学校程度の地図帳の持参

も最低条件である。事後学習では、紹介した文献を図書館などで参照して学習すること。 

評価方法 

・基準 

期末試験(50 点前後)と平常点(ビデオの感想等)を合計して 100 点で評価する。３分の２以上の出

席を受験条件とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

期末試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する。毎時間書いても

らっている小レポートは翌週までに一読して、必要と思われるものについてはコメントする。但し受

講生が返信を望む場合について mikim@daibutsu.nara-u.ac.jp へ、授業科目名、学籍番号、氏名を

書いて送信すること。 

履修上の 

注意事項等 

日本の地誌を総覧できるテキストを用いた授業の内容のため、日本地誌Ⅰと併せて同一年度に

履修することが望ましい。また、地誌の授業に地図は不可欠であり、高校程度の地図帳の持参、

あるいはスマートホン等で電子地図を参照すること。 

テキスト 『日本の地誌』 立正大学地理学教室編 古今書院 2007 年 

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-461 cd:43025002  

科目名 世界地誌 I 期間 前期 

担当教員 木村 圭司 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ アメリカ合衆国（特に西海岸）の地誌 

到達目標 
アメリカ合衆国（特に西海岸）の地誌を概観し、日本と比較することにより世界へ目を向けられるよ

うにする 

授業概要 

アメリカ合衆国、特に西海岸・サンフランシスコ付近を事例とし、地誌学の基本的概念を理解する。

そして、高等学校「地理」で教えるべき地誌の例を説明する。また、9 月に実施予定の「外国研究」

「海外研修」とリンクさせ、海外巡検参加者への基礎的知識の習得を行う。 

授業内容 

1． 地誌学とは（ガイダンス） 

2． 高等学校の教科書でみられる世界地誌の教育法（静態地誌・動態地誌・比較地誌） 

3． アメリカ合衆国西海岸の歴史 

4． アメリカ合衆国の地形 

5． アメリカ合衆国の気候 

6． アメリカ合衆国の農業 

7． アメリカ合衆国の教育制度とシリコンバレー 

8． アメリカ合衆国のエネルギー産業 

9． アメリカ合衆国の工業 

10． アメリカ合衆国の世界遺産、特にヨセミテ国立公園について 

11． アメリカ合衆国の都市と商業 

12． アメリカ合衆国の交通（航空機、鉄道、バスなど） 

13． アメリカ合衆国の行政と財政 

14． カリフォルニア州の特徴 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義時には、かならず中学もしくは高校で使用した地図を持参すること。授業で示す参考文献を

読み，事前に基礎的な知識を得ておくこと。また、授業後には、配付資料や HP などを参考として、

講義で聞いた事項の確認を行うこと。可能なかぎり「外国研究」「海外巡検」に参加し、本講義で修

得した事項を現地で復習し、知識を定着することが望ましい。 

評価方法 

・基準 

毎回の授業で行う小テスト（50％）と，期末試験(50%)により評価する。なお、期末試験は紙の地図

帳のみ持ち込んでよい。講義時に配布するプリントやノート、電子機器などは持ち込み不可とする

ので、注意すること。 

課題のフィードバ

ック方法 
小テストはその場で自己採点し、知識の定着を行う。期末試験は最終授業時に講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
2017 年 9 月 1 日～8 日に実施予定の「外国研究」「海外巡検」と関連している。 

テキスト  

参考書 
『新詳 地理 B』 片平ほか 帝国書院 2017 

『世界の諸地域 NOW』 帝国書院 帝国書院 2017 

聴講の可否： ○



No.地-462 cd:43027001  

科目名 世界地誌 II 期間 後期 

担当教員 ☆山田 正浩 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 朝鮮半島地誌 

到達目標 15 回の授業を通して、朝鮮半島の地誌的事項を修得し、隣国への理解を深める。 

授業概要 

朝鮮半島について自然環境、「朝鮮」領域の時代的変化、人種・民族の系譜、言語・文字、諸生産

活動の現状など、地誌的事項について順次解説する。随時、日本との比較を心がけて授業を進

める。 

授業内容 

1． 朝鮮半島の自然環境（１） 地体構造の特徴 

2． 朝鮮半島の自然環境（２） 地形（１） 

3． 朝鮮半島の自然環境（３） 地形（２） 

4． 朝鮮半島の自然環境（４） 気候 

5． 朝鮮半島の自然環境（５） 植生 

6． 「朝鮮」領域の時代的変遷 

7． 朝鮮時代の地方区画、現在の地方区画 

8． 人種・民族の系譜 

9． 言語、文字について 

10． 人口の推移 

11． 現在の生産活動（１） 農業、家畜の生産 

12． 現在の生産活動（２） 漁業、林業の現状 

13． 現在の生産活動（３） 鉱業と電力開発 

14． 現在の生産活動（４） 工業生産の発達 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業中、適宜、参考資料を配布するので、それらを合わせて授業の進行状況を把握し、その都度

授業内容の理解を深めておくこと。授業に直接関係することばかりでなく、朝鮮半島に関する文

献、テレビ、新聞の報道などに日常的に関心を向けてほしい。 

評価方法 

・基準 

授業中の小テスト（３回）と期末テストによって評価する。小テスト３０％（３回合わせて）、期末テス

ト７０％ 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストは添削の上次回以降の授業で返却する。期末テストは定期試験期間に実施し、あらかじ

め用意した解答例と解説を解答終了時に配布する。 

履修上の 

注意事項等 
質問をするなど、積極的な授業参加を望む。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.地-467 cd:43033000  

科目名 環境地理学 I 期間 前期 

担当教員 池田 安隆 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 

人間と自然環境との関わりについて考えるには，広い空間的視点と地質学的過去まで遡る時間

的視点とが必要である．本講義では，こうした視点を身につけるために必要な基礎知識を解説す

る． 

到達目標 
人類が自然環境とどの様に関わってきたかを，地質学的な過去から現在までにわたってグローバ

ルに理解するための導入的知識を身につけることを目標とする． 

授業概要 

気候，水，植生など，人間を取り巻く環境要素について基本的な事項を説明する．次ぎに，先史時

代の人類が地球上に拡散していく過程で自然環境とどの様に関わってきたかを概観する．最後

に，文明を築く上で重要な役割を担ってきた農業や産業活動が，自然環境をどの様に利用しこれ

に如何なるインパクトを加えてきたかについて考える． 

授業内容 

1． 自然環境と人間との関わり 

2． 自然環境要素（１）気候環境（気温分布，降水量分布，風系） 

3． 自然環境要素（２）水環境（地下水，河川，湖沼，沿岸域） 

4． 自然環境要素（３）生物環境（生物一次生産，植生分布，病原菌） 

5． 自然環境要素（４）地形・土壌環境（風化作用，土壌の生成と分布） 

6． 自然環境と人類（１）狩猟・採取による食料獲得；モンゴロイドの拡散 

7． 自然環境と人類（２）古代文明の発達；世界の人口分布 

8． 自然環境と災害（１）「災害」と「ハザード」 

9． 自然環境と災害（２）モンスーンアジアにおける自然・人為ハザード 

10． 自然環境と農業（１）食料生産と物質循環 

11． 自然環境と農業（２）第一次・第二次世界大戦と「緑の革命」 

12． 環境汚染（１）“環境汚染”とは何か；産業革命と環境汚染 

13． 環境汚染（２）地球規模の環境汚染 

14． 人口爆発・都市化・貧困 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
毎回の授業後に，配布された資料と講義ノートに基づき，要点を整理してまとめる． 

評価方法 

・基準 
授業中に行う確認テストの結果やコメントシートの内容を総合して評価する． 

課題のフィードバ

ック方法 

確認テストの結果は次回の講義のなかで講評し，疑問・質問にも答える．また，コメントシートの内

容や質問・疑問は、次回以降の講義に反映し，適宜紹介していく． 

履修上の 

注意事項等 
地図帳（一般向け地図帳，高校地図帳など；種類は問わない）を毎回持参すること． 

テキスト 『毎回授業ごとに配布する．』    

参考書 『随時指示する．』    

聴講の可否： ○



No.地-468 cd:43034000  

科目名 環境地理学 II 期間 後期 

担当教員 海津 正倫 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
自然環境の変遷を踏まえながら自然環境の特質について学び，短期的・長期的な自然環境の変

化について理解する。 

到達目標 氷河時代から現在に至る環境変動を踏まえて自然環境を理解する。 

授業概要 

1 年次生の時に必修であった自然地理学 II の内容理解をさらに深めるために，各週のテーマ毎に

受講者が自ら学習し，発表する形で授業を行う．また，それぞれのテーマについてレポートをまと

め，提出する． 

授業内容 

1． 授業の進め方について（受講者の発表が基本になります） 

2． 地球の歴史と編年 

3． 氷河時代の発見 氷期と間氷期 

4． 氷河地形・周氷河地形 日本の氷河地形，周氷河環境 

5． 日本の植生 花粉分析による植生の復原 

6． 気候の復原 日記，記録， 

7． 氷期の埋没地形（復興局の調査による） 

8． 貝塚による海岸線の復原と海水準変動 

9． 沖積平野と沖積層 

10． 沖積低地の地形と温暖化 

11． 先史・歴史時代における土地条件と土地利用の変化 

12． 地球規模の環境問題と海岸域の自然環境 

13． 大陸移動とプレートテクトニクス 

14． 狭まる境界と日本の大地形 

15． まとめ＋学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

氷河時代（氷期・間氷期）の自然環境に関わるそれぞれの時間のテーマについて事前に調べ、授

業をふまえてレポートを提出する． 

評価方法 

・基準 
授業への関わり，発表内容．レポートの内容 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートなどは授業中に解説し，個別の質問には授業終了後に答える。受講生がさらに質問が

ある場合には質問事項を umitsum@daibutsu.nara-u.ac.jp へ、授業科目名、学籍番号、氏名を書い

て送信すること． 

履修上の 

注意事項等 

受講生が分担した内容について口頭で発表し，受講者は全員が課題の内容をレポートとして提出

する．． 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-469 cd:43035100  

科目名 都市地理学 期間 後期 

担当教員 稲垣 稜 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
ここ数十年の間に都市地域において生じてきた構造的再編の解明を行う．現在だけでなく，過去

から現在にかけた変化に焦点を当てる． 

到達目標 

都市で生起しているさまざまな現象に対し、都市地理学的な考察力を身につけることを目標とす

る。都市のさまざまな側面を理解し，授業で得た知識や技能を柔軟に再構成して活用することが

できるようにする． 

授業概要 

都市は、過去の諸事象の蓄積によってその構造が規定されていると言える。とくに戦後の経済成

長やグローバル化は、現代都市地域に対して大きな影響を与えてきた。この授業では、これまで

の都市地理学の研究成果をふまえ、都市地域で生じてきた現象を概説する。都市地理学に概要

を説明したあと、工業化、都市政策、中心市街地問題、商業、エスニックマイノリティ問題、大都市

圏などを取り上げる。 

授業内容 

1． 都市地理学の概要 

2． 工業化と都市 

3． 脱工業化と都市 

4． 都市政策 

5． 都市再開発 

6． 中心市街地 

7． 中心市街地の変化 

8． 都市の商業 

9． 都市の商業構造 

10． エスニック・マイノリティ 

11． エスニック・マイノリティと都市 

12． 大都市圏について 

13． 大都市圏構造について 

14． 大都市圏構造の変容 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業では、事例としていくつかの地域を挙げることになる。それらの地域について地図帳などを参

考に、基本的な理解をしておくこと。 

評価方法 

・基準 

「授業内での課題」、および「授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学

力確認）」をもとに総合的に評価する。「授業内での課題」とは，その授業内容の理解度を問う小テ

ストである． 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストは授業中に実施し，その後講評を行う。期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業内

で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『現代都市地域の構造再編』 林上 原書房 2007 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.地-477 cd:43048101  

科目名 地理学特殊講義（一） 期間 前期 

担当教員 海津 正倫 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 地図，空中写真などを用いて作業を行い，地形環境を把握する． 

到達目標 地形図作業・空中写真判読を体得し，地形分類図を作成する。 

授業概要 
地形図作業，空中写真判読をおこない，総合的な自然地理学調査の方法を修得するとともに，地

域の自然地理学的特質について検討する． 

授業内容 

1． 地域の自然環境をいかに捉えるか 

2． 地図資料の種類と特色について 

3． 地形図によって示される土地利用 

4． 地形図によって示される地形情報 

5． 旧版地形図の利用 

6． 旧版地形図を利用した過去の土地利用把握 

7． 地形図の比較に基づく土地利用の変化 

8． 空中写真の基礎的知識 

9． 空中写真による実体視 

10． 空中写真による地形判読の基礎 

11． 空中写真による地形判読（低地の輪郭把握） 

12． 空中写真による地形判読（低地の微地形把握） 

13． 空中写真判読による地形分類図予察図作成 

14． 空中写真判読による地形分類図作成 

15． まとめ＋学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 
前回行った作業をきちんと済ませて次回の授業に臨むこと． 

評価方法 

・基準 
平常点及び作業結果，レポートによる 

課題のフィードバ

ック方法 

質問事項等については授業中に回答し，更なる質問については個別に対応し，助言する．また，

授業について行けない学生には個別に対応する 

履修上の 

注意事項等 
授業でおこなった作業を再度自分一人で行い，確認することが必要である． 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-478 cd:43048102  

科目名 地理学特殊講義（二） 期間 後期 

担当教員 海津 正倫 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
地形図，衛星画像を使用しながらデジタルデータなどを用いて作業を踏まえながら自然環境を把

握し，地形環境ついて理解する。 

到達目標 地形環境把握のための情報およびデータ処理などを学び，成果をレポートにとりまとめる。 

授業概要 
GIS を用いて自然地理学調査の基礎を修得するとともに，地域の自然地理学的特質について把

握する． 

授業内容 

1． 地域の自然環境をいかに捉えるか 

2． 地形環境把握のための地理情報について 

3． GRASS・QGIS の基礎的知識 

4． QGIS を用いた基盤地図情報の利用 

5． QGIS で基盤地図情報を表示させる 

6． QGIS で地形名，地名を表示する 

7． QGIS で空中写真・地形図などを表示する 

8． QGIS でラインを作成する 

9． QGIS でポリゴンを作成する 

10． 数値標高モデル(DEM)の表示 

11． 数値標高モデル(DEM)を使用して陰影図を作成する 

12． GRASS で SRTM データを利用する 

13． GRASS による衛星画像の表示 

14． GRASS・QGIS による地形環境の表示 

15． まとめ＋学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 
前回行った作業をきちんと済ませて次回の授業に臨むこと． 

評価方法 

・基準 
平常点及び作業結果，レポートによる 

課題のフィードバ

ック方法 

質問事項等については授業中に回答し，更なる質問については個別に対応し，助言する．また，

授業について行けない学生には個別に対応する 

履修上の 

注意事項等 
授業でおこなった作業を再度自分一人で行い，確認することが必要である． 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-479 cd:43048103  

科目名 地理学特殊講義（三） 期間 後期 

担当教員 稲垣 稜 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
現代の大都市は，さまざまな顔を持つ．共通する面だけでなく，各都市の独自性も存在する．こう

した点から，大都市の景観変化に着目し，都市のおもしろさを理解する． 

到達目標 
大都市の変化を，写真，映像等をもとにして理解できるようにする。そうした大都市の変化を通じ，

授業で得た知識や技能を柔軟に再構成して活用することができるようにする． 

授業概要 

現代世界には，さまざまな大都市が存在する。世界都市，地方中枢都市，工業都市等々．それら

の都市景観もさまざまである．それらは類似する面もあるが，独自性を持つ面もある。都市の機能

だけでなく，景観にも，その都市の持つ個性と共通性が存在する。この授業では，都市の景観に

着目し，その景観が形成されるに至った背景について考えていく。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 大都市の類型 

3． 首都・東京の都市景観 

4． 首都・東京の現代的変容 

5． 三大都市・名古屋の都市景観 

6． 三大都市・名古屋の現代的変容 

7． 地方中枢都市・札幌の都市景観 

8． 地方中枢都市・札幌の現代的変容 

9． 古都・京都の都市景観 

10． 古都・京都の現代的変容 

11． 近代工業都市・北九州の都市景観 

12． 近代工業都市・北九州の現代的変容 

13． 近代と歴史的都市のかかわり 

14． 歴史的都市の変容 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
テキストに沿って進めるので，事前にテキストを読んでおくことが望ましい。 

評価方法 

・基準 

「授業内での課題」、および「授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学

力確認）」をもとに総合的に評価する。「授業内での課題」とは，その授業内容の理解度を問う小テ

ストである． 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストは授業中に実施し，その後に講評を行う。期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業

内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『都市の景観地理 日本編〈1〉』 阿部和俊 編 古今書院 2007 

参考書  

聴講の可否： ○



No.地-480 cd:43048105  

科目名 地理学特殊講義（五） 期間 後期 

担当教員 ☆角 克明 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 世界の文化圏をテーマとして、自然と人間の関係、あるいは地域のとらえ方を学ぶ。 

到達目標 
世界の文化圏をテーマとする地理学的な視点や考え方を習得して、そこから地理学各分野への

応用をめざす。 

授業概要 

この講義では、文化圏をテーマに地理学的な視点や考え方を学ぶ。授業計画は以下のとおり。世

界の文化圏を理解するため、人文環境のほか、自然環境にもふれ、自然と人間の関係を考えて

みたい。なお、個々の「文化」そのものを論じるわけではないので注意されたい。最終的には基礎

的な知識の習得だけではなく、各自の専門分野や関心のある領域への応用をめざしたい。 

授業内容 

1． オリエンテーション【必ず出席すること！】 

2． 地理学における「自然と人間の関係」概観① 地理学の歴史から 

3． 地理学における「自然と人間の関係」概観② 文化と風土 

4． 風土と気候環境① 地球規模の視点から 

5． 風土と気候環境② ケッペンの気候区分 

6． 世界の文化圏とその地理的背景 

7． 地中海文化圏 

8． 西ヨーロッパ文化圏 

9． 東ヨーロッパ文化圏 

10． ヨーロッパの文化圏 

11． イスラム文化圏 

12． 東アジア文化圏① 照葉樹林文化圏 

13． 東アジア文化圏② 稲作文化圏 

14． 日本国内の文化圏 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

各回テーマに関して、前もって手近な情報源から予習をこころみ、授業後には必ずその内容を復

習すること。さらには各自の専門分野や関心のある領域への応用を模索する。不明点は、必ず担

当者に質問すること。 

評価方法 

・基準 

最終回に実施する学習到達度確認（筆記による講義内容の理解度）で評価する。ただし、講義時

に指示する課題の成果や受講態度等を加え、総合評価する場合がある。※詳細は第１回目の講

義時に説明する予定であるため、必ず出席してきくこと。 

課題のフィードバ

ック方法 
最終回に実施する学習到達度確認の終了後、内容に関する講評を行う予定である。 

履修上の 

注意事項等 

講義には単に出席しているだけではなく、講義内容の理解が求められる。また、常に各自の専門

分野や関心のある領域への応用的な展開を模索してほしい。なお、配付プリントはやむを得ず欠

席する場合、友人に依頼して確保してもらうか、コピーさせてもらうなど、必ず入手すること。また、

講義時の長時間退出や無断早退、大幅な遅刻、あらゆる不正行為には厳正に対処する。また、シ

ラバスをよく読み、担当教員からの連絡事項などはききもらすことのないように十分注意し、不利

益が生じないようにすること。 

テキスト 
『必要に応じてプリントを配付。※【注意】プリントは基本的に次回以降の講義で再配付しないが、

余分がある場合に限って提供する。』    

参考書 『参考書等は必要に応じて講義時に紹介・指示する。※『地図帳』を持参することが好ましい。』    

聴講の可否： ○



No.地-481 cd:43048106  

科目名 地理学特殊講義（六） 期間 前期 

担当教員 池田 安隆 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 現在の自然環境を理解する上での基礎となる地球科学の基本的事項について学ぶ． 

到達目標 
我々を取り巻く現在の自然環境を，空間的・時間的により広い視野からみる力を養うことを目的と

する． 

授業概要 

現在の自然環境を理解するために先ず，地球がどの様にして形成され進化してきたかを概観す

る．次ぎに，過去に起こった様々な地質現象を復元する方法を説明し，最後に最近の地質時代に

おける表層環境変動と人為による環境へのインパクトについて講義する． 

授業内容 

1． 太陽系の中の地球 

2． 地球の内部構造 

3． プレートテクトニクス（１）大陸移動の発見 

4． プレートテクトニクス（２）マグマ活動と大陸および海洋の起源 

5． プレートテクトニクス（３）沈み込み帯と造山運動 

6． プレートテクトニクス（４）地震と活断層 

7． 東北地方太平洋沖地震と日本列島の地殻変動 

8． 地球史の復元と編年（１）堆積物と堆積作用 

9． 地球史の復元と編年（２）層序の組み立てと地球史の編年 

10． 地球史の復元と編年（３）生命の誕生と進化 

11． 地球表層環境の変動（１）地球表層環境の形成と進化 

12． 地球表層環境の変動（２）グローバルな海水準変動と氷期—間氷期変動 

13． 地球表層環境の変動（３）土壌と陸上生態系 

14． 地球表層環境の変動（４）人為的撹乱 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
教科書中のあらかじめ指示された章を読んでおくこと． 

評価方法 

・基準 
授業中に行う確認テストと提出されたコメントシートの内容とを総合して評価する． 

課題のフィードバ

ック方法 

確認テストの結果は次回の講義のなかで講評し，疑問・質問にも答える．また，コメントシートの内

容や質問・疑問は、次回以降の講義に反映し，適宜紹介していく． 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『惑星地球の進化（改訂版）』 松本良ほか NHK 出版 2013 

参考書 『授業中に随時指示する．』    

聴講の可否： ○



No.地-482 cd:43048107  

科目名 地理学特殊講義（七） 期間 後期 

担当教員 池田 安隆 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
様々な営力で形成された世界の地形（とくに活断層・活褶曲などの変動地形）について，具体的な

例を挙げて形成過程と航空写真判読による調査法を学ぶ． 

到達目標 
様々な地形，特に変動地形や日本では観察できない様々な地形についての理解を深め，調査法

を習得することを目標とする． 

授業概要 

毎回異なるテーマを選び基礎的な知識と方法を講義した後に，具体例について航空写真判読を

行う．始めに航空写真判読法および航空写真測量の歴史と基礎知識について講義する．次ぎに，

内作用および外作用（とくに断層運動）で形成される地形について，それらの形成プロセスを講義

した後，代表的な例を挙げて写真判読の実習をおこなう． 

授業内容 

1． 写真判読法の基礎 

2． 火星の地形と地球の地形の比較 

3． 地球と火星の巨大洪水地形 

4． 大陸氷床の造る地形 

5． 山岳氷河の造る地形 

6． 周氷河地形，マスムーブメント地形，砂丘地形 

7． 組織地形と褶曲・断層構造 

8． 火山地形 

9． 変動地形（１）横ずれ断層（New Zealand Wairau 断層など） 

10． 変動地形（２）横ずれ断層（New Zealand Hope 断層など） 

11． 変動地形（３）横ずれ断層（中央構造線，糸魚川静岡構造線） 

12． 変動地形（４）正断層（北米 Basin and Range 地域） 

13． 変動地形（５）逆断層（New Zealand Ostler 断層など） 

14． 変動地形（６）逆断層（伊那谷断層帯，等） 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
毎回の授業ごとに配布された課題を完成し，翌週提出する． 

評価方法 

・基準 
授業中に行う写真判読の結果やコメントシートの内容を総合して評価する． 

課題のフィードバ

ック方法 
コメントシートの内容や質問・疑問は、次回以降の講義に反映し，適宜紹介していく． 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『毎回授業ごとに配布する．』    

参考書 『写真と図で見る地形学』 貝塚爽平ほか 東京大学出版会 1985 

聴講の可否： ○



No.地-483 cd:43048108  

科目名 地理学特殊講義（八） 期間 後期 

担当教員 土平 博 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近世城下町と陣屋町 

到達目標 近世城下町と陣屋町を対比しつつ、その類似点や相違点について理解する。 

授業概要 

江戸期の城下町は全国各地に建設された代表的な近世都市といえる。まずは、城下町の成立、

形態と構造に関する先行研究の成果を紹介していく。その一方で城下町に類似した陣屋町につい

て紹介していく。その後、城・城下町ならびに陣屋・陣屋町を比較しながら、その相違を明らかにし

ていく。その際、とくに陣屋・陣屋町の特徴を見いだすことを目標とする。また、「陣屋町」の概念規

定に取り組んできた先行研究をふまえて問題点を整理し、今後の研究課題についても検討する。

さらに、町並み保存の対象になっている陣屋町についても紹介していく。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． 近世城下町の研究史 

2． 城と城下の位置からみた類型 

3． 領域と城 

4． 城絵図と城下絵図 

5． 近世城下町の形態と構造（１）－城下町プランの類型から－ 

6． 近世城下町の形態と構造（２）－城下町プランの問題点と再構築の必要性－ 

7． 近世城下町の町割と屋敷地割（１）－街区と町－ 

8． 近世城下町の町割と屋敷地割（２）－街区と屋敷地- 

9． 城と陣屋 

10． 陣屋の分類 

11． 陣屋と領域 

12． 陣屋の立地と分布 

13． 陣屋の移転をめぐって 

14． 「陣屋」と「陣屋町」 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

授業時に配付する資料に基づいて準備し、授業に臨むこと。また、復習として、補足する資料によ

って授業の内容を反復学習し応用的な内容を理解するように努力すること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（70％）と平常授業時の課題（30％）によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

提出された課題はコメントをつけて返却する。授業の前後で受講者全体に対して講評する。期間

内に学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
前期の「歴史地理学」とあわせて履修することをおすすめする。 

テキスト 『使用しない。』    

参考書 『適宜紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.地-484 cd:43048109  

科目名 地理学特殊講義（九） 期間 前期 

担当教員 ☆元田 茂充 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 地域振興・観光まちおこしの取り組み、様々なツーリズムの実態についての理解 

到達目標 

ニューツーリズムを中心にした観光による地域活性化、観光まちおこしについて、様々な事例を検

討し、観光資源がどのように発掘・創出されるのか、地域活性化・まちづくりの中で観光がどのよう

な意味・役割を持つのかについて理解する。 

授業概要 

日本では大都市圏に産業・人口が集中する一方、地方都市や農山漁村は基幹産業の衰退、高齢

化・人口減少などの問題を抱えている。このため、各地で地域経済の建て直しや人口増加などを

目的とした地域活性化の取り組みが進められている。これまでの地域活性化は企業誘致・リゾー

ト開発・インフラ整備・都市再開発・イベント開催などが中心であったが、近年では観光振興が地

域活性化の新たな手段として注目されている。特にエコツーリズム・グリーンツーリズムなどのニュ

ーツーリズムは、これまで注目されることが少なかった地域固有の資源を観光資源として活用でき

るため、地域活性化につながることが期待されている。本講義では、観光による地域活性化、観

光まちおこしに関する各地の様々な事例を検討し、観光資源がどのように発掘・創出されるのか、

地域活性化・まちづくりの中で観光がどのような意味・役割をもつのかを考える。 

授業内容 

1． 導入：地域活性化と観光 

2． 戦後日本の地域振興・地域おこしの展開 

3． 戦後日本の観光史 

4． エコツーリズム 

5． グリーンツーリズム 

6． 文化観光 

7． 産業観光 

8． フードツーリズム 

9． スポーツツーリズム 

10． 地域おこしと鉄道 

11． 地域おこしとご当地検定 

12． フィルムツーリズム 

13． アニメ作品と聖地巡礼 

14． ご当地キャラクターと地域活性化 

15． ご当地アイドルと地域活性化 

準備学習 

(予習・復習) 

事前学習：各回のテーマについて事前に各種メディアで調べておくこと。事後学習：配付資料・ノー

ト等で授業内容の復習をすること。授業中に紹介する参考文献を読んでおくと、より理解が深ま

る。その他：地域活性化・地域おこしや観光に関心を持ってテレビを見たり、新聞を読むようにす

る。 

評価方法 

・基準 

学期末に行う論述形式の定期試験の成績と平常成績により総合的に評価する。評価の基準は定

期試験の成績を 60％程度、平常成績を 40％程度とする。平常成績は授業に取り組む姿勢や、授

業中の課題（レポート）等を評価の対象とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

定期試験の答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。期間内にレポー

トを課し、授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
積極的な授業参加を望む。 

テキスト 『使用しない。プリントを配布する。』    

参考書 『授業中に適宜紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.地-486 cd:43049100  

科目名 地形学 期間 後期 

担当教員 海津 正倫 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 地形の特質についてさまざまな地形営力の違いを踏まえながら学ぶ 

到達目標 我々の生活の場である地形とその特質について理解する 

授業概要 
地形図の読図などもふまえながら，地形のとらえ方を把握し，さまざまな営力によって形成された

地形についてそれぞれの特質を体系的に理解する． 

授業内容 

1． 地形のとらえ方 地形図による地形計測，ブロックダイアグラム 

2． 地形形成営力 

3． 内作用による地形(プレートテクトニクス) 

4． 内作用による地形（変動地形) 

5． 第四紀の地殻変動と日本の大地形 近畿地方の地形 

6． 内作用による地形(火山地形) 

7． マスムーブメントによる地形 

8． 侵食地形 (河川・河谷地形) 

9． 組織地形 

10． 河川と地形形成 

11． 台地・段丘の形成 

12． 河成地形(沖積平野・三角州) 

13． 沖積平野の地形と土地利用 

14． 海成地形(岩石海岸・砂浜海岸) (砂漠・砂丘) 

15． まとめ＋学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

授業時に配付する資料などを用いた復習と授業時に紹介する文献等により次回テーマに関して

予習をしておくこと． 

評価方法 

・基準 
授業への関わり、小レポート・学習到達度確認等による 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートなどは授業中に解説し，個別の質問には授業終了後に答える。受講生がさらに質問が

ある場合には質問事項を umitsum@daibutsu.nara-u.ac.jp へ、授業科目名、学籍番号、氏名を書い

て送信すること． 

履修上の 

注意事項等 
授業内容を深めるためプリントを配布する 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-499 cd:44001100  

科目名 

文化財学研究法 I（一） 

文化財学研究法 I（二） 

文化財学研究法 I（三） 

期間 前期 

担当教員 

植野 浩三 

魚島 純一 

坂井 秀弥 

単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 文化財の種類・研究分野、文化財の基本的な調査・研究方法を学ぶ 

到達目標 

文化財研究の入門編である。(1)文化財の種類と研究分野、文化財保護の仕組みと活用。(2)文化

財研究における保存科学的研究法。(3)文化財調査と博物館の役割、の基本的な３テーマを学習

し理解する。 

授業概要 

文化財は過去の人々の営みを伝える貴重な財産（資料）である。ここでは、３つのテーマをクラス

分けに従って受講し、文化財の基礎知識を学ぶ。(1)遺跡や古墳、土器や石器、お寺や仏像等々

の文化財の種類とその特徴、文化財保護の仕組みや社会的意義、活用などの文化財全般につ

いて理解する【坂井】。(2)自然科学的手法を用いた保存科学的調査・研究を紹介し、分析や保存

処理の実際も体験する【魚島】。(3)遺跡・遺物の観察、調査・研究法を実際の資料や現地見学を

通して体得し、博物館と文化財の関連性、博物館学の内容を学習する【植野】。 

授業内容 

1． 【合同】ガイダンス 文化財学研究のすすめ、授業の目的を理解する。クラス分け、スケジュ

ールの説明 

2． 【坂井】文化財学の基礎を学ぶ。 ①文化財とは何か？ 

3． ②文化財の保護と法制度のあゆみ 

4． ③文化財保護の組織と専門職員 

5． ④文化財の保存・活用と地域づくり 

6． 【魚島】保存科学研究法を学ぶ。 ①文化財研究と保存科学（文化財を科学の目でみるとい

うこと） 

7． ②文化財の保存科学的処置（文化財を科学の力で保存する） 

8． ③文化財の保存科学調査（科学の目で見た文化財の実例） 

9． ④文化財の保存環境（文化財の保存環境を科学する） 

10． 【植野】文化財調査と博物館の役割。 ①文化財の取り扱い方と資料観察法（土器・位牌他） 

11． ②野外文化財の観察法と現地調査１ 古墳見学 

12． ③野外文化財の観察法と現地調査２ 石造物の調査と記録 

13． ④文化財と博物館の役割（奈良大学博物館見学、博物館展示の観察） 

14． 【合同】文化財の現地調査学習（石のカラト古墳） 

15． 【合同】授業のまとめ－文化財の種類と研究方法の整理 

準備学習 

(予習・復習) 

授業中に参考書を紹介するので、事前に熟読して学習しておくと理解しやすい。分野毎に講義や

実習内容を整理して、事後学習をすることが不可欠である。 

評価方法 

・基準 
期末における学習到達度確認（３テーマ）において評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

ガイダンスでクラス分けと日程の説明を行う。指定されたクラスと日程に従ってローテーションを行

い、３テーマ（教員）の授業と合同授業のすべてを受けること。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.文-500 cd:44001200  

科目名 

文化財学研究法 II（一） 

文化財学研究法 II（二） 

文化財学研究法 II（三） 

期間 後期 

担当教員 

豊島 直博 

塩出 貴美子 

吉川 敏子 

単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
（豊島）考古資料の調査研究入門  （塩出）美術作品の調査研究入門  （吉川）文献史料の調

査と研究 

到達目標 
（豊島）考古資料の調査研究法を学ぶ （塩出）美術作品の調査研究方法を学ぶ （吉川）文献史

料を読む方法を学ぶ 

授業概要 

（豊島）考古学はどのような学問か。その歴史、研究方法、発掘調査について、具体例をもとに学

ぶ。 （塩出）美術史は造形作品の美的変化を歴史的に解明する学問である。作品は素材、技

法、表現から成り立っており、それらについて調査研究する方法を学ぶ。 （吉川）史料学は、文字

資料を正しく読解することから始まる。文献史料を研究するための基礎知識や、関係する辞書類

と特徴、漢文の基礎などを学ぶ。 

授業内容 

1． 第１回 （豊島） 考古資料の概要と特徴 

2． 第２回 資料集成の方法 

3． 第３回 分類の概念 

4． 第４回 編年と分布 

5． 第５回 考察の組み立て方 

6． 第６回 （塩出） 美術作品の概要と分類方法 

7． 第７回 作品の調査－絵画－ 

8． 第８回 書画体験－顔料に親しむ－ 

9． 第９回 作品調査－仏像－ 

10． 第１０回 美術作品の見学（学外授業） 

11． 第１１回 （吉川）日本史の基礎知識 

12． 第１２回 史料学を学ぶための辞典類の紹介 

13． 第１３回 漢文の基礎１ 

14． 第１４回 漢文の基礎２ 

15． 第１５回 課題発表とまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

（豊島）授業中に指示した参考文献を読むこと。 （塩出）図書館の大型本コーナーの美術書全集

等で美術作品に親しむこと。 （吉川）授業の復習や課題の提出を怠らないこと。 

評価方法 

・基準 

（豊島）講義内のレポート（塩出）講義内の課題 （吉川）課題提出と小テストで評価する。配点は

１：４ 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートや課題等の講評は、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

受講者は３クラスに分かれ、（一）の受講者は豊島担当分から、（二）の受講者は塩出担当分か

ら、（三）の受講者は吉川担当分から受講します。塩出担当の学外授業は日時を変更して行う場

合があります。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.文-501 cd:44103101  

科目名 考古学講読 I（一） 期間 前期 

担当教員 小林 青樹 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 遺跡に関する基礎文献の講読と小発表 

到達目標 
考古学に関する遺跡や遺物の基礎的な用語や特徴など理解し、発表・討論の仕方の基礎を学

ぶ。 

授業概要 
主に日本と世界の遺跡に関する基礎的な文献を受講者が選択し、受講者全員で輪読する。文献

選択者は、自分の選んだ文献についての小発表を行う。 

授業内容 

1． ガイダンス；講読する遺跡の文献選択 

2． 遺跡基礎文献講読 1 

3． 遺跡基礎文献講読 2・文献 1 についての発表 

4． 遺跡基礎文献講読 3・文献 2 についての発表 

5． 遺跡基礎文献講読 4・文献 3 についての発表 

6． 遺跡基礎文献講読 5・文献 4 についての発表 

7． 遺跡基礎文献講読 6・文献 5 についての発表 

8． 遺跡基礎文献講読 7・文献 6 についての発表 

9． 遺跡基礎文献講読 8・文献 7 についての発表 

10． 遺跡基礎文献講読 9・文献 8 についての発表 

11． 遺跡基礎文献講読 10・文献 9 についての発表 

12． 遺跡基礎文献講読 11・文献 10 についての発表 

13． 遺跡基礎文献講読 12・文献 11 についての発表 

14． 遺跡基礎文献講読 13・文献 12 についての発表 

15． 文献 13 についての発表・まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

予習：文献を事前に読んでおき、発表は必ずすること。復習：講読発表時に指摘された点などにつ

いて、その内容を調べレポートに追加報告する。 

評価方法 

・基準 
発表（60%）とレポート（40%）で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
発表は、講義内に講評する。レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
後期に開講している「考古学講読Ⅱ（二）」は続けて履修はできない。 

テキスト 『授業前に資料を配布する』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.文-502 cd:44103102  

科目名 考古学講読 I（二） 期間 前期 

担当教員 豊島 直博 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 日本考古学の論文を読む 

到達目標 正しい論文の読み方を学び、問題点を見つける力を身につける。 

授業概要 
おもに弥生・古墳時代の論文を輪読する。テキストは初回に指示するので、分担で人数分を用意

する。発表資料を作成してもらう場合もある。 

授業内容 

1． 概要説明と分担決定 

2． 日本考古学史に関する論文 

3． 縄文時代の論文１ 

4． 弥生時代の論文（集落） 

5． 弥生時代の論文（共同体） 

6． 弥生時代の論文（生業） 

7． 弥生時代の論文（信仰） 

8． 弥生時代の論文（土器） 

9． 弥生時代の論文（青銅器） 

10． 古墳時代の論文（古墳成立論） 

11． 古墳時代の論文（鏡） 

12． 古墳時代の論文（鉄器） 

13． 古墳時代の論文（武器） 

14． 飛鳥時代の論文（都城） 

15． 文化財保護行政に関する論文 

準備学習 

(予習・復習) 
論文を事前に読んでおくこと。 

評価方法 

・基準 
講義中の発言、期末レポート。 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートにコメントを付記して返却する。 

履修上の 

注意事項等 
考古学講読Ⅰ（二）と考古学講読Ⅱ（一）は連続履修不可。 

テキスト 『授業前に配布する』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.文-503 cd:44103103  

科目名 考古学講読 I（三） 期間 前期 

担当教員 千田 嘉博 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 学術論文を熟読して、論文はどんなふうにできているかを理解しよう。 

到達目標 学術論文の構成や書き方を理解し、自ら発表することでプレゼンテーション力を高めよう。 

授業概要 

受講生が最も興味をもつテーマについて、個人もしくはチームを結成して学術論文を選び、論文内

容を熟読します。そして論文の内容を要約してプレゼンテーションしていきます。考古学を中心とし

た文化財学に関わるさまざまな研究を、プレゼンテーションによって知り、受講生全員で議論して、

多様な文化財学の世界を体感します。そして 3 年次からの演習に向けて、基本文献の読み方、発

表の方法を身につけて、自信をもって演習を選択できるようにしていきます。 

授業内容 

1． 受講ガイダンス 

2． 研究テーマの議論 

3． チームをつくろう 

4． 学会誌を見てみよう 

5． 論文を探して議論しよう１ 

6． 論文を探して議論しよう２ 

7． 論文発表と議論１ 

8． 論文発表と議論２ 

9． 論文発表と議論３ 

10． 論文発表と議論４ 

11． 論文発表と議論５ 

12． 論文発表と議論６ 

13． 論文発表と議論７ 

14． 論文発表と議論８ 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

受講生と相談して発表計画を決めます。基本的に同一テーマを探求するチームを結成して、計画

に沿って発表を準備し、レジュメを作成し、発表後の質問に答えられるように研究を深めていきま

す。講読を契機に学術論文を自主的に読み進めていきましょう。 

評価方法 

・基準 
受講生ひとり一人が、どのように発表に取り組んだのかを評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

発表内容、プレゼンテーションの技術について、担当教員が評価して、課題についてフィードバック

します。 

履修上の 

注意事項等 

３年次から考古学分野の演習を受講する学生は、考古学講読を受講するようにして下さい。ただ

しこの講読で受講生が選ぶ研究テーマに制限はありません。文化財学に関わるものなら、どの分

野の発表も歓迎します。 

テキスト 『なし』    

参考書 『講義内で指示します。』    

聴講の可否： ×



No.文-504 cd:44103201  

科目名 考古学講読 II（一） 期間 後期 

担当教員 豊島 直博 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 日本考古学の論文を読む 

到達目標 正しい論文の読み方を学び、問題点を見つける力を身につける。 

授業概要 
おもに弥生・古墳時代の論文を輪読する。テキストは初回に指示するので、分担で人数分を用意

する。発表資料を作成してもらう場合もある。 

授業内容 

1． 概要説明と分担決定 

2． 日本考古学史に関する論文 

3． 縄文時代の論文１ 

4． 弥生時代の論文（集落） 

5． 弥生時代の論文（共同体） 

6． 弥生時代の論文（生業） 

7． 弥生時代の論文（信仰） 

8． 弥生時代の論文（土器） 

9． 弥生時代の論文（青銅器） 

10． 古墳時代の論文（古墳成立論） 

11． 古墳時代の論文（鏡） 

12． 古墳時代の論文（鉄器） 

13． 古墳時代の論文（武器） 

14． 飛鳥時代の論文（都城） 

15． 文化財保護行政に関する論文 

準備学習 

(予習・復習) 
論文を事前に読んでおくこと。 

評価方法 

・基準 
講義中の発言、期末レポート。 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートにコメントを付記して返却する。 

履修上の 

注意事項等 
考古学講読Ⅰ（二）と考古学講読Ⅱ（一）は連続履修不可。 

テキスト 『授業前に配布する』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.文-505 cd:44103202  

科目名 考古学講読 II（二） 期間 後期 

担当教員 小林 青樹 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 遺跡に関する基礎文献の講読と小発表 

到達目標 
考古学 に関する遺跡や遺物の基礎的な用語や特徴などを理解し、発表・討論の仕方の基礎を学

ぶ。 

授業概要 
主に日本と世界の遺跡に関する基礎的な文献を受講者が選択し、受講者全員で輪読する。文献

選択者は、自分の選んだ文献についての小発表を行う。 

授業内容 

1． ガイダンス；講読する遺跡の文献選択 

2． 遺跡基礎文献講読 1 

3． 遺跡基礎文献講読 2・文献 1 についての発表 

4． 遺跡基礎文献講読 3・文献 2 についての発表 

5． 遺跡基礎文献講読 4・文献 3 についての発表 

6． 遺跡基礎文献講読 5・文献 4 についての発表 

7． 遺跡基礎文献講読 6・文献 5 についての発表 

8． 遺跡基礎文献講読 7・文献 6 についての発表 

9． 遺跡基礎文献講読 8・文献 7 についての発表 

10． 遺跡基礎文献講読 9・文献 8 についての発表 

11． 遺跡基礎文献講読 10・文献 9 についての発表 

12． 遺跡基礎文献講読 11・文献 10 についての発表 

13． 遺跡基礎文献講読 12・文献 11 についての発表 

14． 遺跡基礎文献講読 13・文献 12 についての発表 

15． 文献 13 についての発表・まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
予習：文献を事前に読んでおき、発表は必ずすること。 

評価方法 

・基準 
発表（60%）とレポート（40%）で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
発表は、講義内に講評する。レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
前期に開講している「考古学講読 I（一）」を履修したものは、本科目を履修できない。 

テキスト 『授業前に資料を配布する』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.文-506 cd:44103203  

科目名 考古学講読 II（三） 期間 後期 

担当教員 千田 嘉博 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 学術論文を熟読して、論文はどんなふうにできているかを理解しよう。 

到達目標 学術論文の構成や書き方を理解し、自ら発表することでプレゼンテーション力を高めよう。 

授業概要 

受講生が最も興味をもつテーマについて、個人もしくはチームを結成して学術論文を選び、論文内

容を熟読します。そして論文の内容を要約してプレゼンテーションしていきます。考古学を中心とし

た文化財学に関わるさまざまな研究を、プレゼンテーションによって知り、受講生全員で議論して、

多様な文化財学の世界を体感します。そして 3 年次からの演習に向けて、基本文献の読み方、発

表の方法を身につけて、自信をもって演習を選択できるようにしていきます。 

授業内容 

1． 受講ガイダンス 

2． 研究テーマの議論 

3． チームをつくろう 

4． 学会誌を見てみよう 

5． 論文を探して議論しよう１ 

6． 論文を探して議論しよう２ 

7． 論文発表と議論１ 

8． 論文発表と議論２ 

9． 論文発表と議論３ 

10． 論文発表と議論４ 

11． 論文発表と議論５ 

12． 論文発表と議論６ 

13． 論文発表と議論７ 

14． 論文発表と議論８ 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

受講生と相談して発表計画を決めます。基本的に同一テーマを探求するチームを結成して、計画

に沿って発表を準備し、レジュメを作成し、発表後の質問に答えられるように研究を深めていきま

す。講読を契機に学術論文を自主的に読み進めていきましょう。 

評価方法 

・基準 
受講生ひとり一人が、どのように発表に取り組んだのかを評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

発表内容、プレゼンテーションの技術について、担当教員が評価して、課題についてフィードバック

します。 

履修上の 

注意事項等 

３年次から考古学分野の演習を受講する学生は、考古学講読を受講するようにして下さい。ただ

しこの講読で受講生が選ぶ研究テーマに制限はありません。文化財学に関わるものなら、どの分

野の発表も歓迎します。 

テキスト 『なし』    

参考書 『講義内で指示します。』    

聴講の可否： ×



No.文-507 cd:44104100  

科目名 美術史講読 I 期間 前期 

担当教員 塩出 貴美子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 変体仮名の学習 

到達目標 変体仮名に習熟し、絵巻の詞書などが読めるようになる。 

授業概要 

現在使われている平仮名は、平安時代に漢字を基にして生み出されたものである。そこでは字形

の美しさが求められ、多様な字源が用いられた。この講義では、まずそれらの基本的な字形を学

習する。次いで、平安時代から江戸時代までの絵巻や写本、絵入版本などを読み、応用力、実践

力を養う。 

授業内容 

1． 仮名の基礎知識 

2． 基本的字形の学習１（あ～な行） 

3． 基本的字形の学習２（は～わ行） 

4． 平安時代の歌集を読む 

5． 平安時代の物語絵巻を読む 

6． 平安時代の説話絵巻を読む 

7． 鎌倉時代の物語絵巻を読む 

8． 鎌倉時代の説話絵巻を読む 

9． 室町時代の物語絵巻を読む 

10． 室町時代の説話絵巻を読む 

11． 江戸時代の物語絵巻を読む 

12． 江戸時代の御伽草子を読む 

13． 江戸時代の絵入版本を読む 

14． 江戸時代のかるたを読む 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

授業で使用したプリントを必ず読み直しておくこと。次回に使用するプリントを配布するので、必ず

読んでくること。 

評価方法 

・基準 
毎回、小テストを実施する。その結果により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
小テストは、添削の上、次回以降の授業で返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『プリント配布』    

参考書 『授業中に指示する』    

聴講の可否： ×



No.文-508 cd:44104200  

科目名 美術史講読 II 期間 後期 

担当教員 関根 俊一 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 美術史（とくに仏教に関連する彫塑作品＝仏像）に関連する史資料の講読 

到達目標 

・寺院や仏像について書かれた文献を読み、仏像の制作背景や仏像に対する信仰を読み取る ・

分からない事柄や言葉の調べ方を習得する ・取り上げる記述が美術史的にどのような意味を持

つか理解する 

授業概要 

『日本霊異記』は平安時代初期に書かれた説話集で、仏像にまつわる様々な話や当時の人々の

生き生きとした信仰の様子が描かれている。まず「古文」を読む楽しさを身につける。続いて『七大

寺日記』『七大寺巡礼私記』に進む。12 世紀の大江親通が東大寺、薬師寺、唐招提寺、法隆寺な

どを巡った見聞録で、これを読むと親通がどのように「文化財」を見て、調べているかがよくわか

る。丁寧に読みながら日本人の「漢文」に少しずつ慣れて行く。最後は『栄華物語』を読み、平安時

代の寺院における様々な工芸・加飾技法について考える。不定期に関連する「造像銘記」などにも

言及する。 

授業内容 

1． ガイダンス。授業の進め方など。 

2． 『日本霊異記』の解説。作者やこの説話の持つ意義。説話の一部をもとにした「ビデオ」を鑑

賞する。 

3． 『日本霊異記』に描かれる「仏像」の霊験（１）法華堂執金剛神 

4． 『日本霊異記』に描かれる「仏像」の霊験（２）声を発する仏像 

5． 『日本霊異記』に描かれる「修行者」の姿 

6． 『日本霊異記』に描かれる「人々の信仰」 

7． 『七大寺日記』『七大寺巡礼私記』の解説。大江親通という人物と信仰。『巡礼私記』が書か

れた背景について。 

8． 『七大寺日記』(１)東大寺大仏殿 

9． 『七大寺巡礼私記』(１)東大寺大仏殿 

10． 『七大寺日記』（２）薬師寺 

11． 『七大寺巡礼私記』(２）薬師寺 

12． 藤原道長の造寺・造仏。とくに「法成寺」の様子を伝える『栄華物語』の関係部分を読んで、

当時の工芸技法などを学ぶ。平等院鳳凰堂などとの比較も行う。 

13． 『栄華物語』（１）法成寺の造営 

14． 『栄華物語』（２）法成寺に見る貴族の美意識 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

各自が配布されたプリントをよく読み、可能な限り調べ、わからないところをはっきりとさせておくこ

と。授業の後は、使用頻度の高い文字や読み方を復習しておく。必要に応じて、到達度を見極め

るための簡単な課題を出すので、理解の度合いをチェックする。 

評価方法 

・基準 

平常点（受講態度や発表の内容 50％）、授業中（最終授業等）に実施する学力到達度確認（筆記 

30％）、課題提出等（20％）により総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

小テスト・課題は、次回以降の授業で返却する。理解のレベルが低い場合は、再度、課題を与え

る。 

履修上の 

注意事項等 
関係する文化財が現存する場合は、写真を用意し、簡単に説明できるようにしておくこと。 

テキスト 『プリントを配布する』    

参考書 
『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』 苅米 一志 (著), 日本史史料研究会 (監修) 吉

川弘文館 2015 年 

聴講の可否： ×



No.文-509 cd:44105100  

科目名 史料学講読 I 期間 前期 

担当教員 吉川 敏子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 日本古代の史料を読む 

到達目標 
旧漢字や異体字の混じった漢文体の史料を正確に読み解く力を身につけるとともに、歴史辞典や

参考文献を読んで時代背景を考慮しつつ史料の意味を理解する。 

授業概要 

日本中世の文書・日本古代の法制史料を講読する。『大漢和辞典』やくずし字辞典、異体字辞典、

歴史辞典などを用いて読み解きながら、史料読解の基本を修得する。史料を書き残した人々の意

図を理解しようとする姿勢を身につけて欲しい。授業期間後半には、前回までに読み方を確認し

た史料について、内容を調べ発表する形式で進める。 

授業内容 

1． ガイダンス・「駿河伊達家文書」講義 

2． 「駿河伊達家文書」１～３を読む   ※番号は配付プリントに対応 

3． 「駿河伊達家文書」４～６を読む 

4． 「駿河伊達家文書」７～９を読む 

5． 「駿河伊達家文書」10～12 を読む 

6． 小テスト・『類聚三代格』講義 

7． 『類聚三代格』１～３を読む 

8． 『類聚三代格』４～６を読む 

9． 『類聚三代格』７～９を読む 

10． 小テスト『類聚三代格』10 を読む 

11． 『類聚三代格』11～13 を読む 

12． 『類聚三代格』１～３を調べ発表する 

13． 『類聚三代格』２～６を調べ発表する 

14． 『類聚三代格』３～９を調べ発表する 

15． 小テストとまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

予習として、必ず各自で史料に送りがなをつけてくること。授業で自分の読解に誤りがないかをよ

く確認した上で、復習も怠らないこと。「調べ発表する」ではグループで史料について歴史辞典など

を用いて調べ、その史料が持つ意味を十分に考え、レジュメも用意してくること。 

評価方法 

・基準 

発表内容 10 点、提出物 10 点、授業時間内に行う読解力の確認テスト 80 点(20、30、30)。予習の

怠慢やレジュメの不配布、私語を繰り返すなど、学修態度に問題がある場合は減点対象とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

小テスト終了後に解説し、勉強の不十分であったところを自分で確認できるようにする。発表ごと

にコメントする。 

履修上の 

注意事項等 
漢文史料の講読である。各自で漢和辞典を入手し、授業に持参すること。 

テキスト 『プリント配布』    

参考書 『授業中に紹介』    

聴講の可否： ×



No.文-510 cd:44105200  

科目名 史料学講読 II 期間 後期 

担当教員 吉川 敏子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 『続日本紀』を読んで律令制下の国家の様相を考える 

到達目標 
漢文体の編年史料を正確に読む読解力、史料が持つ意味を辞典や参考文献を用いて考察する

思考力、考えを口頭発表し、レポートにまとめる表現力を身につける。 

授業概要 

『続日本紀』をテキストとして、史料分析の訓練を行う。同書は、六国史の第 2 番目として、697 年

から 791 年までを編年体で叙述する歴史書である。講読では、現代語訳をするだけではなく、当時

の国家や社会がどのような状況にあったのかを、より具体的に考え、洞察する努力をして欲しい。

授業は、受講者に担当箇所を割り当て、輪読する形式で進める。 

授業内容 

1． ガイダンスと発表者の指名 

2． 講義 

3． 天平宝字６年５月辛丑条～ 

4． 天平宝字６年６月戊辰条～ 

5． 天平宝字６年 10 月丙午条～ 

6． 天平宝字６年 12 月乙巳条～ 

7． 天平宝字６年 12 月癸巳条～ 

8． 天平宝字７年２月癸未条～ 

9． 天平宝字７年５月癸丑条～ 

10． 天平宝字７年８月己丑条～ 

11． 天平宝字７年 10 月丙戌条～ 

12． 天平宝字８年正月丙辰条～ 

13． 天平宝字８年７月辛丑条～ 

14． 天平宝字８年８月丙子条～ 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

時代背景の理解が前提となるので、当該時期についての通史を学習しておくこと。発表担当者

は、注釈書だけに頼らず、複数の参考文献を読んで考察すること。発表担当者は、発表の前回に

レジュメを配布し、他の受講者も、必ずレジュメに目を通して予習し、活発に意見を述べること。 

評価方法 

・基準 

発表内容 30 点、期末レポート 70 点。レポートの事前配付の怠りや、度重なる遅刻・欠席などの不

真面目な受講姿勢は減点対象とする。 

課題のフィードバ

ック方法 
発表に対してコメントする。レポートにはコメントを付けて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

全員の予習を前提とする。予習を行わないなど、積極的な取り組み姿勢が見られない場合も減点

対象とする場合がある。また、発表担当者の無断欠席も原則として認めない。 

テキスト 『プリント配布』    

参考書 『授業中に紹介』    

聴講の可否： ×



No.文-511 cd:44106100  

科目名 保存科学講読 I 期間 前期 

担当教員 今津 節生 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 保存科学研究の基本となる文献(英文)の講読 

到達目標 
保存科学研究の基本文献(英文)の講読と発表を通じて、基本的な理論や知識を学び、自己の思

考力を高める。 

授業概要 

文化財の保存科学研究の目的や方法・課題は世界共通である。講義は、各自が分担して文献を

読んで発表する。先ず、世界の文化財保存の研究機関の概要をホームページを題材にして発表

することで、文化財保存の知識を世界に広げる。次に、基本文献（英文）を取り上げ、研究方法や

論理の組立などを学ぶ。また、本講読では日本の実情に合わせた知識と解説を加える。 

授業内容 

1． ガイダンス 授業の目的や概要を説明。グループ毎に分担して発表と討論を行うと共に、基

本的や語彙や論点を解説する。 

2． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 英国・フランス 

3． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 ドイツ・イタリ 

4． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 北欧・ロシア 

5． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 北欧・EU 諸国 

6． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 アメリカ・カナダ 

7． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 中南米諸国 

8． 世界の文化財保存に関する研究機関の情報 博物館・研究所 中国・韓国・アジア諸国 

9． 世界の文化財保存に関する大学等の教育機関 

10． 世界の文化財保存に関する学会・研究組織 

11． 文化財保存に関する基本文献 有機物文化財の保存 

12． 文化財保存に関する基本文献 無機物文化財の保存 

13． 文化財の分析調査に関する基本文献 

14． 文化財の修復に関する基本文献 

15． まとめ  各自のレポートの完成と報告 

準備学習 

(予習・復習) 

英文の基本文献を読み、理解し、発表する準備を整え、発表時の質問や提案に答えられるよう十

分に勉学を積んでおくこと。 

評価方法 

・基準 
発表（準備・内容・理解度など）と期末試験を評価の対象とする。 

課題のフィードバ

ック方法 
発表はその場で講評する。期末試験は、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

発表者は十分な準備を整えておくこと。発表を聞く学生も真剣に聴講し質問・討論を積極的に行う

こと。 

テキスト 『HP を階層的に指定する』    

参考書 『随時、講義で紹介する』    

聴講の可否： ×



No.文-512 cd:44106200  

科目名 保存科学講読 II 期間 後期 

担当教員 魚島 純一 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
日本の保存科学研究論文の講読と発表を通じて、理解力、思考力、発表力を高め、自身の研究

スタイルの確立をめざす。 

到達目標 
保存科学関係の論文や報告書を読み、研究目的、研究方法、論旨を的確に理解する力や思考

力、発表力を身につける。 

授業概要 
日本の保存科学研究論文を各自が選んで読破し、原文とその要旨、関連資料等をまとめた資料

を作成し、発表および討論を行う。 

授業内容 

1． 授業の概説 

2． 発表日程の決定および発表モデルの提示 

3． 発表と討論（１） 

4． 発表と討論（２） 

5． 発表と討論（３） 

6． 発表と討論（４） 

7． 発表と討論（５） 

8． 発表と討論（６） 

9． 発表と討論（７） 

10． 発表と討論（８） 

11． 発表と討論（９） 

12． 発表と討論（１０） 

13． 発表と討論（１１） 

14． 発表と討論（１２） 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

発表者は、発表の一週間前に論文の原文とその要約、関連資料等をまとめた資料を作成し、受

講生全員に配布する。受講生は、配布される資料に必ず目を通し、理解を深めておくこと。 

評価方法 

・基準 

各自の発表（論文の理解度、資料作成、発表、討論の充実度）、討論への参加のようすおよびレ

ポート（マイ雑誌）により総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。マイ雑誌（レポート）について

は添削・評価の後に、全受講者が閲覧できるようにする。 

履修上の 

注意事項等 
受講生は、積極的に質問や意見を述べ、活発な討論を行うように心がけること。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.文-574 cd:44403100  

科目名 考古学概論 I 期間 前期 

担当教員 坂井 秀弥 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 考古学とはどのような学問か 

到達目標 考古学の目的と基本的な方法の理解 

授業概要 

現在、各地でさかんに発掘調査が行われており、考古学は歴史研究において大きな役割を果たし

ている。この講義では考古学本来の目的やその基本的な研究法、さらには現代社会における考

古学の役割について学ぶ。 

授業内容 

1． はじめに（オリエンテーション） 

2． 考古学と歴史学（１）考古学の特質 

3． 考古学と歴史学（２）文献史学と民俗学の特質 

4． 考古学と現代社会（１）実際の発掘調査の状況 

5． 考古学と現代社会（２）日本における発掘調査の実態 

6． 遺跡見学（学外授業：平城宮跡など） 

7． 遺跡見学（学外授業：平城宮跡など） 

8． 考古学の時代区分１）ヨーロッパにおける時代区分 

9． 考古学の時代区分２）日本の時代区分 

10． 発掘調査の意義と方法（１）発掘作業 

11． 発掘調査の意義と方法（２）整理作業 

12． 考古学における年代決定法（考古資料における絶対年代と相対年代） 

13． 考古学における年代決定法（相対年代・土器の編年とその意義） 

14． 考古学における年代決定法（最近の年代論と歴史研究） 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布資料等で復習を行ない、授業に臨むこと。高校日本史の基礎的知識を事前に学習しておくこ

と。 

評価方法 

・基準 
試験により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
試験の講評を最終授業において行う。 

履修上の 

注意事項等 
発掘現場を見学する学外授業はとくに重要であり、可能な限り出席すること。 

テキスト 『プリントを配布』    

参考書 
『発掘された日本古代』 白石太一郎ほか ＮＨＫ出版 1999 

『大系日本の歴史』 佐原真 小学館ライブラリー 1992 

聴講の可否： ○



No.文-575 cd:44403200  

科目名 考古学概論 II 期間 後期 

担当教員 坂井 秀弥 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 考古学による日本列島史 

到達目標 
考古学によって明らかにされた日本史を学び、時代ごとの特徴と現代につながる人びとの歴史に

ついて理解する。 

授業概要 

前期の考古学概論Ⅰに続いて、遺跡の発掘調査により明らかにされた旧石器時代から中近世ま

での具体的な通史を学ぶ。現代の地域社会は旧石器時代からの過去の歴史の蓄積のもとに成

立しているものであり、時代ごとに考古資料のあり方がことなることを理解することも重要である。

授業の内容は以下のとおり。 

授業内容 

1． 序論 

2． 旧石器時代 

3． 縄文時代 

4． 弥生時代（１）稲作の受容と弥生文化の広がり 

5． 弥生時代（２）ムラのからクニへ 

6． 古墳時代（１）前方後円墳の成立 

7． 古墳時代（２）新来の渡来文化と古墳の変遷 

8． 学外授業（遺跡・博物館） 

9． 学外授業（遺跡・博物館） 

10． 古代（１）律令国家の成立 

11． 古代（２）地方官衙と城柵 

12． 古代（３）集落・土器・生産流通 

13． 中世・近世 集落と都市 

14． 北と南の文化 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

高校日本史程度の知識を事前に学習しておくこと。また、参考書や配布資料等で事前・事後の学

習を行ない、授業に臨むこと。 

評価方法 

・基準 
試験により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
試験の講評を最終授業において行う。 

履修上の 

注意事項等 
遺跡・資料館の見学のための学外授業を実施するので、可能な限り出席すること。 

テキスト 『プリントを配布』    

参考書 
『発掘された日本古代』 白石太一郎編 ＮＨＫ放送大学テキスト 1999 

『大系日本の歴史』 佐原真 小学館ライブラリー 1992 

聴講の可否： ○



No.文-576 cd:44404100  

科目名 美術史概論 I 期間 前期 

担当教員 ☆戸花 亜利州 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 飛鳥時代から奈良時代にかけての日本美術の代表的な作品について知る。 

到達目標 飛鳥時代から奈良時代における代表的な作品についての基礎的な知識や必要な観察力を養う。 

授業概要 

この授業では、日本美術の根幹をなす仏教美術の主要な作品(彫刻・絵画・工芸)を毎回取り上

げ、作風、技法、制作背景などを通して、それぞれの作品に託された様々な思いや時代による表

現の特徴と変化を学ぶ。また美術史を学ぶためには実際に「作品」を見ることが何より大切であ

り、積極的に学外での見学も行い、作品に対する理解を深めて欲しいと考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 法隆寺金堂釈迦三尊像と止利仏師 

3． 法隆寺救世観音像と百済観音像 

4． 法隆寺金堂壁画 

5． 法隆寺玉虫厨子 

6． 山田寺仏頭と伝橘夫人厨子阿弥陀三尊像 

7． 川原寺塼仏と夏見廃寺塼仏 

8． 薬師寺金堂薬師如来像と蟹満寺釈迦如来像 

9． 法隆寺五重塔塔本塑像 

10． 興福寺十大弟子と八部衆 

11． 正倉院宝物 

12． 東大寺戒壇院四天王像と新薬師寺十二神将像 

13． 東大寺法華堂不空索羂観音像 

14． 唐招提寺鑑真和上像 

15． 学外見学 

準備学習 

(予習・復習) 
配布資料・参考書で次回のテーマについての事前学習をしておくこと。 

評価方法 

・基準 
学期末試験 70％、平常点 30％で評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中に適宜質問応答の時間を設けます。さらに授業後も質問があればメール等を通じて応じま

す。 

履修上の 

注意事項等 
授業では作品に関するプリントを配布する。 

テキスト 『奈良・京都の古寺めぐり』 水野敬三郎 岩波書店 1985 

参考書 
『仏像の秘密を読む』 山崎隆之 東方出版 2007 

『ほとけの履歴書』 籔内佐斗司 NHK 出版 2010 

聴講の可否： ○



No.文-577 cd:44404200  

科目名 美術史概論 II 期間 後期 

担当教員 ☆戸花 亜利州 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 平安時代から鎌倉時代にかけての日本美術の代表的な作品について知る。 

到達目標 平安時代から鎌倉時代における代表的な作品についての基礎的な知識や必要な観察力を養う。 

授業概要 

この授業では、日本美術の根幹をなす仏教美術の主要な作品(彫刻・絵画・工芸)を毎回取り上

げ、作風、技法、制作背景などを通して、それぞれの作品に託された様々な思いや時代による表

現の特徴と変化を学ぶ。また美術史を学ぶためには実際に「作品」を見ることが何より大切であ

り、可能な限り学外での見学も行い、作品に対する理解を深めて欲しいと考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 唐招提寺金堂諸像 

3． 平安前期の一木造(唐招提寺伝薬師如来像と神護寺薬師如来像と元興寺薬師如来像と阿

弥陀寺阿弥陀如来像) 

4． 東寺講堂諸像 

5． 信貴山縁起絵巻 

6． 正倉院展の見所 

7． 和様の胎動(醍醐寺薬師如来像と法隆寺講堂薬師如来像と岩船寺阿弥陀如来像) 

8． 聖衆来迎寺六道絵 

9． 和様の完成と定朝様(広隆寺千手観音像と平等院鳳凰堂阿弥陀如来像と法界寺阿弥陀如

来像) 

10． 学外授業 

11． 神仏習合の彫刻 

12． 運慶と快慶Ⅰ 

13． 運慶と快慶Ⅱ 

14． 学外授業 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
配布資料・参考書で次回のテーマについての事前学習をしておくこと。 

評価方法 

・基準 
学期末試験 70％、平常点 30％で評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 
授業後、適宜質問応答の時間を設けます。さらに質問があればメール等を通じて応じます。 

履修上の 

注意事項等 
授業では作品に関するプリントを配布する。 

テキスト 『奈良・京都の古寺めぐり』 水野敬三郎 岩波書店 1985 

参考書 
『仏像の秘密を読む』 山崎隆之 東方出版 2007 

『ほとけの履歴書』 籔内佐斗司 NHK 出版 2010 

聴講の可否： ○



No.文-578 cd:44405100  

科目名 史料学概論 I 期間 前期 

担当教員 吉川 敏子 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 日本古代の編纂物と古文書 

到達目標 編纂物・古文書の概念と史料的性格を学び、文化財学における史料学の意義を理解する。 

授業概要 

歴史を書くための材料である史料には、さまざまな種類があるが、なかでも重要なのは、情報量に

優る文献史料である。この講義では、日本古代の文献史料の中から、編纂物と古文書とを取り上

げて、そこから読み取れる情報や問題点を解説し、史料学とは何かということを考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 『魏志』倭人伝が描く倭国 

3． 『日本書紀』が描く倭国 

4． ３～４世紀の日本列島 

5． 編纂物の虚実 

6． 編纂物と一次史料①日本書紀と木簡 

7． 編纂物と一次史料②続日本紀と木簡 

8． 公式様文書①詔勅 

9． 公式様文書②その他の書式 

10． 正倉院文書①成立と伝来 

11． 正倉院文書②整理と公開 

12． 正倉院文書③文書と文物 

13． 正倉院文書④戸籍 

14． 正倉院文書⑤下級官人の暮らし 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

日本古代史について、高等学校の日本史Ｂ程度の基礎知識があることを前提として講義する。記

憶が曖昧な者は事前におさらいをしておくこと。予習は求めないが、復習し、分からないところは参

考文献を読んだり、担当教員に質問すること。 

評価方法 

・基準 

授業中に 3 回行う小テストの成績を総合して評価する。配点は１回目と２回目が 30 点、３回目が

40 点。私語をするなど、授業の妨害となる行為が見られる場合は、減点対象とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

小テスト実施のたびに解答を解説し、学習のポイントを確認するとともに、学習姿勢の自己評価を

促す。 

履修上の 

注意事項等 

この講義は単独で受講できるが、史料学の分野で卒業論文に取り組む場合は、史料学概論Ⅱと

併せて受講することが望ましい。授業中にスマートフォンを卓上に置くことは認めない。 

テキスト 『なし』    

参考書 『授業中に紹介』    

聴講の可否： ○



No.文-579 cd:44405200  

科目名 史料学概論 II 期間 後期 

担当教員 吉川 敏子 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 物品に記された日本古代の文字 

到達目標 木簡・金石文・絵図の史料的性格を理解する。 

授業概要 

歴史を書くための材料である史料には、さまざまな種類があるが、なかでも重要なのは、情報量に

優る文献史料である。この講義では、日本古代の文献史料の中から、金石文・絵図・木簡を例に

とりながら、その具体的価値や問題点を解説し、史料学とは何かを考える。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 出土遺物の銘文 

3． 伝世品の銘文 

4． 石碑１ 

5． 石碑２ 

6． 古代の絵図 

7． 古代の土地制度と絵図 

8． 西大寺の創建 

9． 西大寺荘園絵図群①京北班田図 

10． 西大寺荘園絵図群②相論絵図 

11． 木簡の史料的性格 

12． 木簡研究の方法 

13． 木簡の実例 1 

14． 木簡の実例 2 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

日本古代史について、高等学校の日本史Ｂ程度の基礎知識があることを前提として講義する。記

憶が曖昧な者は事前におさらいをしておくこと。予習は求めないが、復習し、分からないところは参

考文献を読んだり、担当教員に質問すること。 

評価方法 

・基準 

授業中に 3 回行う小テストの成績を総合して評価する。配点は１回目と 2 回目が 30 点、３回目が

40 点。遅刻が多かったり、私語をするなど、授業の妨害となる行為が見られる場合は、減点対象

とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストのたびに解答を説明し、出題のポイントを確認するとともに、学習姿勢への自己評価を促

す。 

履修上の 

注意事項等 

この講義は単独で受講できるが、史料学の分野で卒業論文に取り組む場合は、史料学概論Ⅰと

併せて受講することが望ましい。授業中にスマートフォンを卓上に置くことは認めない。 

テキスト 『なし』    

参考書 『授業中に紹介』    

聴講の可否： ○



No.文-580 cd:44406100  

科目名 保存科学概論 I 期間 前期 

担当教員 今津 節生 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 我が国の保存科学研究史と世界の動向 

到達目標 保存科学研究の形成とその理念を学ぶ 

授業概要 

我が国の保存科学研究は 1916 年の岡倉天心の提唱による法隆寺金堂壁画の保存方法の研究

にはじまった。1960 年代以降、高松塚古墳壁画、稲荷山古墳出土鉄剣の発見などを経て保存科

学研究は確立され発展してきた。本概論では、日本における保存科学研究の歴史をたどるととも

に、広く世界の保存科学研究機関を紹介する。日本および世界でどのように保存科学研究が実実

践されているのかを概観する。また、学会の研究動向など最新の話題にも触れながら講義を進め

る。 

授業内容 

1． 保存科学研究とは何か 

2． 保存科学のあけぼの ―法隆寺金堂壁画の保存研究― 

3． 保存科学のあけぼの ―法隆寺金堂壁画の焼損、科学的保存処理― 

4． 高松塚古墳壁画の発見と科学分析 

5． 平城宮跡出土木簡の発見と科学的保存処理 

6． 元興寺中世庶民資料の発見と科学的保存処理 

7． 稲荷山古墳出土鉄剣の発掘と銘文の発見 

8． 正倉院宝物の保存と校倉 

9． 世界の保存科学研究 第二次大戦以前 

10． 世界の保存科学研究 第二次大戦後から現在まで 

11． 世界の保存科学研究機関 EU 諸国 

12． 世界の保存科学研究機関 アメリカ 

13． 保存科学教育機関と留学 

14． 保存科学研究の国内学会・国際学会 

15． まとめ  保存科学のこれから 

準備学習 

(予習・復習) 

文化財の保存や保存科学に関する新聞記事・雑誌・テレビニュース・展覧会などの最新の情報に

常に注視し、好奇心を養っておくこと。講義で配布するプリントは終了後に再度見て理解しておくこ

と。 

評価方法 

・基準 
期末テストによる。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中の発表については、教員がその場でコメントして評価する。特に専門用語や重要事項につ

いて詳しく解説する。期末レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

講義内容については各テーマごとに完結するが、保存科学の発展と歴史の理解には前後のテー

マとの関連を理解する必要がある。欠席しないように。 

テキスト 『資料を配布する』    

参考書 『適宜紹介する』    

聴講の可否： ○



No.文-581 cd:44406200  

科目名 保存科学概論 II 期間 後期 

担当教員 魚島 純一 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 保存科学研究の成果と現状を学び、課題を考える。 

到達目標 
文化財保存科学の基礎を知るとともに、文化財研究に多様な役割を果たす保存科学研究を理解

する。 

授業概要 

文化財を後世に伝えるためには、保存技術や材料のみならず、文化財の材質、構造、製作技法、

年代、製作地、劣化のメカニズムを調べるとともに、適切な保存環境を整える必要がある。また、

文化財のもつ価値を知り、確固とした理念のもとに保存しなければならない。保存科学の諸分野

の研究成果を紹介し、研究の基本と応用、課題などについて最新の話題を交えながら講義する。 

授業内容 

1． 保存科学とは 

2． 科学的保存処理(１) 金属製文化財 

3． 科学的保存処理(２) 木製文化財 

4． 科学的保存処理(３) 石・紙・繊維製文化財 

5． 材質・技法 ―文化財の材質・製作技法を知る― 

6． 構造・技法 ―文化財の構造を知る― 

7． 産地推定 ―文化財の材料産地・製作地を知る― 

8． 年代測定 ―文化財のつくられた年代を知る― 

9． 古環境 ―人々の生きた環境を知る― 

10． 遺跡探査 ―発掘せずに遺跡を探る― 

11． 文化財の保存環境(１) 温度・湿度・光 

12． 文化財の保存環境(２) 大気汚染など 

13． 文化財の活用と保存の理念 

14． 保存科学のこれから 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義の中で紹介する参考書などに目を通し、文化財保存科学の大きな流れを理解して講義に臨

むと、より理解が深まる。 

評価方法 

・基準 
日常の授業態度および授業中に実施する学習到達度確認等により総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

出席表の裏に書かれた質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。最終授業時

に学習到達度を確認し、解答例の解説をおこなう。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-582 cd:44502001  

科目名 考古学特殊講義（一） 期間 前期 

担当教員 豊島 直博 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 弥生・古墳時代鉄製武器の研究 

到達目標 鉄製武器を通じて弥生・古墳時代の政治、社会を理解する 

授業概要 弥生時代と古墳時代の遺跡から出土した鉄製武器を手がかりに、当時の政治と社会を考える 

授業内容 

1． 授業の概要 

2． 縄文時代の武器 

3． 弥生時代前期の武器 

4． 弥生時代中期の武器 

5． 弥生時代後期の武器 

6． 弥生時代終末期の武器 

7． 古墳時代前期の武器 

8． 古墳時代中期の武器 

9． 古墳時代後期の武器 

10． 古墳時代終末期の武器 

11． 飛鳥時代の武器 

12． 奈良時代の武器 

13． 武器の生産と流通 

14． 武器と国家形成 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
授業中に紹介した文献を読むこと 

評価方法 

・基準 
期末レポート 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートにコメントを付記して返却する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-583 cd:44502002  

科目名 考古学特殊講義（二） 期間 後期 

担当教員 小林 青樹 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 倭人の祭祀考古学 

到達目標 縄文・弥生時代を中心とした時代における祭祀考古学の基本的な方法について考える。 

授業概要 

縄文時代と弥生時代における人々の祭祀・儀礼・宗教・信仰といった精神世界、心の世界を研究

する認知考古学や祭祀考古学の基本的な方法について解説する。そして、古墳時代にいたる日

本の先史時代の祭祀・儀礼の意味を考える。 

授業内容 

1． 授業全体の概要と方針 

2． 縄文時代の性と身体 

3． 縄文時代の装身 

4． 剣崇拝と武器の祭祀 

5． 戈の祭祀 

6． 戈と盾をもつ人の絵画 

7． 臼で杵をつく人の絵画 

8． 弥生絵画の体系 

9． 倭人の心象風景 

10． 銅鐸文様と祭祀 

11． 辟邪と再生の衣装 

12． 方相氏と弥生・古墳祭祀 

13． 龍と水の祭祀 

14． 相撲の祭祀と起源 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
授業中に提示された参考文献などを事前に読むこと。 

評価方法 

・基準 
小レポート（30%）とレポート（70%）で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
博物館や実習室などで作業を行う場合がある。また、授業内容は変更する場合がある。 

テキスト 『倭人の祭祀考古学(５月刊行予定）』 小林 青樹 新泉社 2017 

参考書 『授業時に指示する』    

聴講の可否： ○



No.文-584 cd:44502003  

科目名 考古学特殊講義（三） 期間 前期 

担当教員 小林 青樹 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 縄文文化と弥生文化 

到達目標 
縄文時代と弥生時代の遺跡や遺物から当時の人々生活や社会を復元する基本的な方法につい

て考える。 

授業概要 

縄文時代と弥生時代の遺跡や遺物から、どのように縄文人の生活や社会の復元ができるのか。

土器の見方、縄文施文法、植物考古学、動物考古学など、縄文文化と弥生文化に関する基本的

な方法について取り上げる。 

授業内容 

1． 授業全体の概要と方針 

2． 土器の型式・様式・年代 

3． 縄文原体入門 1：縄文原体の概説と LR・RL 

4． 動物考古学入門：貝塚の研究方法 

5． 縄文時代の住居と集落 

6． 植物考古学：縄文時代の穀物栽培と稲作問題 

7． 住居と集落・環状盛土 

8． 縄文のファッション 衣装とアクセサリー 

9． 縄文人と弥生人の遭遇：人類学的考古学 

10． 稲作の起源と水田 

11． 弥生時代の食生活 

12． 弥生時代の住居と集落 

13． 弥生時代の鉄器ほか工具 

14． 弥生時代の戦争 

15． 沖縄の貝塚文化と北海道の続縄文文化 それぞれの日本史 

準備学習 

(予習・復習) 
予習：授業中に提示された参考文献などを事前に読むこと。 

評価方法 

・基準 
小レポート（30%）とレポート（70%）で評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
博物館や実習室などで作業を行う場合がある。また、授業内容は変更する場合がある。 

テキスト 『倭人の祭祀考古学(５月刊行予定）』 小林 青樹 新泉社 2017 

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-585 cd:44502004  

科目名 考古学特殊講義（四） 期間 後期 

担当教員 ☆寺沢 薫 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ ヤマト王権成立史の諸問題 

到達目標 
いわゆる｢ヤマト王権｣の成立過程や実像に焦点を当ててその理解を深める。考古学資料と文献

史料の双方から歴史を組み立てる実践的方法を学びとる。 

授業概要 

日本列島の王権形成の時期やプロセスについては諸説がある。講義では三世紀初めの奈良県

桜井市纒向遺跡の出現がヤマト王権の誕生であるとの立場から、その形成過程や権力系譜、東

アジア世界との関わりについて考究する。また、ヤマト王権の成立は古代史上の画期でもあるか

ら、講義では「魏志倭人伝」全文を考古学で読み解く。邪馬台国論や都市、国家形成の問題につ

いても取り上げる。 

授業内容 

1． プロローグ：王権とは何か。ヤマト王権論の現在 

2． ヤマト王権誕生前夜の奈良盆地と｢倭国｣ 

3． 纒向遺跡論(1)：纒向遺跡はどのような遺跡か 

4． 纒向遺跡論(2)：纒向遺跡＝ヤマト王権大王都論と古墳時代論 

5． 纒向遺跡論(3)：纒向遺跡の暦年代と邪馬台国論 

6． 箸墓古墳論：箸墓古墳は卑弥呼の墓か？ 

7． 纒向型前方後円墳と前方後円(方)墳の発生 

8． 前方後円墳の本質と系譜 

9． 日本列島の都市形成―日中比較都市論と纒向都市論― 

10． 考古学で読む｢魏志倭人伝｣(1)：邪馬台国所在地論 

11． 考古学で読む｢魏志倭人伝｣(2)：倭国の政治構造と習俗 

12． 考古学で読む｢魏志倭人伝｣(3)：倭国乱と卑弥呼共立 

13． 考古学で読む｢魏志倭人伝｣(4)：卑弥呼の外交・卑弥呼その後 

14． エピローグ：ヤマト王権と卑弥呼政権―日本列島における国家形成のパースペクティブ― 

15． 授業総括･学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

プリント資料を配付して講義する。講義は学界での論争や諸説の違いなどを説明しつつ私説を提

示するという突っ込んだ内容となるので、講義に集中して十分に内容を理解することが第一であ

る。そのためにはテキストに指定はしないが、参考書として常時事前に目を通したり、事後にノート

を見直して不明な点があれば、次回に質問するなどして内容を十分咀嚼することも必要である。 

評価方法 

・基準 

講義内容は一般的な概説書内容とは異なるので、授業に集中し自らの耳と頭を使って考えること

が大切である。従って、学習到達度確認やレポートも講義内容にそくした理解が求められる。要

は、自らが寺沢説をどのように評価したかが問われることになる。「魏志倭人伝」は一人一人指名

して講読し、時として小レポートやアンケートなども当然評価の対象となる。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回、前回の講義の根幹を再度確認しながら進める。授業中の小レポートやアンケートで理解度

を確認し、次回に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

毎回の講義での集中が第一である。よりスキルを高めたい人は講義で出てきた参考書や研究者

などを図書館で適宜チェック、検索することも薦める。また、先史考古学｢弥生時代はどのような時

代か｣は本講義の前提となる内容であるので、併せて履修することが望ましい。 

テキスト  

参考書 
『日本の歴史 02 巻｢王権誕生｣』 寺沢薫 講談社(学術文庫) 2008 

『王権と都市の形成史論』 寺沢薫 吉川弘文館 2011 

聴講の可否： ○



No.文-586 cd:44502005  

科目名 考古学特殊講義（五） 期間 前期 

担当教員 植野 浩三 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 韓国考古学の調査成果と日韓交流史 

到達目標 

 韓国考古学（旧石器～三国時代）の概説を行いながら、特定の時代やテーマについて著明な遺

跡や遺物を取り上げて紹介し、今日の研究成果を理解する。また、日韓交流史の成果と意義を学

習する。 

授業概要 

 韓国では現在、膨大な発掘調査が実施されており、多くの資料が蓄積されている。特定の時代

の著明な遺跡や遺物、新発見の遺跡等を紹介し、朝鮮半島の原始・古代史での位置づけを行う。

下記の通り青銅器時代の墓制、高句麗・百済考古学研究の成果、鉄生産、窯業生産、都城研究

の現状を中心にして講義する。また、日本には、様々な渡来文化が移入して日本文化の形成に大

きな影響を与えた。そうした日韓交流の文物も紹介し、その特色について解説する。 

授業内容 

1． ガイダンス－韓国考古学の概要 授業の目的を理解する 

2． 朝鮮半島の歴史、時代区分概説 

3． 韓国考古学の研究史 概説 

4． 新石器時代 集落・墓制 

5． 青銅器時代の集落 

6． 青銅器時代の墓制 

7． 高句麗考古学研究 墓制 

8． 高句麗考古学研究 都城 

9． 百済考古学研究 墓制 

10． 百済考古学研究 都城 

11． 三国時代ー鉄生産研究 

12． 三国時代ー窯業生産研究 

13． 三国時代ー日本の須恵器生産との関係 

14． 三国時代－韓国の都城と日本 

15． 授業のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業中に参考書を紹介するので読んでおくと講義が理解しやすい。また配付した資料をともにし

て、講義の復習をしておかないと、考古学成果を理解することが出来ない。 

評価方法 

・基準 
期末試験（100％） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容や質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適時紹介していく。最終授業時

に定期試験を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 学外見学会を行うこともある。 

テキスト  

参考書 
『朝鮮半島の考古学』 早乙女雅博 同成社 2000 

『概説韓国考古学』 韓国考古学会編 同成社 2013 

聴講の可否： ○



No.文-587 cd:44502006  

科目名 考古学特殊講義（六） 期間 後期 

担当教員 小山田 宏一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 古墳と治水灌漑施設の土木考古学 

到達目標 
①古墳と治水灌漑施設の土木技術を学ぶ。②土木技術が新しい研究視点を提供することを学

ぶ。③土木技術の基礎的な知識を習得し、それを応用する能力を身につける。 

授業概要 
①古代の土木技術から、人の知恵と工夫を学ぶ。②古墳と治水灌漑施設の発掘事例を取り上げ

る。③土木考古学が古墳と治水灌漑史研究に、新しい研究視点を提供することについて考える。 

授業内容 

1． 土木考古学入門 

2． 古墳の土木考古学１：古墳の盛土工法 

3． 古墳の土木考古学２：古墳の埋葬施設 

4． 古代東アジアの盛土工法１：地盤工学的研究 

5． 古代東アジアの盛土工法２：堤：土塁 

6． 古代東アジアの盛土工法３：河川構造物 

7． 古代池溝開発の土木考古学１：ダム式ため池の築造と灌漑 

8． 古代池溝開発の土木考古学２：南河内台地の池溝開発 

9． 東アジアとの比較１：古代朝鮮半島のため池開発 

10． 東アジアとの比較２：古代中国の陂塘開発 

11． 東アジア世界における古代日本の治水灌漑技術 

12． 日本近世灌漑施設の土木考古学 

13． 日本近世河川構造物の土木考古学 

14． 土木考古学から見た新しい研究視点 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
プリントを配布して講義する。パワーポイントを使う。内容はノートに整理して事後学習すること。 

評価方法 

・基準 
平常点３０％、筆記による学力確認７０％。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

歴史考古学「東アジアにおける日本中世沿海部の低地開発」は、低地開発の土木技術を扱うの

で、併せて履修することが望ましい。 

テキスト 『プリントを配布』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.文-588 cd:44502007  

科目名 考古学特殊講義（七） 期間 後期 

担当教員 千田 嘉博 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 城から歴史を考える 

到達目標 歴史考古学の広がりを理解する 

授業概要 

城郭考古学は、現在、もっとも求められている考古学の分野である。しかし発掘調査だけでなく、

遺構の地表面観察、絵図・地図資料など多様な資料を適切に取り扱い、研究を進めることが必要

になります。この講義では、城郭考古学の基礎知識を得られるように、実例をあげながら進めてい

きます。 

授業内容 

1． 受講ガイダンス 

2． 城郭考古学の世界 

3． 城跡の整備を考える１ 

4． 城跡の整備を考える２ 

5． 戦いの考古学１ 

6． 戦いの考古学２ 

7． 縄張り図とはなにか 

8． 測量図の課題 

9． 大和の城−城跡調査と戦国史研究１ 

10． 大和の城−城跡調査と戦国史研究２ 

11． 大和の城−城跡調査と戦国史研究３ 

12． 大和の城−大和の山ノ城１ 

13． 大和の城−大和の山ノ城２ 

14． 大和の城−大和の山ノ城３ 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義の中で、適宜、参考文献を指示します。それをよく読んで基本的な理解をした上で、受講して

ください。この講義では基本的な城郭考古学の考え方と、主に大和の城跡研究についてあつかい

ます。図書館で関連する文献を読んで、復習してください。 

評価方法 

・基準 
講義内容について、受講生の学習到達度の確認を最後の講義時間に行います。 

課題のフィードバ

ック方法 

学習到達度を確認するための課題について、詳細な解説をして、ていねいなフィードバックを行い

ます。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-589 cd:44502008  

科目名 考古学特殊講義（八） 期間 前期 

担当教員 千田 嘉博 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 天下人の城から歴史を考える 

到達目標 城郭考古学の研究方法を理解する 

授業概要 
この講義では戦国期から近世にかけた城郭の発達を、信長・秀吉・家康の城を軸にして、具体的

に論じていきます。城から歴史を考える視角を受講生が理解することを目標にします。 

授業内容 

1． 受講ガイダンス 

2． 信長の城１−勝幡城・那古野城 

3． 信長の城２−小牧山城 a 

4． 信長の城３−小牧山城 b 

5． 信長の城４−岐阜城 a 

6． 信長の城５−岐阜城 b 

7． 信長の城６−安土城 a 

8． 信長の城７−安土城 b 

9． 秀吉の城１−大坂城 

10． 秀吉の城２−肥前名護屋城・聚楽第・伏見城 

11． 秀吉の城３−真田丸 a 

12． 秀吉の城４−真田丸 b 

13． 家康の城１−岡崎城・浜松城・江戸城 

14． 家康の城２−−名古屋城 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

指定したテキストを、あらかじめ読み、基本的なことを理解して講義を受講するようにしてください。

信長・秀吉・家康に関わる文献や書籍はとても多いので、各自が図書館で関連書籍を読んで復習

してください。 

評価方法 

・基準 
講義の最後に学習の到達度を確認して、それにもとづいて評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度を確認するための課題について解説して、ていねいなフィードバックを行います。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『信長の城』 千田嘉博 岩波新書 2013 

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-590 cd:44503001  

科目名 美術史特殊講義（一） 期間 後期 

担当教員 塩出 貴美子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 高僧伝絵の展開 

到達目標 

高僧伝を例として、仏教説話の絵画化における諸問題を考察し、その特質を理解する。具体的に

は、本文（詞書）と絵の関係、絵の表現上の特質、図様の継承と変容などの問題を検討し、また、

高僧伝絵の意義について考察する。 

授業概要 

仏教説話の中から、高僧伝を取り上げ、それを絵画化した作品について考察する。前半は「華厳

縁起絵巻」「東征伝絵巻」「一遍聖絵」「法然上人絵巻」などを対象とし、絵巻制作の背景、詞書と

絵の関係、絵の表現上の特質などを考察する。後半は「弘法大師伝絵巻」を対象とし、本文の出

典、伝本の系統整理、諸本の影響関係などを検討し、これが大師信仰の展開に果たした意義を考

察する。 

授業内容 

1． 高僧伝について 

2． 高僧伝絵について 

3． 作品研究－「華厳縁起」 

4． 作品研究－「東征伝絵巻」 

5． 作品研究－「一遍聖絵」 

6． 作品研究－「法然上人絵巻」 

7． 作品研究－鎌倉時代の「弘法大師伝絵」 

8． 作品研究－南北朝時代の「弘法大師伝絵」 

9． 作品研究－室町時代の「弘法大師伝絵」 

10． 作品研究－近世初期の「弘法大師伝絵」 

11． 作品研究－江戸時代の「弘法大師伝絵」 

12． 「弘法大師伝絵」における図様の継承と変容 

13． 弘法大師信仰と「弘法大師伝絵」 

14． 見学 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 
授業時に配布するプリント、及び紹介する参考文献を用いて、予習、復習をする。 

評価方法 

・基準 
平常点 50％ レポート 50％ 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートの講評は、ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『なし』    

参考書 『授業中に紹介する』    

聴講の可否： ○



No.文-591 cd:44503002  

科目名 美術史特殊講義（二） 期間 前期 

担当教員 関根 俊一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 正倉院と正倉院宝物 

到達目標 
・正倉院および宝物の伝来、由緒等の歴史的理解 ・様々な工芸技法、加飾技法の理解 ・宝物

の源流、制作地および「世界性」の理解 ・文化財の保存という視点での理解 

授業概要 

正倉院の歴史、建物（校倉）を概観し、ここに伝来した宝物について様々な視点から考察する。講

義形式で進めるが、随時、受講者の意見・感想を求める。必要に応じて正倉院宝物以外の工芸品

についても言及する。「モノ」から情報を読み取る力が身につくよう配慮しながら進める。適宜、映

像資料を用いる 

授業内容 

1． 講義の進め方。評価の仕方。テキストについて。履修に当たっての注意事項。 

2． 正倉院宝物を身近にするために（１）。「木画紫檀棊局」へのアプローチ。作品の様々な情報

を得ることで視野が広がる。 

3． 正倉院宝物を身近にするために（２）。「漆胡瓶」へのアプローチ。「世界性」という言葉の理解

入門。制作技法の特殊性。関係遺品の紹介。 

4． 正倉院宝物を身近にするために（３）。「白瑠璃碗」へのアプローチ。「奇跡」の宝物。関係作

品の紹介。アジア世界への広がり。 

5． ２～４回の講義で行った、宝物へのアプローチ法の整理。視点設定の重要性。 

6． 正倉院校倉の概要と創建年代。宝物を今日に伝えた理由。 

7． 740 年～760 年の歴史。光明皇后（皇太后）の宝物献納。 

8． 東大寺献物帳。とくに『国家珍宝帳』と『種々薬帳』の意義について。 

9． 宝物の収蔵。「北倉」「中倉」「南倉」の性格。様々な工芸技法（用語の整理）。 

10． 「北倉」納物の概観。「赤漆文欟木厨子」へのアプローチ。伝来に関する諸説と『国家珍宝帳』

の「先帝玩弄珍・・・」の意味。 

11． 「北倉」納物の概観。正倉院の「鏡」を観る。 

12． 「中倉」納物の概観。正倉院の「ガラス」と近年のガラス研究。 

13． 「南倉」納物の概観。「紫檀金鈿柄香炉」と「犀角如意」へのアプローチ。 

14． 「南倉」納物の概観。伎楽面と伎楽衣装。仏教法会とパフォーマンス。 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

あらかじめ指示されたテキストの個所をよく読んで講義に臨むこと。「図版」等の準備を求められた

場合は、必ず事前に用意してノートにコピーを貼っておく。要点や問題点をノートにまとめておくこ

とを勧める。講義の後は、ノートの整理はもちろんのこと、問題解決に至ってない場合には教員の

助言を求める。 

評価方法 

・基準 

平常点（講義への取り組み姿勢・質疑応答の状況・毎回行う小テスト）（50％）と授業中（最終授業

等）に実施する学習到達度確認（50％）によって評価する。なお「自由レポート」等を提出した場合

は平常点に加味する。なお、学習到達度確認は、「自筆ノート」のみ「持込み可」とする。 

課題のフィードバ

ック方法 

毎回行う小テストは、添削のうえ次回の講義時に返却する。随時配布する質問用紙はコメントを付

して次回講義時に返却する。 

履修上の 

注意事項等 

出欠不問（自由参加）の学外見学を行うので積極的に参加して欲しい。随時関連する奈良時代の

美術品の紹介を行うので、各自で調べ、可能であれば見学しておくこと。 

テキスト 『すぐわかる正倉院の美術』 米田雄介 東京美術 2002 

参考書 『その都度指示する』    

聴講の可否： ○



No.文-592 cd:44503003  

科目名 美術史特殊講義（三） 期間 後期 

担当教員 ☆三宅 久雄 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 仏師快慶の生涯と作品 

到達目標 
快慶の造像活動と、技法や表現の変遷を把握する。快慶様式の形成、仏師活動の特色や宗教界

との関わりなどについて理解を深める。 

授業概要 

快慶は現存作品が群を抜いて多く、像内銘記・納入品、関連史料なども豊富である。快慶作品・資

料のすべてにわたり検討を加えていくとともに、当時の仏教の動向にも目を向ける。同時代に活躍

した運慶は天才の名をほしいままにしたが、快慶も独自の魅力を後世に伝えた。快慶様式の成

立・展開と、仏師としての生涯を丹念に辿ってみたい。 

授業内容 

1． 授業の要点と学習の仕方 

2． 平安時代末期の彫刻界 

3． 快慶の出自 

4． 無位時代前期の作品 

5． 大仏殿木彫巨像群の復興 

6． 重源と浄土教 

7． 別所における造像 

8． 東大寺南大門金剛力士像 

9． 法橋時代の作品 

10． 法眼時代の作品 

11． 阿弥陀来迎三尊 

12． 法然と浄土宗教団 

13． 快慶と運慶 

14． 快慶の後継者たち 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

鎌倉前期彫刻全般について予習するとともに、授業でスライドに写した作品は大型の美術書など

の図版で再確認しておくこと。奈良国立博物館の特別展「快慶」（4 月 8 日～6 月 4 日）を見ることを

勧める。 

評価方法 

・基準 
授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認） 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認の講評を最終授業内、またはポータルサイトの講義連絡上で行う。 

履修上の 

注意事項等 
美術史概論、日本彫刻史を履修していることが望ましい。 

テキスト 『適宜、資料を配布する。』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.文-593 cd:44503004  

科目名 美術史特殊講義（四） 期間 前期 

担当教員 ☆梶谷 亮治 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 日本仏教絵画史上の名品 

到達目標 わが国各時代の仏教絵画を中心とする優れた絵画を採り上げ、その美的価値を理解する。 

授業概要 

わが国の飛鳥時代、奈良時代、平安時代の仏教絵画を中心とする著名な絵画を鑑賞し、その表

現内容・表現様式、製作の文化史的背景、各時代における絵画史的意義をそれぞれ考察し、その

上で、わが国における美的伝統を考える。 

授業内容 

1． 天寿国繍帳(若草伽藍の壁画、飛鳥時代～奈良時代の工房組織について) 

2． 玉虫厨子の絵(朝鮮半島の美術、法隆寺金堂台座の絵・戯画、東京国立博物館白虎図など

について) 

3． 法隆寺金堂壁画(法隆寺金堂天蓋の絵、天井裏の戯画、上淀廃寺の壁画、勧修寺繡帳など

について) 

4． 長谷寺銅板法華説相図(飯降薬師堂の浮彫石像、古法華の石像、夏見廃寺・二光寺廃寺塼

仏、銅板押出仏などの図像について) 

5． キトラ古墳と高松塚古墳の壁画 

6． 薬師寺薬師如来像の成立(仏足跡図、四神図、葡萄唐草文などについて) 

7． 橘夫人厨子の絵(法隆寺金堂壁画、本薬師寺の瓦文様などとの関係について) 

8． 法隆寺五重塔塔本塑像の図像と太子信仰 

9． 聖徳太子信仰の美術(法隆寺金堂釈迦三尊像、四天王像、夢殿救世観音像、四天王寺の成

立について) 

10． 東大寺法華堂不空羂索観音像の成立(聖武天皇と東大寺前身寺院金鍾寺について) 

11． 東大寺大仏脇侍観音像、石山寺観音像(尼信勝と画師上楯万呂について) 

12． 『胎蔵図像』、来振寺五大尊像、奈良国立博物館十一面観音像について 

13． 聖徳太子勝鬘経講讃図の成立について 

14． 久能寺経、平家納経、信貴山縁起絵巻の成立について 

15． 今期のまとめと講評 

準備学習 

(予習・復習) 

近隣の博物館などで開催される仏教美術展の鑑賞、あるいは美術全集などを通じて日頃からわ

が国の古美術に親しんでいただきたい。授業後は関連の美術史料や歴史的文化史的背景につい

て、図書館等でさらに自習していただきたい。 

評価方法 

・基準 

授業に積極的に関わり、授業を良く理解していただくことが大切です。授業ごとに資料を配付いた

します。またテーマを定めてレポートを提出していただきます。(「平常点」と「試験に替わるレポー

ト」で評価します。) 

課題のフィードバ

ック方法 
講義の最終回に、今期のまとめとレポート等の講評を行います。 

履修上の 

注意事項等 
毎回出席をとります。 

テキスト  

参考書 
『奈良六大寺大観』 太田博太郎ほか 岩波書店 1968～ 

『大和古寺大観』 毛利久ほか 岩波書店 1976～ 

聴講の可否： ○



No.文-594 cd:44504000  

科目名 史料学特殊講義 期間 前期 

担当教員 吉川 敏子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 日本古代の馬と牧について考える 

到達目標 馬の利用や制度を題材として、史料学や考古学など複数の視角で思考する力を身につける 

授業概要 

馬の伝来からはじめて、律令国家による馬の統制や、制度の変遷などについて、史学や考古学

の先行研究もふまえつつ講義する。配付される資料や参考文献を用いて考察し、期末レポートと

してまとめることを課す。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 古墳時代における乗馬の伝来 

3． 記紀伝承 

4． 律令制の馬政担当官司 

5． 律令制の馬政 

6． 奈良時代の牧 

7． 律令制の変容 

8． 延喜式制の馬政 

9． 官馬の貢上と飼養 

10． 東国の牧 

11． 近畿の牧 

12． 河内国坂門牧 

13． 摂津国垂水牧 

14． 摂津国畝野牧 

15． 総括 

準備学習 

(予習・復習) 

授業で配付されたレジュメを読み直したり、紹介された参考文献を読むなどして、レポート執筆に

向けた学習を継続的に行うこと。なお、授業中に数度の質問アンケートを実施し、講師が回答する

機会を設けるので、毎回の授業の後に、意見や質問をピックアップしておくことがのぞましい。 

評価方法 

・基準 

期末レポートで評価する。出席状況を成績に反映させることはしないが、レポートでは史料を用い

て考察することを求めるので、受講や読書を通じて、史料の読解力や思考力を養っておくことが求

められる。 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートにコメントを付けて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
日本古代の史料を用いる。講義ではゆっくりと音読するが、ある程度の漢文の素養を必要とする。 

テキスト 『なし』    

参考書 『授業中に紹介する』    

聴講の可否： ○



No.文-595 cd:44505001  

科目名 保存科学特殊講義（一） 期間 後期 

担当教員 ☆片山 一道 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
「骨考古学」（考古学の遺跡で見つかる人骨資料の研究）と「身体史観」とで読み解く日本人の歴

史 

到達目標 

「日本人とはなにか」、および「どのように日本人は形成されたのか」について解説することで、「人

間の歴史とはなにか」について、知育の促進をはかる。同時に、埋蔵文化財たる古人骨資料の研

究資産価値について知り、保存法のノウハウを習得する。 

授業概要 

「骨考古学」について、講師みずからの研究例を紹介しながら、そのエッセンスを口述する。それら

の研究成果を題材にして、講師みずからが開拓した「身体史観」で日本人の歴史過程を読み解い

ていく。もちろん、古人骨研究の方法論についても概説する。きわめてオリジナリティの高い講義

である。 

授業内容 

1． 講義予定に関するガイダンス。目的と内容、進めかた、到達内容の説明 

2． 「骨考古学」とはなにか。「身体史観」とはなにか。 

3． 日本人の歴史、その 1： 旧石器時代人、いわゆる「明石原人」のこと。 

4． 日本人の歴史、その 2： 縄文人の実像を探る。 

5． 日本人の歴史、その 3： 縄文人の生活像を復元する。 

6． 日本人の歴史、その 4： 「弥生人」さまざま論。 

7． 日本人の歴史、その 5： 倭国の大乱の頃の日本列島人。 

8． 日本人の歴史、その 6： 藤の木古墳とキトラ古墳の被葬者像。 

9． 日本人の歴史、その 7： 江戸時代都市住民の実像。 

10． 日本人の歴史、その 8： 江戸時代都市住民に関する人口学的知見。 

11． 日本人の歴史、その 9： ガリヴァーのごとき現代日本人。 

12． 世界歴史遺産「ポンペイ」： 古人骨で探る火山災害の実態。 

13． 世界自然・歴史遺産「イースター島」： モアイ巨人石像の謎。 

14． 南太平洋のポリネシア人：彼らは何者で、どこから来たのか？ 

15． 授業のまとめ。学習の到達度確認。 

準備学習 

(予習・復習) 

講義を「聴く」、スライドや映像を「観る」、教科書を「読む」の三位一体方式で講義を進めるので、

下記の教科書、および参考書類で、予習・復習することを欠かさないでいただきたい。 

評価方法 

・基準 
平常点+授業中に実施する学習到達度確認（質問カードと筆記等による学力確認） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容や質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。学習到達度

確認は授業内やポータルサイト等で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

ほぼ毎回、パワーポイントでスライドを見せるが、項目を丸暗記することは必要ないので、細かな

内容にはこだわらないでほしい。項目を暗記するよりも、項目に慣れ親しむことに集中してほしい

からである。 

テキスト 
『骨が語る日本人の歴史』 片山 一道 筑摩書房（ちくま新書 1126） 2015 

『身体が語る人間の歴史 』 片山 一道 筑摩書房（ちくまプリマー新書 265） 2016 

参考書 
『骨からわかる日本人の起源』 片山 一道（監修） 宝島社 2015 

『骨考古学と身体史観』 片山 一道 敬文舎 2013 

聴講の可否： ○



No.文-596 cd:44505002  

科目名 保存科学特殊講義（二） 期間 前期 

担当教員 魚島 純一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
さまざまな保存科学の現場で行われている実例をもとに、現場における保存科学の実態について

学ぶ。 

到達目標 保存科学の現場で実際におこなわれている調査や研究の実態を理解する。 

授業概要 

保存科学の現場は、遺跡にはじまり、保存修復の工房や研究施設、博物館施設など多岐にわた

る。それぞれの現場で何が求められて、何が行われているのか、実例にふれながら、保存科学の

最前線について学ぶ。 

授業内容 

1． 保存科学の意義―社会が保存科学に求めるもの― 

2． 遺跡発掘現場での保存科学の役割（１）出土遺物の応急処理 

3． 遺跡発掘現場での保存科学の役割（２）遺跡・遺構の保存 

4． 文化財保存施設（博物館など）での保存科学の役割（１）展示・収蔵環境の整備 

5． 文化財保存施設（博物館など）での保存科学の役割（２）ＩＰＭ 

6． 文化財の科学調査の実際―赤色顔料の同定 

7． 文化財の科学的調査の実際―銅鐸（１）構造調査 

8． 文化財の科学的調査の実際―銅鐸（２）材質調査 

9． 文化財の科学的調査の実際―銅鐸（３）銅鐸を復元する 

10． 文化財保存技術としてのレプリカ 

11． 文化財保存のための新しい技術―デジタル技術の応用― 

12． 被災した文化財のレスキュー活動の実際（１） 

13． 被災した文化財のレスキュー活動の実際（２） 

14． なぜ文化財を保存するのか 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義で配布する資料や紹介する参考書を利用して、十分に事前・事後学習をすることが必要であ

る。 

評価方法 

・基準 
日常の授業態度および授業中に実施する学習到達度確認等により総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

出席表の裏に書かれた質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。最終授業時

に学習到達度を確認し、解答例の解説をおこなう。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.文-597 cd:44505003  

科目名 保存科学特殊講義（三） 期間 後期 

担当教員 今津 節生 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 文化財を活用した防災・減災と保存 

到達目標 
文化財を活用した防災・減災を目指すと共に、研究成果を市民の防災・減災意識の向上に役立て

る。 

授業概要 

近い将来に懸念される巨大災害に備えて、これまでの災害によって被災した文化財の修復を通し

て地域の文化の復興を目指す。また、文化財や遺跡に残る災害の痕跡を市民の防災・減災意識

の向上に役立てる。 

授業内容 

1． ガイダンス  文化財と減災・防災の関連する関係と研究の理念について 

2． 巨大災害で被害を受けた文化財を救う 

3． 被害を受けた文化財を救うための方法 被害状況の確認と生物被害 

4． 被害を受けた文化財を救うための方法 凍結保存による劣化防止 

5． 被害を受けた文化財を救うための方法 真空凍結乾燥 

6． 東日本大震災で行われた文化財保存 

7． 過去の巨大災害を知る  遺跡に残る津波痕跡 

8． 過去の巨大災害を知る  遺跡に残る地震痕跡 

9． 過去の巨大災害を知る  文化財に残る災害痕跡 西日本 

10． 過去の巨大災害を知る  文化財に残る災害痕跡 東日本 

11． 地震考古学の成果と近未来に起こる巨大災害 

12． ハザードマップから探る自分の住む街の危険性とと文化財  九州・沖縄 

13． ハザードマップから探る自分の住む街の危険性とと文化財  中国・関西 

14． ハザードマップから探る自分の住む街の危険性とと文化財  中部・関東・東北・北海道 

15． まとめ  文化財の防災から探る「過去」「現在」「未来」 

準備学習 

(予習・復習) 

災害による文化財の被害や防災について、常に最新の情報に注視すること。自分が住む街を中

心に過去と現在の災害情報整理すると共に地域の文化財との関連について考えること。 

評価方法 

・基準 
事例発表の内容(50%)・期末レポートの内容（50%）による評価を行なう。 

課題のフィードバ

ック方法 

講義中の発表については、発表直後にコメントすると共に評価する。また、広く関連事項について

アドバイスする。 期末レポートは、添削のうえオフィスアワーに研究室にて返却する。 

履修上の 

注意事項等 

数多くの事例をもとに講義を行うので連続性が重要になる。 段階的な知識と経験が必要になる

ので、欠席しないこと。 

テキスト 『なし』    

参考書 『随時講義で紹介する』    

聴講の可否： ○



No.総-702 cd:56101600  

科目名 社会学基礎 期間 前期 

担当教員 吉村 治正 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 社会学の基礎知識の修得 

到達目標 
社会学の全体的なイメージをつかむことで、後期以降の社会学の各論科目および隣接諸社会科

学について学ぶための準備を整える。 

授業概要 

社会学とは、現実の社会の仕組みを解明し、社会問題の解決を目指す科学である。我々の生き

ている社会は決して理想社会ではあり得ない。実際の社会は貧困や犯罪、差別や不平等などの

様々な社会問題に満ちている。こうした諸問題を解決するために、現実の社会はいったいどのよう

な仕組みで成立しているのかを適切に理解しようというのが社会学の目標である。 

授業内容 

1． ガイダンス：社会学の基礎的な性格 

2． 社会化とパーソナリティ 

3． 行為と相互行為 

4． 社会集団の類型と機能 

5． ジェンダーと性 

6． 婚姻と家族 

7． 人口問題 

8． エスニシティと人種 

9． 逸脱と犯罪 

10． 国家と権力 

11． 組織の理論 

12． 農村と都市 

13． 社会成層 

14． メリットクラシー 

15． 資本主義の理論 

準備学習 

(予習・復習) 

毎回の授業を終える際に、B5 用紙 1 枚程度の事後学習課題（宿題）を配布する。この課題は次の

授業の際に回収する。 

評価方法 

・基準 

定期試験成績（70%）＋事後学習課題（30%）これ以外の要素（個人的事情を含む）は一切考慮しな

い。 

課題のフィードバ

ック方法 

提出された課題については学期末試験に先立って返却する。学期末試験の答案の返却を希望す

る者は、成績確定後のオフィスアワーに研究室まで来るように。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『社会学』 アンソニー・ギデンス 而立書房  

参考書  

聴講の可否： ○



No.総-703 cd:56102600  

科目名 文化人類学 期間 後期 

担当教員 芹澤 知広 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 文化人類学から見た世界の人々の生活と環境 

到達目標 
文化人類学の基本的な理論と方法を学び、日本と世界各地を理解し、地域調査を通じて地理的

事象を多面的・多角的に考察する方法を学ぶ。 

授業概要 

 文化人類学の基本的な理論と方法を講義する。文化人類学の方法上の特徴は、地理学・地誌

学と同様、地域調査を通じて、地理的事象を多面的・多角的に考察することにある。そのため、文

化人類学のフィールドワークの方法と、その成果として蓄積された世界各地の事例を多く紹介す

る。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． 人類学と地理学等の隣接諸科学との関係 

2． 人類学の下位分類と民族学、民俗学 

3． 「人種」と「民族」の概念 

4． 「文化」の概念 

5． 進化主義と伝播主義 

6． 機能主義 

7． 構造主義 

8． マリノフスキーとフィールドワークの方法 

9． フィールドワークの実際（集落調査の事例） 

10． 人間社会と環境、「経済」の概念 

11． 狩猟採集民の生活（アフリカ・サンの事例） 

12． 牧畜民の生活（アフリカ・ヌアーの事例） 

13． 農民の生活（アジア・ジャワの事例） 

14． 都市民の生活（アジア・香港の事例） 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
指定したテキストを用いた復習と次回授業の予習を必ず行うこと。 

評価方法 

・基準 
学期末に行う筆記試験（7 割）と、授業中に提出を要求する課題（3 割）とにもとづいて評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中に提出された課題について、適宜授業時間内に講評する。学期末に行った筆記試験につ

いて、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
指定したテキストを必ず購入し、毎回の授業時に必ず持参すること。 

テキスト 『文化人類学キーワード改訂版』 山下晋司・船曳建夫 有斐閣 2008 年 

参考書 『授業中に適宜紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.総-704 cd:56103400  

科目名 経済学 期間 後期 

担当教員 ☆横山 淳人 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 経済学的なものの見方や考え方を学ぶ 

到達目標 
経済学の基礎理論を理解すると同時に、その理論によって経済現象をどのように分析するのかと

いう応用能力を育成する。 

授業概要 

本科目は、経済学がどのような学問であるのかを学ぶと同時に、ミクロ経済学とマクロ経済学の基

礎を解説する。ただしミクロ経済学とマクロ経済学で、通常採りあげられる多くのトピックについて

一通り説明するのではなく、日常的な用語とは異なる意味を持つ経済学の用語を説明するなど経

済理論を理解するために必要な概念や論理を理解することによって、経済学的なものの見方や考

え方を学ぶ。 

授業内容 

1． 生産可能性曲線 

2． 需要曲線と供給曲線 

3． 需要と供給の変化 

4． 需要供給分析 

5． 費用 

6． 経済の限界概念 

7． 経済行動の基本原理 

8． 三面等価の原則 

9． 国民所得の決定 

10． 乗数理論 

11． 政府部門の導入 

12． インフレ・ギャップとデフレ・ギャップ 

13． 総需要管理政策 

14． 比較優位の原理 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
授業で配布するプリントをもとに復習し、理解を深めること。 

評価方法 

・基準 
平常点（30％）、最終授業時に実施する学習到達度確認（70％）によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認の講評は、ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

授業で用いるプリントと練習問題のプリントを配布する。練習問題の解説を行うことによって理解を

深めることにしたい。 

テキスト 『プリントを配布する』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.総-743 cd:56405000  

科目名 地域社会学 期間 後期 

担当教員 吉村 治正 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 都市・農村格差の理解 

到達目標 都市と農村の集団構成の違いに着目し、日本における社会問題の存在を再認識する 

授業概要 

現代日本は人口分布が極端に偏っており、都市は過密に農村は過疎に悩まされている。都会で

過密によって生じる問題、農村で過疎によって生じている問題、これらの対比を通じて現代日本に

おける社会問題を理解していく。講義形式。学期途中でレポート提出（1 回）を課す予定である。 

授業内容 

1． 集団構成の基本原理 

2． 産業化以前の都市の姿 

3． 都市への人口流入 

4． 人口移動と逸脱者問題 

5． 同心円発達理論 

6． 消えないスラム 

7． 脱落農民的都市階級の形成 

8． 中産階級コミュニティを夢見て 

9． グローバルシティと産業空洞化 

10． 過疎と過密 

11． 逸脱の新しい傾向 

12． 新しいエスニシティ問題 

13． 在宅介護と収容型介護 

14． コミュニティの再生か創出か 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
授業の度に予習用の課題を与えるので、次回の授業までに各自調べておくこと。 

評価方法 

・基準 
中間レポートおよび学期末試験 

課題のフィードバ

ック方法 

中間レポートは後日返却する。学期末試験の答案の返却を希望する者は、成績確定後のオフィス

アワーに研究室まで来るように。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『都市社会学入門』 松本康 有斐閣アルマ 2014 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.総-744 cd:56406000  

科目名 家族社会学 期間 前期 

担当教員 ☆中田 奈月 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 社会・家族・規範・ルール 

到達目標 
・家族をめぐるさまざまな社会現象を複眼的に捉えることができる。・家族をめぐるさまざまな社会

事象を社会学の概念を用いて説明できる。 

授業概要 
社会学の考え方を基盤として家族をめぐるさまざまな事象をとらえることを目的とする。家族をめぐ

り、私たちが暗黙のうちに従っているルールとは何か、そこに何があるのかを検討する。 

授業内容 

1． 家族（資料提示・講義） 

2． 家族（講義・ワーク） 

3． カップル（資料提示・講義） 

4． カップル（講義・ワーク） 

5． 結婚（資料提示・講義） 

6． 結婚（講義・ワーク） 

7． 出産（資料提示・講義） 

8． 出産（講義・ワーク） 

9． 子ども（資料提示・講義） 

10． 子ども（講義・ワーク） 

11． 大人（資料提示・講義） 

12． 大人（講義・ワーク） 

13． 年齢（資料提示・講義） 

14． 年齢（講義・ワーク） 

15． 家族とつながり 

準備学習 

(予習・復習) 
報告のための事前準備をこなして授業に臨むこと． 

評価方法 

・基準 
ワーク(50 点) 毎回の振り返り(50 点) 

課題のフィードバ

ック方法 
毎回，ワーク及び振り返りの成果は評価したうえで当人に返却する． 

履修上の 

注意事項等 

体調不良等のためやむを得ず欠席する場合は次回授業日前日までに授業担当者に課題につい

て問い合わせること． 

テキスト 『資料提示』    

参考書 『その都度指示』    

聴講の可否： ○



No.総-745 cd:56407000  

科目名 産業社会学 期間 後期 

担当教員 ☆海老 良平 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
日本の企業とそこでの組織や労働の特徴的なあり方について、社会学的な立場から実態分析す

る。 

到達目標 
日本の産業社会に関して客観的・実証的な知見を得、将来従事すべき職業や労働に対して主体

的に研究できるようにすることを目標とする。 

授業概要 

本講義では、産業社会学の概念枠組と方法論を学史的に遡って確定した後に、サブテーマごとに

こうした特徴ある日本産業社会の実態を、歴史的・国際比較的に見てゆく。また、グローバル化の

中で、こうした日本的特質がどのように変容を迫られてゆくかについても展望する。 

授業内容 

1． 産業社会学とは何か 

2． 主要国産業社会の類型化 

3． 競争原理から見た日本産業社会の特徴 

4． 就職から見た日本産業社会の特徴 

5． 転職から見た日本産業社会の特徴 

6． 余暇活動の日本的特徴 

7． 給与から見た日本産業社会の特徴 

8． 女性雇用の日本的特徴 

9． 高齢者雇用の日本的特徴 

10． 非典型雇用の日本的特徴 

11． サービス経済化の日本的特徴 

12． コーポレート・ガバナンスと企業組織 

13． グローバル化・金融化の中の日本産業社会 

14． 歴史社会学的に見た「働くこと」の意味付け 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
将来どのような仕事・職業に就きたいかを考えて、その仕事・職業のことをよく調べる。 

評価方法 

・基準 

講義中に出した課題に対するコメント・小レポートの内容（30％）、期末定期試験（70％）の合計で

評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

各回の授業内の課題に対するコメント・小レポート及び質問については、次回以降の授業内で紹

介、反映させていく。試験については翌週で解答例を配布、解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書 
『「働くこと」を社会学する 産業・労働社会学』 小川慎一・山田信行・金野美奈子・山下充 有斐閣 

2015 

聴講の可否： ○



No.総-746 cd:56408000  

科目名 国際社会学 期間 後期 

担当教員 中原 洪二郎 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 国際社会の多水準分析 

到達目標 
国際社会を国家間の関係としてだけでなく他の社会集団や個人を含めた関係として理解し、自身

と世界の関わりを深く考察すること。 

授業概要 

主に(1)国家間関係としての国際社会(2)民族集団や企業、NGO など非国家間関係としての国際

社会(3)国際社会における「個人」の意味と役割、という 3 つの水準と、世界の(1)民族と文化(2)産

業・経済・労働(3)情報化、という 3 つの視点から、国際社会の構造を分析・検討する。 

授業内容 

1． ガイダンス:国際社会学が対象とするものは何か 

2． 国家というシステム: 国民国家とナショナリズム 

3． 人種・民族・エスニシティ 

4． 民族と文化 

5． 異文化接触と文化変容 

6． 文化相対主義と自民族中心主義 

7． 国際人口移動:奴隷制度の遺したもの(1) 奴隷輸入先の状況: アメリカとブラジル 

8． 国際人口移動:奴隷制度の遺したもの(2) 奴隷輸出元の状況: アフリカの歴史 

9． 国際人口移動:移民・外国人労働者 

10． グローバル化の理論と現実 

11． 国際経済格差(1) 格差はなぜ生まれるか 

12． 国際経済格差(2) 格差の解消は可能か 

13． 日本の産業・消費構造とグローバル化 

14． インターネットは世界を変えるのか 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
予習課題と復習課題を課す。 

評価方法 

・基準 
a=課題評価(40%)+最終レポート(60%)総合評価=a×(1-0.05×欠席数) 

課題のフィードバ

ック方法 

課題へのコメントおよび講義中の質疑口頭時間を設定する。レポートは、採点終了後、コメントを

付けた写しを返却するので掲示に注意すること。 

履修上の 

注意事項等 
課題提出をおろそかにしないこと。詳しくは第 1 回の講義で説明するので、必ず出席すること。 

テキスト 『適宜資料を配付する』    

参考書 『適宜資料を配付する』    

聴講の可否： ○



No.総-747 cd:56409000  

科目名 環境社会学 期間 後期 

担当教員 ☆山本 素世 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 環境問題の展開と環境社会学のアプローチ 

到達目標 
自然環境、生活環境などの環境問題と社会の多様な関係を社会学的な視点から捉えることを身

につける。 

授業概要 

環境社会学は、人間をとりまく環境と社会の相互関係に注目する社会学の分野であり、環境問題

の多様化、普遍化とともに広い領域で展開している。講義では、様々な時期や地域の環境に関わ

る課題、事象について、資料や事例を活用しながら、環境社会学のアプローチ、分析視点を解説

する。内容によって、奈良県下の事例、ワークショップ方式を取り入れる。 

授業内容 

1． 環境社会学とは 

2． 自然保護（１） 野生とは、自然保護の考え方 

3． 自然保護（２） 世界遺産と地域社会、 

4． 身近な自然（１） 里山、入会地 

5． 身近な自然（２） 生活と水 

6． 公害とゴミ問題 

7． NPO・NGO（１） NPO とは何か、系譜 

8． NPO・NGO（２） 市民活動、ボランティア 

9． 地域づくり（１） コミュニティ、地域組織 

10． 地域づくり（２） まちづくり活動 

11． 歴史的環境（１） 歴史的景観 

12． 歴史的環境（２） 伝統文化の保存と継承 

13． 開発、エネルギー問題 

14． 地球温暖化 

15． 授業の総括 

準備学習 

(予習・復習) 
テキストに目を通しておく。授業の内容をふりかえり、自分の関心を深め、広めておく。 

評価方法 

・基準 
授業への積極的な取り組みおよびミニレポート、定期試験（筆記） 

課題のフィードバ

ック方法 

定期試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で、公開する。授業中の発表に

ついては、担当教員がその場で、コメントし評価する。レポートやコメントシートの内容や質問、疑

問は、次回以降の授業に反映し適宜紹介していく。 

履修上の 

注意事項等 

授業の終了時に特定の課題についてのミニレポート、振り返りシートを提出してもらうことがある

（不定期） 

テキスト 『よくわかる環境社会学』 鳥越皓之・帯谷博明 ミネルヴァ書房 2009 

参考書  

聴講の可否： ○



No.総-748 cd:56410000  

科目名 情報社会学 期間 前期 

担当教員 ☆山口 智 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 現代の情報化社会における情報メディアと社会 

到達目標 
現代の情報社会について必要な知識を包括的に理解し、主体的に判断、行動する能力の獲得を

目標とする。 

授業概要 

これまでの情報メディアの歴史とメディア論について概観したうえで、様々な具体的事象を取り上

げながら、急速に発達し変化する現代のメディア・情報と、コミュニケーション、現代文化、社会、個

人との関係について検討していく。 

授業内容 

1． メディアと現代社会、現代文化 

2． 20 世紀型メディアの成立 

3． マスメディアの発達 

4． インターネットの成立と発達 

5． メディア論の諸相 

6． 広告と情報メディア 

7． インターネットの発達と現在 

8． 様々な情報のデジタル化と共有 

9． インターネットにおけるコミュニケーション 

10． メディアと身体 携帯電話からモバイル、スマートフォンへ 

11． 情報セキュリティとプライバシー 

12． インターネットと著作権 

13． 現実世界とヴァーチャルな世界 

14． メディアリテラシー 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

各回のトピックに関する情報を各自収集し、日常生活の自分自身の経験等と関連づけて考察して

おくこと。 

評価方法 

・基準 

授業時に指示する課題＋授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力

確認）によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

課題については、授業中に講評を行う。学習到達度確認は、e ラーニングの講義連絡上で講評を

公開する。 

履修上の 

注意事項等 

課題に関する連絡事項、参考資料の指示等に、eラーニングを利用するので、必ずeラーニングに

登録すること。 

テキスト 『使用しない』    

参考書 『適宜指示する』    

聴講の可否： ○



No.総-749 cd:56412000  

科目名 南アジア・西アジア社会論 期間 前期 

担当教員 ☆橘 健一 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 包摂する南アジア・西アジア、差異化する南アジア・西アジア 

到達目標 

①南アジアと西アジアの生活感覚は、日本とどう異なるのか理解する。②南アジア、西アジアの歴

史と社会の統合原理を植民地化の問題も踏まえつつ理解する。③近年のグローバル化の中で、

南アジア、西アジア的なものがどう生産され、流通しているのか理解する。 

授業概要 

南アジアと西アジアは、グローバル化以前から交流してきた歴史を持つが、今日では、それぞれヒ

ンドゥー教とイスラーム教という宗教的枠組が、表看板のようになっている。本講義では、そうした

宗教的な枠組におさまらない南アジア・西アジアの多様性を取り上げつつ、それらがどのように統

合されてきたのか（あるいは分割されてきたのか）、日本との違いや植民地化、グローバル化の問

題も踏まえつつ、検討する。 

授業内容 

1． 序論：南アジアと西アジア 

2． 社会と地域 

3． アラブ人と日本人 

4． インド人と日本人 

5． インド人は議論好きなのか？ 

6． 古代文明は大河文明なのか？ 

7． アーリア人とは誰か？ 

8． バラモン教と真実 

9． 仏教、ジャイナ教と人間 

10． ヒンドゥー教とカースト 

11． イスラーム文明と多宗教世界 

12． インドの成立、アラブの成立 

13． 植民地化と独立運動 

14． 南アジアの暴力、西アジアの暴力 

15． 全体のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
授業時間に文献等を紹介する。 

評価方法 

・基準 
授業時間中の提出物と小テストにより評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
小テスト及び課題は、当該授業時内か次回授業時に講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『なし』    

参考書 

『議論好きなインド人』 アマルティア・セン 明石書店  

『ようこそアラブへ』 ハムダなおこ 国書刊行会  

『ホモ・ヒエラルキクス』 ルイ・デュモン みすず書房  

聴講の可否： ○



No.総-753 cd:56419000  

科目名 民事法概説 期間 前期 

担当教員 ☆加藤 敬介 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
社会における私人（しじん）間の法的な関係を規律する民法および民事関連法における様々な法

的問題と法制度 

到達目標 
市民社会を規律し、社会生活の基礎となっている「法」のうち、私人間に適用される民事法分野を

対象として、そこにおける法的問題、各種の基本的法制度について理解を深める。 

授業概要 

現代社会を取り巻く各種の法律や制度を解説しながら、とくに、民事法といわれる分野を概観す

る。学んだ法的知識・枠組みをもって、社会において様々な立場や利害関係を有する当事者間に

生じ得る各種の（民事）法的問題を理解し、それらの問題に対して種々の法制度を適用しながら一

定の解決へと導くことができる法的な視点を習得する。法の基本を体得できるよう、以下のような

項目について、順次見ていく予定です。 

授業内容 

1． ガイダンス、法とは何か 

2． 司法、裁判制度 

3． 公法と私法、実体法と手続法、各種の法律 

4． 民事紛争、民事訴訟 

5． 民法とは何か、民法の基本原理 

6． 権利主体としての人・法人 

7． 物、物権と債権 

8． 契約の成立と有効要件 

9． 各種の契約 

10． 債権の担保 

11． 不法行為 

12． 各種の不法行為 

13． 家族と法 

14． 横断的検討 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

特定のテキストは使用せず、各回の授業時にレジュメないし資料を配布します。毎回、ある程度先

の分までプリント類をお配りする予定ですので、事前及び事後に目を通し検討するようにしてくださ

い。 

評価方法 

・基準 

最終授業時に実施する学習到達度確認（筆記による学力確認）の成績を主として、小テストを含

めた、授業に関する平常点（2～3 割程度）を加味し、総合的に評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

小テストを行った場合は、当該授業時または次回以降の授業時に解説・講評を行います。また、

学習到達度確認については、最終授業内で講評を行います。 

履修上の 

注意事項等 

［準備学修（予習・復習）］の欄にも記しましたように、テキストは特に指定せず、テキストに代わる

レジュメおよび資料を基本的に毎回配付しますので、極力出席を心がけて履修してください。 

テキスト 『担当者よりプリントを配布。』    

参考書 『必要に応じて適宜指摘します。』    

聴講の可否： ○



No.総-754 cd:56421000  

科目名 国際政治学概説 期間 後期 

担当教員 ☆戸田 真紀子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 21 世紀の国際社会が直面する問題の解決策を考える 

到達目標 
国際社会に対する認識を高め、現在世界で起こっている様々な事象の背景・原因・現状・将来の

展望を説明できるようにする。 

授業概要 

21 世紀になっても、貧困、紛争、HIV/エイズ、地球温暖化など、国際社会は多くの問題に直面して

います。「人間の安全保障」という概念が登場したのは、これらの問題に対して、国家が国民を守

ることができない、もしくは、守ろうとしない状況がでてきたからです。この講義では、欧米中心の

「上からの視線」で国際政治をみるのではなく、草の根の人びとの立場から「下からの視線」で国

際政治を論じ、国際協力を考えていきます。 

授業内容 

1． 国際政治の基礎知識１（国際連合） 

2． 国際政治の基礎知識２（歴史：第１次世界大戦～） 

3． 国際政治の基礎知識３（歴史：第２次世界大戦終結後～） 

4． 国際政治の基礎知識４（歴史：インドシナ紛争～旧ユーゴ内戦） 

5． フィリピン概説 

6． 第 1 章 フィリピンの政治に変化は見られるのか？ 

7． アフリカの紛争 

8． 第 2 章 アフリカは多民族国家が多いから紛争が多いのか? 

9． 第 11 章 子ども兵士をなくすためには?―武力紛争下の子どもを考える 

10． 第 13 章 国連は平和の実現にいかに貢献できるか?―国内紛争に対する国連の役割の考

察を通じて 

11． 第 12 章 援助は本当に役立っているか?―途上国で進むガバナンス改革の光と影、そして日

本にできること 

12． 第 6 章 国際的な格差はなくせるか？ 

13． 第 10 章 地球規模問題を解決するには？－グローバル・タックスの可能性― 

14． 途上国が必要としている援助の事例 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
中学歴史・公民の内容は最低限理解しておいて下さい。新聞は、毎日、読みましょう。 

評価方法 

・基準 
講義内での課題 40％、学習到達度確認 60％ 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの質問については、次回の授業で回答します。小テスト・課題は、次回の授業で講

評を行います。最終授業時に学習到達度確認を実施し、解答例を示して解説を行います。 

履修上の 

注意事項等 
私語厳禁。教科書は毎回事前に読んで疑問点を見つけておいてください。 

テキスト 『国際社会を学ぶ』 戸田真紀子・三上貴教・勝間靖(編) 晃洋書房 2012 年 

参考書  

聴講の可否： ○



No.総-755 cd:56422000  

科目名 ジェンダーとライフコース 期間 後期 

担当教員 ☆吉本 康子 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 身近な事象からジェンダーを読み解く力を身につけ、自分の生き方について考える。 

到達目標 
「性別」という概念の多様性について理解し、身近な事象からジェンダーを読み解く力を身につけ、

現代社会における自分の生き方について多角的に考える力を養う。 

授業概要 

私たちが当たり前と考えがちな「性別」という概念の多様性について学び、教育、メディア、家族、

労働など身近な事象にあるジェンダー（社会的・心理的・文化的な性別）を読み解いていく。授業で

は、現代の日本社会に生きる自分の周辺にあるジェンダーとその課題や問題、そして、自分が一

生の間にたどるライフコースについて、受講生が主体的に学ぶために適宜課題を課す。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 性別とは何か：ジェンダーとセクシュアリティ 

3． 「男らしさ」「女らしさ」とは①遊びとジェンダー 

4． 「男らしさ」、「女らしさ」とは②メディアとジェンダー 

5． 多様な性の世界 

6． 教育とジェンダー 

7． 結婚とジェンダー 

8． 家族をめぐる問題とジェンダー 

9． 労働・雇用問題とジェンダー 

10． 出産・育児とジェンダー 

11． 病気とジェンダー 

12． エイジングとジェンダー 

13． ジェンダーとライフコース①人生設計を考える 

14． ジェンダーとライフコース②様々な生き方とロールモデル 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

次回の授業で必要となる課題を課す場合があるので、授業中に指示する資料や教材を用いて取

り組むこと。 

評価方法 

・基準 

課題（コメントシート、レポート）の提出、出席等を前提とする受講態度 50%、授業中（最終授業等）

に実施する学習到達度確認（筆記などによる学力確認）50%に基づいて評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

課題（コメントシート、レポート）の内容は次回以降の授業に反映し、適宜講評、返却を行う。また、

期間内に実施する学習到達度確認（筆記などによる学力確認）は、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『適宜資料を配布する』    

参考書 『適宜資料を配布する』    

聴講の可否： ○



No.総-756 cd:56423000  

科目名 企業倫理と消費者 期間 後期 

担当教員 領内 修 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 

ワールドコムやエンロン、偽ＬＩＢＯＲの THE CITY と燃費偽装の VW 、オリンパスや東芝と立て続

けに起こる企業倫理欠如問題、ブラック企業に過剰残業事件、消費者も騙され続ける世界が拡が

っている。それを見よう。 

到達目標 
何が騙しの根源か？利益至上主義なのか、人間性の欠如なのか？かつての性善説から性悪説

へ、事態はデジタル化・ネット化でより一層、一瞬に破滅につながる 

授業概要 

個人の倫理観の喪失は企業倫理の喪失となり、膨大なシステムはバグすら見えない事態を起こし

ている。『修身・斉家・治国・平天下』を再興する必要があるが、ナノ秒を争う詐欺が横溢し出してい

る。君たちが生きる近未来の為にもその実情をきちんと把握しよう。 

授業内容 

1． 企業倫理 

2． 倫理観の喪失 

3． 日本企業の不祥事 

4． 海外企業の不祥事 

5． リーマンショクに見る不祥事 

6． ＣＳＲ・ガバナンス とは？ 

7． ＩＳＯ２６０００・ＥＩＣＣ 

8． ＣＳＲ経営の推進 

9． コーポレート ガバナンス コード 

10． スチュアード コード シップ 

11． 内部統制 

12． 電子機器に見る翻弄される消費者 

13． 内部通報 

14． ブラック企業 

15． 利益追求と格差拡大を考える 

準備学習 

(予習・復習) 

授業時間中に 『自分なら、こういう場合 どう経営判断、経営戦略するか？』の質疑応答を行う。

次週までに簡単な修正も可能。 

評価方法 

・基準 

授業態度・参加度３０％、各授業時の質疑応答ディベートに３０％、終了時点でのレポート（６００字

前後）に４０％ 計１００％ 

課題のフィードバ

ック方法 
電子メールでﾚﾎﾟｰﾄへの回答を付す。 

履修上の 

注意事項等 
通常はＰＣによるプロジェクト投影をする（必要に応じてプリント配布） 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.総-757 cd:56425000  

科目名 応用倫理学概説 期間 後期 

担当教員 丸田 健 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 現代倫理学の基礎と諸問題 

到達目標 
倫理学の基本的な概念・視点を理解し、道徳的諸問題について、複数の角度から考える基礎を身

に付ける。 

授業概要 

日常生活や現代社会に見つかる、多様な倫理的・道徳的問題がある。例えば「人を救うために悪

を犯してよいか」や「大勢を救うために個人を犠牲にしていいか」といった問いである。こういった身

近な問いから出発し、医療問題や環境問題などの応用的問題へも視野を広げ、そのプロセスで道

徳の基本的な視点・概念を学習する。 

授業内容 

1． 人を助けるための嘘は許されるか 

2． 10 人を救うために一人を殺すことは許されるか 

3． 10 人の重病患者に対し薬が一人分しかないとき、誰に渡すか 

4． エゴイズムに基づく行為は必然的に道徳に反するか 

5． 幸福の計算はどうすればできるか 

6． 判断能力の判断は誰がするか 

7． 事実命題から価値命題を導くことはできないか 

8． 正義の原理はどうやって決まるのか 

9． 思いやりだけで道徳の原則はできるか 

10． 正直者が損をすることはいかに回避できるか 

11． 他人に迷惑をかけなければ何をしてもいいか 

12． 貧しい人を助けるのはそうでない人の義務か 

13． 私たちは未来の人間に義務を負うか 

14． 正義は時代で変るか／科学の発達に限界を定めるべきか 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

事前にテキストに目を通し、授業後、再読する。分からないことは、自ら調べたり教員に質問したり

すること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（60%程度）と平常点（40%程度）を合わせて評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認の結果へのコメントは、ポータルサイト等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
教科書は最初からすべてを理解しようとせず、まず大意をつかむようにすること。 

テキスト 『現代倫理学入門』 加藤尚武 講談社 1997 

参考書  

聴講の可否： ○



No.総-758 cd:56427000  

科目名 心理学概説 期間 後期 

担当教員 ☆中川 由理 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 心理学の基礎知識を学び、人間の行動のメカニズムを理解する 

到達目標 人の心について、科学的な理解をする力を身につけることを目標とします。 

授業概要 

授業では、心理学的な考え方をするための基本的な心理学のテーマを取り扱う。まず、心理学を

定義し、その歴史的背景を解説した上で、人間の様々な考え方・態度・行動が形成・維持・変容す

る過程についての基礎的な理論について講義する。具体的には感覚・知覚心理学、発達心理学、

認知心理学、学習心理学、社会心理学、臨床心理学の主要なトピックを概説する。 

授業内容 

1． イントロダクション：心理学の定義 

2． 心理学の歴史・心理学研究法 

3． 感覚・知覚 

4． 記憶 

5． 学習と動機付け 

6． 感情 

7． 発達 

8． 思考・言語 

9． 知能 

10． 性格 

11． 社会的自己 

12． 社会的影響 

13． ストレスと反応 

14． 不適応と心理的援助 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 
授業で学んだことを振り返り、日常生活について心理学的に考察し、関心を広めること。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（70％）と授業時に実施する小レポートおよび授業への参加度（30％）により評価

する。 

課題のフィードバ

ック方法 

学習到達度確認答案の講評を e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。小レポート

の内容などは、次回以降の授業に反映し、適宜紹介・返却する。 

履修上の 

注意事項等 
他の受講生に迷惑をかける行為は固く禁じます。 

テキスト 『指定せず、資料を配付する』    

参考書 『図説現代心理学入門四訂版』 金城辰夫（監修） 培風館 2016 

聴講の可否： ○



No.全-798 cd:60015100  

科目名 人文地理学概論 I 期間 前期 

担当教員 三木 理史 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
グローカル時代における地歴科授業に資する知識と現代人に求められる教養としての人文地理

学の基礎の習得 

到達目標 
人文地理学の基礎的知識の整理と習得を行いながら、授業における地図教材の活用などについ

ての理解を深めるとともに、状況をみてフィールドワーク指導のあり方などについても実演を行う。 

授業概要 

教職課程に必要と考えられる人文地理学に関わる基本的知識を、できるだけ幅広く、かつわかり

やすく講義することを目標とする。そして、テキストにしたがって、受講生の地理的知識の内容に

合わせて講義を進める。 

授業内容 

1． 地理学とは何か・概説編 

2． 地理学とは何か・特論編 

3． 身のまわりの風景・日本編 

4． 身のまわりの風景・世界編 

5． フィールドを歩いて地域を調べる・日本編 

6． フィールドを歩いて地域を調べる・世界編 

7． 環境の変化と高潮被害・概説編 

8． 環境の変化と高潮被害・特論編 

9． 人口の地理学・概説編 

10． 人口の地理学・特論編 

11． 日本の産業に何が起きているか 

12． 都市とは何か 

13． 観光・余暇の地理学 

14． 人とモノの流れ 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習では各回の教科書該当頁を熟読しておくこと。また、事後学習では授業中に指示した参

考文献を図書館等で調べて、知識の定着を図る努力をすること。また授業は一定の進度を確保す

るためにプリントを用いて進めるため、原則として文章による板書は行わない。またプリントをもら

い損ねた場合は e-learning から PDF ファイルを取得すること。 

評価方法 

・基準 

期末試験(50 点前後)と平常点を合計して 100 点で評価する。３分の２以上の出席を受験条件とす

る。平常点は当日の授業内容への感想、質問などを書いてもらうことで評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期末試験答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する。毎時間書いても

らっている小レポートは翌週までに一読して、必要と思われるものについてはコメントする。但し受

講生が返信を望む場合について mikim@daibutsi.nara-u.ac.jp へ、授業科目名、学籍番号、氏名を

書いて送信すること。 

履修上の 

注意事項等 

授業には高校程度の「地図帳」を必ず持参することを望むが、情報化の進んだ状況を考慮すれば

スマートホンやタブレットで電子地図を適宜参照することも認める。また、教室での地図提示も可

能な限り電子地図にする予定である。 

テキスト 『現代地理学入門―身近な地域から世界まで―  』 高橋伸夫ほか編 古今書院 2005 年 

参考書  

聴講の可否： ○



No.全-799 cd:60015200  

科目名 人文地理学概論 II 期間 後期 

担当教員 ☆角 克明 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 都市（集落）と交通をテーマとして、人文地理学を考える。 

到達目標 人文地理学的な考え方・ものの見方の習得をめざす。 

授業概要 

この講義では、都市（集落）と交通をテーマに人文地理学的視点を学ぶ。授業計画は以下のとお

り。まず最初に、地理学や人文地理学の概要を学習したうえで、事例としておもに上記テーマをと

りあげる。教職課程においては中学校や高等学校で教授するための「地理的な基礎」を学ぶ。な

お、授業計画には未記載であるが、地形図の読図などの地理的技能に関する取り組みも実践す

る。最終的には、基礎的な知識だけではなく、人文地理学的な考え方・ものの見方の習得をめざし

たい。 

授業内容 

1． オリエンテーション【必ず出席すること！】 

2． 地理学とはなにか？ 「地域」や「環境」を説明できますか？ 

3． 人文地理学とはなにか？ 地理学の体系から学ぶ 

4． 都市の地理学・序説 「集落」と「都市」と「村落」のちがいは？ 

5． 都市の地理学（１） 都市をみる視点 

6． 都市の地理学（２） 都市の発展 ―日本の諸都市のルーツを探る― 

7． 都市の地理学（３） 都市の発展段階 ―都市化からはじまる物語― 

8． 都市の地理学（４） 都市の発展段階 ―大都市中心部でおこっていること― 

9． 都市の地理学（５） 都市の内部構造論 ―大都市のしくみ― 

10． 交通の地理学・序説 「交通」って何だろうか？ 

11． 交通の地理学（１） 現代の交通体系と交通機関の長所・短所 

12． 交通の地理学（２） わが国の交通輸送 

13． 交通の地理学（３） 陸上交通 ―鉄道と自動車― 

14． 交通の地理学（４） 水上交通と航空交通 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

各回テーマに関して、前もって手近な情報源から予習をこころみ、授業後には必ずその内容を復

習すること。不明点は、必ず担当者に質問すること。 

評価方法 

・基準 

最終回に実施する学習到達度確認（筆記による講義内容の理解度）で評価する。ただし、講義時

に指示する簡単な課題の成果や受講態度等を加え、総合評価する場合がある。※詳細は第１回

目の講義時に説明する予定であるため、必ず出席してきくこと。 

課題のフィードバ

ック方法 
最終回に実施する学習到達度確認の終了後、内容に関する講評を行う予定である。 

履修上の 

注意事項等 

講義には単に出席しているだけではなく、講義内容の理解が求められる。なお、配付プリントはや

むを得ず欠席する場合、友人に依頼して確保してもらうか、コピーさせてもらうなど、必ず入手する

こと。また、講義時の長時間退出や無断早退、大幅な遅刻、あらゆる不正行為には厳正に対処す

る。また、シラバスをよく読み、担当教員からの連絡事項などはききもらすことのないように十分注

意し、不利益が生じないようにすること。 

テキスト 
『必要に応じてプリントを配付。※【注意】プリントは基本的に次回以降の講義で再配付しないが、

余分がある場合に限って提供する。』    

参考書 『参考書等は必要に応じて講義時に紹介・指示する。※『地図帳』を持参することが好ましい。』    

聴講の可否： ○



No.全-800 cd:60015600  

科目名 自然地理学概論 I 期間 後期 

担当教員 ☆辰己 勝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 日本とアジアを中心とした自然環境と人間生活 

到達目標 身近な地域の地形の形態と形成過程、およびその変遷を理解することを到達目標とする。 

授業概要 

自然地理学の主要分野である地形学の研究成果をもとに、日本とアジア各地の地形環境と人間

の関わりを中心に考察する。おもな事例地域として大阪平野、京都盆地、近江盆地、南九州、朝

鮮半島、台湾、中国西南地方、東南アジア、南アジア、西アジア、アフリカの特徴的な地形を取り

上げる。テキストをもとに進めるが、地形を身近なものとしてとらえられるように、作業的学習も取

り入れる。 

授業内容 

1． 自然地理学の研究課題と研究成果 

2． 世界の大地形と日本の地形の特色 

3． 近畿地方の地形と災害の特徴 

4． 大阪平野の地形の形成過程 

5． 河内平野の形成と大和川の付け替え 

6． 京都盆地の河川の変遷と地形形成 

7． 琵琶湖湖岸の平野地形の特徴 

8． 南九州の火山の形成と災害対策 

9． 台湾と朝鮮半島の地形・気候の相違 

10． 中国西南地方の高原、山岳地形の形成 

11． タイの平野地形と産業の特徴 

12． マレー半島の地形とインドネシアの火山・断層地形 

13． インドの平野地形と古代文明、スリランカの海岸地形と津波災害 

14． 西アジアの乾燥地形と東アフリカ地溝帯の形成 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

予習として、テキスト・地図帳を用いて授業で取り上げる地域についての概要を把握しておくこと。

復習としては、授業で重点的に解説した事項をまとめておくこと。 

評価方法 

・基準 

授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認、80％）、課題への取り

組み（20％）を基準に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

この講義は単独で受講できるが、自然地理学概論Ⅱと合わせて受講すると、さらに理解が深ま

る。毎時、高校等で使った地図帳を持参すること。 

テキスト 『図説 世界の自然環境』 辰己 勝 古今書院 2013 

参考書 

『大学テキスト 自然地理学上巻・下巻』 大山正雄・大矢雅彦 古今書院 2004 

『図説 世界の地誌 改訂版』 辰己 勝・辰己眞知子 古今書院 2016 

『写真地理を考える』 原 眞一 ナカニシヤ出版  

聴講の可否： ○



No.全-801 cd:60015700  

科目名 自然地理学概論 II 期間 後期 

担当教員 ☆辰己 勝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 世界各地の自然環境と人間生活 

到達目標 世界各地の地形の形態や形成過程を理解し、人間生活との関係を把握できるようにすること。 

授業概要 

この講義では地形学の研究成果のうち、世界各地の地形や気候と人間生活との関わりを中心に

解説する。取り上げる地域は、ヨーロッパ、アングロアメリカ、ラテンアメリカ、それにオセアニアで

ある。各地の特徴的な自然景観について、テキストの記載をもとに進める。毎時映像を用いて、自

然を身近に感じられるように工夫し、作業的学習も取り入れる予定である。 

授業内容 

1． 自然地理学の研究分野と世界の地体構造 

2． ヨーロッパの自然環境の特徴 

3． アルプス山脈とパリ盆地の地形 

4． アイスランドの火山地形と生活 

5． 北アメリカの地形と気候の特徴 

6． アメリカ西部の地形とソルトレークシティ 

7． ナイアガラ滝の変遷とカナダの氷河地形 

8． メキシコ高原の開発と環境問題 

9． ユカタン半島の地形とマヤ文明 

10． アンデス山中の古代文化とブラジル高原 

11． オーストラリアの自然と農業 

12． ニュージーランドの氷河と変動地形 

13． ハワイ島の火山地形 

14． ハワイ諸島の自然と開発・産業 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

予習として、テキスト・地図帳で授業で取り上げる地域について概要を把握しておくこと。復習とし

ては、授業中に特に詳しく説明した事項についてまとめておくこと。 

評価方法 

・基準 

授業中（最終授業等）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認、80％）、作業課題へ

の取り組み（20％）を基準として評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

この講義は単独で受講できるが、自然地理学概論Ⅰと合わせて受講するとさらに理解が深まる。

毎時、高校等で使った地図帳を持参すること。 

テキスト 『図説 世界の自然環境』 辰己 勝 古今書院 2013 

参考書 

『大学テキスト 自然地理学上巻・下巻』 大山正雄・大矢雅彦 古今書院 2004 

『写真地理を考える』 原 眞一 ナカニシヤ出版 2012 

『図説 世界の地誌 改訂版』 辰己 勝・辰己眞知子 古今書院  

聴講の可否： ○



No.全-802 cd:60016100  

科目名 地誌学概論 I 期間 前期 

担当教員 ☆関口 靖之 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ オセアニア、ニュージーランド 

到達目標 

１．地図の基本的な事項について理解するとともに、適切に利用することができる。２．オセアニア

の地域的特性を自然環境や歴史的背景から検討することができる。３．ニュージーランドの現状を

理解し、今後の変化の方向を検討する。 

授業概要 

世界の個々の地域を構成する自然的・人文的な事象が相互に関連して形成している地域の特性

を検討するのが地誌学である。本授業では地理学・地誌学の特性を概観した後、オセアニア、特

にニュージーランドを取り上げ、自然環境や歴史的都市・産業の景観を地図などで捉える。できれ

ば授業中に何回か簡単な作業を行いたい。 

授業内容 

1． 地理学と地誌学 

2． 世界の大陸と地域区分 

3． 世界地図の形成 

4． ユーラシアの特色 

5． ヨーロッパ州の特色 

6． アジア州の特色 

7． アフリカ州の特色 

8． 北アメリカ州の特色 

9． 南アメリカ州の特色 

10． オセアニア州の特色 

11． オセアニア州の自然環境 

12． オセアニア州の歴史的背景 

13． ニュージーランド北島の特色 

14． ニュージーランド南島の特色 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

地図で授業で取り上げる予定の各地の様子を把握・検討すること。授業の内容を整理し授業で取

り上げた場所や地名を地図で把握すること。具体的には地図帳などを準備し、授業で取り扱う地

域及びその周辺の位置や様子を把握すること。また、気が付いた事柄についての検討と、他地域

との比較などを授業の前後で考察し、各自で発展的に学習すること。 

評価方法 

・基準 

授業中の課題 30％、授業中（最終授業）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）

70％で総合的に評価。 

課題のフィードバ

ック方法 

基本的に次回の授業で各課題の解説を行う。試験期間終了後に学習到達度確認の要点と解説

を掲示板に掲示する予定。 

履修上の 

注意事項等 

授業に関係する文献や資料を各自で探す努力を求める。質問は歓迎する。シラバスはよく読むこ

と。また、欠席した授業の資料は渡さない。 

テキスト 『ほぼ毎回資料を印刷して配布する』    

参考書 『授業中に紹介する』    

聴講の可否： ○



No.全-803 cd:60016200  

科目名 地誌学概論 II 期間 後期 

担当教員 ☆関口 靖之 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 近畿地方 

到達目標 

１．地図の基本的な事項について理解するとともに、適切に利用することができる。２．日本の地

域的特性を自然環境や歴史的背景から検討することができる。３．近畿地方の現状を理解し、今

後の変化の方向を検討する。 

授業概要 

世界の個々の地域を構成する自然的・人文的な事象が相互に関連して形成している地域の特性

を検討するのが地誌学である。本授業では地理学・地誌学の特性を概観した後、日本、特に近畿

地方を取り上げ、自然環境や歴史的都市・産業の景観を地図などで捉える。できれば授業中に何

回か簡単な作業を行いたい。 

授業内容 

1． 地理学と地誌学 

2． 世界の地域区分とユーラシア 

3． 日本の位置と領域 

4． 日本地図の形成 

5． 日本の地域区分 

6． 九州地方の特色 

7． 中国・四国地方の特色 

8． 中部地方の特色 

9． 関東地方の特色 

10． 東北地方の特色 

11． 北海道地方の特色 

12． 近畿地方の特色 

13． 近畿地方の歴史的背景 

14． 近畿地方の都市と都市圏 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

地図で授業で取り上げる予定の各地の様子を把握・検討すること。授業の内容を整理し授業で取

り上げた場所や地名を地図で把握すること。具体的には地図帳などを準備し、授業で取り扱う地

域及びその周辺の位置や様子を把握すること。また、気が付いた事柄についての検討と、他地域

との比較などを授業の前後で考察し、各自で発展的に学習すること。 

評価方法 

・基準 

授業中の課題 30％、授業中（最終授業）に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）

70％で総合的に評価。 

課題のフィードバ

ック方法 

基本的に次回の授業で各課題の解説を行う。試験期間終了後に学習到達度確認の要点と解説

を掲示板に掲示する予定。 

履修上の 

注意事項等 

授業に関係する文献や資料を各自で探す努力を求める。質問は歓迎する。シラバスはよく読むこ

と。また、欠席した授業の資料は渡さない。 

テキスト 『ほぼ毎回資料を印刷して配布する』    

参考書 『授業中に紹介する』    

聴講の可否： ○



No.開-804 cd:60016600  

科目名 日本史 I 期間 前期 

担当教員 木下 光生 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 古代から現代にいたる日本史の理解を深める 

到達目標 
中学・高校の歴史・日本史教科書の内容を深く理解し、各時代の特徴を、長期的な目線と世界史

的な視野でとらえる。 

授業概要 

中学・高校で歴史を教えていくうえで、教科書の内容を深く理解しておくことは絶対条件である。本

講義では、現行および過去の中学・高校の歴史・日本史教科書を利用して、古代～現代における

各時代の政治、経済、文化の特徴を検討し、それが通史的・世界史的にもつ意味合いを考えてい

く。 

授業内容 

1． 講義の目的と進め方 

2． 国家の存立と国際承認①：倭国から律令国家への道と東アジア 

3． 国家の存立と国際承認②：国際承認「無関心」時代の到来～鎌倉幕府から江戸幕府へ 

4． 国家の存立と国際承認③：近代国家の領土拡張・侵略戦争と欧米列強承認 

5． 経済からみた日本史①：中国銅銭と中世日本の貨幣・商品経済 

6． 経済からみた日本史②：中世～近代の「自給」経済と「貨幣」経済 

7． 経済からみた日本史③：近現代日本における「小経営」の存在意義 

8． 管理貿易からみた日本史①：古代～中世における管理貿易の重要性 

9． 管理貿易からみた日本史②：近世の管理貿易＝「鎖国」の実態 

10． 管理貿易からみた日本史③：近現代国家と管理貿易 

11． 戦争からみた日本史①：古代・中世国家と対外戦争～対外緊張のなかの仏教伝来、白村江

の戦いとモンゴル襲来のもったインパクト 

12． 戦争からみた日本史②：東・東南アジアの軍事緊張と近世国家 

13． 戦争からみた日本史③：大規模戦争で血塗られた近現代国家 

14． 政治、経済、文化から、1～21 世紀の日本史と世界史をあらためて通観する 

15． 講義のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

中学・高校時代の日本史・世界史教科書をもっている人は、できれば手元に用意しておくこと。講

義内容は「鵜呑み」にせず、たえず批判的な姿勢で講義にのぞむこと。 

評価方法 

・基準 
期末レポート 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートの講評を、オフィスアワーに研究室でおこなう。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『毎回プリントを配布』    

参考書 『適宜紹介』    

聴講の可否： ○



No.開-805 cd:60016700  

科目名 日本史 II 期間 後期 

担当教員 河内 将芳 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 日本史の基礎知識 

到達目標 
中学校社会・高等学校地理歴史の教員免許取得に対応できる日本史の基礎的な知識を身につ

けることめざす。 

授業概要 

この講義では、中学校社会・高等学校地理歴史の教員免許取得に対応できる日本史の基礎的な

知識を身につけるため、主に高等学校の日本史の教科書に出てくることがらについて、その内容

を掘り下げて講義を展開する。資料・史料をもちいて、ことがらの具体的なようすを講義していく。 

授業内容 

1． 日本列島と日本人 

2． 古代国家の成立 

3． 貴族政治の展開 

4． 鎌倉幕府の成立 

5． 武家政治の展開 

6． 南北朝の内乱 

7． 室町幕府と地域社会 

8． 戦乱と民衆 

9． 信長・秀吉の天下統一 

10． 江戸幕府と諸藩 

11． 近世社会の展開 

12． 明治国家の成立 

13． 近現代の政治と社会 

14． 戦争と国民 

15． 戦後社会の推移 

準備学習 

(予習・復習) 

高校日本史教科書の内容をあらためて確認しておくこと、あるいは日本史の通史の書籍などを通

読しておく必要がある。 

評価方法 

・基準 
期末レポート(４００字詰め換算で１０～１５枚以上予定)で評価（９０％）。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内にレポートを課し、最終授業内で講評をおこなう。 

履修上の 

注意事項等 

日本史の教科書に出てくることがらがどのような文献史料によって語られているのか、具体的に

史料を読みつつ講義を行うので、受講生には史料をじっくりと読むという辛抱強さが求められる。 

テキスト 『なし』    

参考書 『なし』    

聴講の可否： ○



No.開-806 cd:60017101  

科目名 外国史 I（一） 期間 後期 

担当教員 ☆森田 憲司 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 文字と書写材料を通じた人類文化史 

到達目標 
世界諸地域での文字の出現と、それが具体的にどのような形のモノであってきたかの歴史を概説

することによって、人類の社会文化史の展開についての基礎知識を得る。 

授業概要 

モノを通じて見たアジアにおける文字文化、印刷文化の展開をタテ糸とし、同時代の西方世界に

おける文字、印刷文化を対比して述べていく。とくにそれらが各時代の社会・文化にどう関係し、ど

う影響したかに関心を置く。なお、かなり珍しいものを含めて、図版画像を多用する。文字とそれを

使うための人々の営みの蓄積を学ぶことによって、「書かれたもの」とかかわる姿勢についても学

んでほしい。 

授業内容 

1． 導入、「文字」、「書写材料」についての基礎的説明 

2． 漢字の出現と世界の古代文字 

3． 占いの文字と記録の文字：甲骨文字・金文と古代オリエントの文字 

4． 実用の文字、辞書の古体 

5． 書写材料と文字：木、竹、皮、粘土 

6． 文字を載せたモノ：金属器、印璽、貨幣その他 

7． 石に刻む：「石刻」の文化 

8． 紙の出現と千年旅行 

9． 印刷の起源諸説、附：活字の文化 

10． 印刷の文化と写本の文化 

11． 文字と諸民族の出会い 

12． 諸民族の文字 アジアを中心に 

13． 書物を残し、伝える 蔵書の文化と図書館 

14． プレスへ 近代の印刷文化 

15． まとめ、補遺 

準備学習 

(予習・復習) 

さまざまな地域や事項を扱うので、対象となった地域の歴史についての基礎的な知識を事前事後

に確認しておくこと。モノがテーマの授業であり、図版についても配布プリントや投影では不十分な

場合もありうるので、適宜紹介する参考文献で図版を見ておくこと。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認により（最終授業時、もしくはその 1 回前に実施）、必要な場合はレポートを加え

る。 

課題のフィードバ

ック方法 
最終講義時の最後に到達度確認の内容をまとめとして説明する。 

履修上の 

注意事項等 

教職に必要な科目でありかつ自由科目であるという二面性を持つが、担当者としてはただ単位を

取るためという姿勢で受講されることは望まない。今年度は学習到達度確認のやり方をこれまで

と変える。また、画像を見ていただきながらの授業になるので、受講態度に注意が必要。 

テキスト 『プリント使用』    

参考書  

聴講の可否： ○



No.開-807 cd:60017102  

科目名 外国史 I（二） 期間 後期 

担当教員 山口 育人 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 世界史のなかのヨーロッパ世界 

到達目標 

①世界史の大きな流れを、ヨーロッパ世界と外部世界との関係史を軸にしながら説明できる。②ヨ

ーロッパ世界を取り巻く各時代の世界状況における重要な歴史事項について授業内容に基づい

てまとめることができる。 

授業概要 

「カクテル」の由来や作り方を紹介するのが授業の目的ではない。中世以降、現代にいたるまでヨ

ーロッパ世界がアジアをはじめ外部世界といかなる関係を結んできたのかを概観する手がかりと

して「カクテル」を取り上げる。また、ある社会の歴史的展開が、「外部」との接触・交流によって影

響を受け、同時に影響を与えるものであることを理解する一つの例として「カクテル」を取り上げ

る。 

授業内容 

1． 授業の視角 

2． ヨーロッパの対外膨張の胎動 

3． 「ブラッディ―・メアリー」：宗教改革 

4． 「マンハッタン」：オランダの興隆 

5． 「モヒート」：「英仏第 2 次百年戦争」、環大西洋経済圏 

6． 「ギムレット」：産業革命 

7． 「B＆B（ブランデー＆ベネディグティン）」：アメリカ独立革命、フランス革命 

8． 「ジントニック」：東インド会社 

9． 「シンガポール・スリング」：パクス・ブリタニカ 

10． 「ダイキリ」：帝国主義時代 

11． 「サイドカー」：第一次世界大戦・戦間期 

12． 「ウイスキー・ソーダ」：第二次世界大戦 

13． 「ヴェスパー・マティーニ」：冷戦 

14． 「キューバ・リブレ」：脱植民地化 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 
事前学習：配布レジュメにある重要事項の下調べ事後学習：小テストに向けての復習 

評価方法 

・基準 
レポート（40％）／授業中に実施する学習到達度確認（筆記等による学力確認）（60％） 

課題のフィードバ

ック方法 
レポートならびに学習到達度確認の答案は、添削のうえ、オフィスアワーにおいて返却する。 

履修上の 

注意事項等 
高校時代に使用した世界史の教科書や図説があれば持参してください。 

テキスト 『特になし』    

参考書 
『イギリス帝国の歴史』 秋田茂 中央公論新社 2012 年 

『グローバル時代の世界史の読み方』 宮崎正勝 吉川弘文館 2004 年 

聴講の可否： ○



No.開-808 cd:60017202  

科目名 外国史 II（二） 期間 前期 

担当教員 ☆石田 信義 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ ヨーロッパ世界の社会・文化的歩みの源流および形成過程を探る 

到達目標 総合史的分析視点に立ってヨーロッパ文化圏の拡大と他地域との史的関連を理解する。 

授業概要 

世界の社会・文化的形成過程を総合史的に捉えることを目的とし、講義では、ヨーロッパの社会・

文化的諸相の時間的・空間的広がり、および、大航海時代に至る世界の一体化の動きを、主に地

中海を中心とした南欧文化圏の広がりを通して追及していく。世界が、一方では地域の独自性、

他方ではその枠組みをこえた多様な複合化によって形成された点を理解することにより、現代世

界理解のための政治・経済・社会・文化の学際的アプローチの視点を養う。 

授業内容 

1． 世界の風土的特徴と民族の多様性 

2． ヨーロッパ大陸の自然と文化的枠組み 

3． 地中海世界－海洋民族、点から線へ 

4． ギリシア・ローマ文明の興り、キリスト教文化圏の拡大 

5． ローマ帝国の興亡 

6． 民族の移動 

7． イスラム文明の開化 

8． ヨーロッパ・アフリカ・アジア諸文化の積層 

9． イスラム文明の開化 

10． 十字軍の遠征と都市の発達 

11． レコンキスタ－イベリア半島文化圏の拡大 

12． 大航海時代ー大西洋へのうねり 

13． 南北アメリカ大陸への植民と「ヨーロッパ」の拡大 

14． 膨張と対立 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

講義の進行に備えて、当該地域の地理および歴史の基礎知識を事前に整理しておくこと。授業中

に適宜紹介する参考文献を読み込んで講義内容を復習すること。 

評価方法 

・基準 

定期試験および受講態度に基づいて成績を総合判断する。ただし、出席回数が全回数の 3 分の 2

に満たない場合は、原則として定期試験は受けられない。 

課題のフィードバ

ック方法 
最終授業時に定期試験を実施し、解答例を配布及び解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 

講義内容のノート整理と配布資料のファイリングを常に心がけること。やむをえない欠席理由があ

る場合は、必ず事前に届け出ること。 

テキスト 『プリント配布』    

参考書 

『歴史とは何か』 E.H.カー 岩波新書 2003 年 

『南欧史』 井上幸治編 山川出版 1997 年 

『ヨーロッパとは何か』 増田四郎 岩波新書  

聴講の可否： ○



No.開-809 cd:60017501  

科目名 法学概論（一） 期間 前期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会における法の役割 

到達目標 
法律が多様な分野に関連していることを理解し、共通する法の基本的な考え方及び分野ごとのバ

リエーションを把握すること 

授業概要 
法律について、日常生活や社会現象との関わり、歴史的な経緯や判例などの紹介をはじめ、さま

ざまな視点から、概観する。 

授業内容 

1． 自己決定と法 

2． 消費生活と法 

3． 家族と法 

4． 医療と法 

5． 医療裁判事例 

6． 労働と法 

7． 労働裁判事例 

8． 企業と法 

9． 社会保障と法 

10． 治安と法 

11． 行政と法 

12． 司法と法 

13． 日本国憲法と法 

14． グローバル化と法 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた質問や疑問を、講義のときに、発言するこ

と。また、新聞などで日常報道される事件などについて、法律とどのような関連があるのかを考え

てみること。質問があれば、発言すること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認答案の結果を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布』    

参考書 

『新現代法学入門』 西谷敏・笹倉秀夫編 法律文化社 2002 

『労働法はぼくらの味方』 笹山尚人 岩波書店 2009 

『民法のすすめ』 星野英一 岩波書店  

聴講の可否： ○



No.開-810 cd:60017502  

科目名 法学概論（二） 期間 後期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会における法の役割 

到達目標 
法律が多様な分野に関連していることを理解し、共通する法の基本的な考え方及び分野ごとのバ

リエーションを把握すること 

授業概要 
法律について、日常生活や社会現象との関わり、歴史的な経緯や判例などの紹介をはじめ、さま

ざまな視点から、概観する。 

授業内容 

1． 自己決定と法 

2． 消費生活と法 

3． 家族と法 

4． 医療と法 

5． 医療裁判事例 

6． 労働と法 

7． 労働裁判事例 

8． 企業と法 

9． 社会保障と法 

10． 治安と法 

11． 行政と法 

12． 司法と法 

13． 日本国憲法と法 

14． グローバル化と法 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた疑問や質問を、講義のとき、発言すること。

また、新聞などで日常報道される事件などについて、法律とどのような関連があるのかを考えてみ

ること。質問があれば、発言すること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認答案の結果を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布』    

参考書 

『新現代法学入門』 西谷敏・笹倉秀夫編 法律文化社 2002 

『労働法はぼくらの味方』 笹山尚人 岩波書店 2009 

『民法のすすめ』 星野英一 岩波書店  

聴講の可否： ○



No.開-811 cd:60017503  

科目名 法学概論（三） 期間 後期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会における法の役割 

到達目標 
法律が多様な分野に関連していることを理解し、共通する法の基本的な考え方及び分野ごとのバ

リエーションを把握すること 

授業概要 
法律について、日常生活や社会現象との関わり、歴史的な経緯や判例などの紹介をはじめ、さま

ざまな視点から、概観する。 

授業内容 

1． 自己決定と法 

2． 消費生活と法 

3． 家族と法 

4． 医療と法 

5． 医療裁判事例 

6． 労働と法 

7． 労働裁判事例 

8． 企業と法 

9． 社会保障と法 

10． 治安と法 

11． 行政と法 

12． 司法と法 

13． 日本国憲法と法 

14． グローバル化と法 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた疑問や質問を、講義のとき、発言すること。

また、新聞などで日常報道される事件などについて、法律とどのような関連があるのかを考えてみ

ること。質問があれば、発言すること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認答案（筆記による学力確認）の結果を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布』    

参考書 

『新現代法学入門』 西谷敏・笹倉秀夫編 法律文化社 2002 

『労働法はぼくらの味方』 笹山尚人 岩波書店 2009 

『民法のすすめ』 星野英一 岩波書店  

聴講の可否： ○



No.開-812 cd:60018001  

科目名 政治学概論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆長澤 高明 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代日本の政治について理解し、問題点を探る。 

到達目標 
政治機構や選挙制度、政党について人に詳しく説明できるようになること。自分の意見をもてるよ

うになること。 

授業概要 

基本的にはテキストの目次に沿って解説するが、基礎概念についても説明する。中学社会・高校

公民の教科書も使って関連する項目について説明する。資料プリントも配付する。講義冒頭に時

事問題について解説する。 

授業内容 

1． 日本の政治文化（同調と競争） 

2． 日本の政治体制（憲法の特徴） 

3． 日本の政治体制とアメリカ（日本の外交政策・安保条約） 

4． 経済と政治の関係 

5． 戦後内閣史１（吉田、岸、佐藤、池田など） 

6． 戦後内閣史２（田中、中曽根、小泉、安倍など） 

7． 国家とは何か（カントリーとステートの違い） 

8． 議会主義の歴史（議会主義と議会制民主主義の違い） 

9． 選挙の仕組み 

10． 日本の選挙制度と投票分析（衆議院と参議院） 

11． 政党とは何か（包括政党、階級政党、宗教政党など） 

12． 戦後政党史（自民党、民主党、公明党、共産党など） 

13． 圧力団体・市民運動とは何か（日本経団連、連合など） 

14． メディアと政治 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 
前もってテキストを読んでくること。新聞を読んでくること。 

評価方法 

・基準 

最終授業で学習到達度を確認する（筆記）。基礎知識を正確に習得できているか、また政治制度

などを正確に説明できるかを確認する。出席が 6 割に満たないものは評価の対象としない。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終講義内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

日々、ニュースに接する習慣をつけること。わからない用語が出てきたら必ず辞書で確認する習

慣をつけること。 

テキスト 『入門 現代日本の政治』 長澤高明 学習の友社 2014 

参考書  

聴講の可否： ○



No.開-813 cd:60018002  

科目名 政治学概論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆長澤 高明 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代日本の政治について理解し、問題点を探る。 

到達目標 
政治機構や選挙制度、政党について人に詳しく説明できるようになること。自分の意見をもてるよ

うになること。 

授業概要 

基本的にはテキストの目次に沿って解説するが、基礎概念についても説明する。中学社会・高校

公民の教科書も使って関連する項目について説明する。資料プリントも配付する。講義冒頭に時

事問題について解説する。 

授業内容 

1． 日本の政治文化（同調と競争） 

2． 日本の政治体制（憲法の特徴） 

3． 日本の政治体制とアメリカ（日本の外交政策・安保条約） 

4． 経済と政治の関係 

5． 戦後内閣史１（吉田、岸、佐藤、池田など） 

6． 戦後内閣史２（田中、中曽根、小泉、安倍など） 

7． 国家とは何か（カントリーとステートの違い） 

8． 議会主義の歴史（議会主義と議会制民主主義の違い） 

9． 選挙の仕組み 

10． 日本の選挙制度と投票分析（衆議院と参議院） 

11． 政党とは何か（包括政党、階級政党、宗教政党など） 

12． 戦後政党史（自民党、民主党、公明党、共産党など） 

13． 圧力団体・市民運動とは何か（日本経団連、連合など） 

14． メディアと政治 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 
前もってテキストを読んでくること。新聞を読んでくること。 

評価方法 

・基準 

最終授業で学習到達度を確認する（筆記）。基礎知識を正確に習得できているか、また政治制度

などを正確に説明できるかを確認する。出席が 6 割に満たないものは評価の対象としない。 

課題のフィードバ

ック方法 
期間内に学習到達度確認を実施し、最終講義内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

日々、ニュースに接する習慣をつけること。わからない用語が出てきたら必ず辞書で確認する習

慣をつけること。 

テキスト 『入門 現代日本の政治』 長澤高明 学習の友社 2014 

参考書  

聴講の可否： ○



No.開-814 cd:60018501  

科目名 経済学概論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆二替 大輔 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 経済学の基礎：ミクロ経済学とマクロ経済学 

到達目標 
ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的な概念を理解する。学んだ知識を応用して現実経済を説

明，分析できる能力を身につける。 

授業概要 

本講義では，ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎理論を紹介します。前半は需要と供給の概念，

弾力性や市場の効率性といった経済学の基礎となるミクロ経済学の中心的考え方を学んでいきま

す。後半では，一国の経済を分析するマクロ経済学を学んでいきます。主要な概念である GDP，

物価，失業，為替レートについて学び，財政政策や金融政策といったマクロ経済政策について見

ていきます。理解度を深めるために，問題演習を実施します。 

授業内容 

1． 経済学とは何か 

2． 需要概念 

3． 供給概念 

4． 市場における需要と供給の作用 

5． 弾力性とその応用 

6． 需要，供給，および政府の政策 

7． 消費者，生産者，市場の効率性 

8． 外部性と市場の非効率性 

9． GDP の測定 

10． 物価水準の測定 

11． 失業 

12． 貨幣システムと中央銀行の役割 

13． 景気変動と財政政策 

14． 貿易収支と為替レート 

15． 授業まとめ（学習到達度確認） 

準備学習 

(予習・復習) 
テキスト，授業中の課題および講義ノートを使って復習してください。 

評価方法 

・基準 
最終授業での学習到達度確認（70%）と授業中の課題（30%）で評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中に実施した課題は採点し翌週に返却します。最終授業時に学習到達度確認を実施し，解

答例を配布および解説を行います。 

履修上の 

注意事項等 
新聞の経済欄を見て，現実経済の動向に関心を持ってください。 

テキスト 『マンキュー入門経済学（第 2 版）』 N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2014 

参考書 

『スティグリッツ入門経済学（第 4 版）』 ジョセフ・E・スティグリッツ&カール・E・ウォルシュ 東洋経済

新報社 2012 

『入門経済学第 4 版』 伊藤元重 日本評論社 2015 

聴講の可否： ○



No.開-815 cd:60018502  

科目名 経済学概論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆二替 大輔 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 経済学の基礎：ミクロ経済学とマクロ経済学 

到達目標 
ミクロ経済学とマクロ経済学の基本的な概念を理解する。学んだ知識を応用して現実経済を説

明，分析できる能力を身につける。 

授業概要 

本講義では，ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎理論を紹介します。前半は需要と供給の概念，

弾力性や市場の効率性といった経済学の基礎となるミクロ経済学の中心的考え方を学んでいきま

す。後半では，一国の経済を分析するマクロ経済学を学んでいきます。主要な概念である GDP，

物価，失業，為替レートについて学び，財政政策や金融政策といったマクロ経済政策について見

ていきます。理解度を深めるために，問題演習を実施します。 

授業内容 

1． 経済学とは何か 

2． 需要概念 

3． 供給概念 

4． 市場における需要と供給の作用 

5． 弾力性とその応用 

6． 需要，供給，および政府の政策 

7． 消費者，生産者，市場の効率性 

8． 外部性と市場の非効率性 

9． GDP の測定 

10． 物価水準の測定 

11． 失業 

12． 貨幣システムと中央銀行の役割 

13． 景気変動と財政政策 

14． 貿易収支と為替レート 

15． 授業まとめ（学習到達度確認） 

準備学習 

(予習・復習) 
テキスト，授業中の課題および講義ノートを使って復習してください。 

評価方法 

・基準 
最終授業での学習到達度確認（70%）と授業中の課題（30%）で評価します。 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中に実施した課題は採点し翌週に返却します。授業中に実施した課題は採点し翌週に返却

します。最終授業時に学習到達度確認を実施し，解答例を配布および解説を行います。 

履修上の 

注意事項等 
新聞の経済欄を見て，現実経済の動向に関心を持ってください。 

テキスト 『マンキュー入門経済学（第 2 版）』 N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2014 

参考書 

『スティグリッツ入門経済学（第 4 版）』 ジョセフ・E・スティグリッツ&カール・E・ウォルシュ 東洋経済

新報社 2012 

『入門経済学第 4 版』 伊藤元重 日本評論社 2015 

聴講の可否： ○



No.開-816 cd:60019001  

科目名 社会学概論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆水垣 源太郎 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 社会学の基礎 

到達目標 社会学の基本的な思考法と理論を概説する。 

授業概要 

社会学にはじめて接する人を想定して、身近なトピックをとりあげながら、その基本的な見方と応

用のしかたを解説する。この講義では社会学のさまざまなトピックのなかでも身近な話題を取り上

げて講義する。体系性をめざさない。 

授業内容 

1． オリエンテーション 

2． 「私」の誕生―自己概念 

3． 「私」の証―アイデンティティ 

4． 微笑の裏側―社会的場面と自己呈示 

5． アグネスに花束を―スティグマ 

6． 浪費するアメリカ人―準拠集団と相対的はく奪 

7． バージンロードの歩き方―贈答行動の社会学 

8． 予言の自己成就 

9． 話し合いは有益か―会議の社会学 

10． リーダーシップの社会学 

11． 近代化と社会変動 

12． 格差と不平等 

13． ジェンダーと家族 

14． 民族と文化 

15． 宗教の社会的特性 

準備学習 

(予習・復習) 
各回に配布する資料のうち「今回の要点」に基づいて事後学習を行うこと。 

評価方法 

・基準 
定期試験（70％）、授業内レポート（30％） 

課題のフィードバ

ック方法 
授業および e-learning システムを通じて行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『教科書は使用しない。毎回資料を配布する。』    

参考書 『授業時に紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.開-817 cd:60019002  

科目名 社会学概論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆水垣 源太郎 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 社会学の基礎 

到達目標 社会学の基本的な思考法と理論を概説する。 

授業概要 

社会学にはじめて接する人を想定して、身近なトピックをとりあげながら、その基本的な見方と応

用のしかたを解説する。この講義では社会学のさまざまなトピックのなかでも身近な話題を取り上

げて講義する。体系性をめざさない。 

授業内容 

1． オリエンテーション 

2． 「私」の誕生―自己概念 

3． 「私」の証―アイデンティティ 

4． 微笑の裏側―社会的場面と自己呈示 

5． アグネスに花束を―スティグマ 

6． 浪費するアメリカ人―準拠集団と相対的はく奪 

7． バージンロードの歩き方―贈答行動の社会学 

8． 予言の自己成就 

9． 話し合いは有益か―会議の社会学 

10． リーダーシップの社会学 

11． 近代化と社会変動 

12． 格差と不平等 

13． ジェンダーと家族 

14． 民族と文化 

15． 宗教の社会的特性 

準備学習 

(予習・復習) 
各回に配布する資料のうち「今回の要点」に基づいて事後学習を行うこと。 

評価方法 

・基準 
定期試験（70％）、授業内レポート（30％） 

課題のフィードバ

ック方法 
授業および e-learning システムを通じて行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『教科書は使用しない。毎回資料を配布する。』    

参考書 『授業時に紹介する。』    

聴講の可否： ○



No.開-818 cd:60019500  

科目名 哲学概論 期間 前期 

担当教員 丸田 健 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 哲学入門 

到達目標 哲学の諸議論を知り、哲学的思考の基本を理解する。 

授業概要 

哲学は、人間の普遍的な関心事について、根底から筋道立てて考えようとする。様々な論理的可

能性も考慮しつつ、理性を用いて問題を考える姿勢は、実生活でも役に立ちうる。授業では主に

近代以降の西洋哲学の展開を踏まえながら、心とは何か、他者とは何か、知識とは何か、等につ

いて、哲学の考え方を学ぶ。 

授業内容 

1． 導入 

2． 心身二元論 

3． デカルトの懐疑 

4． 「われ思う、ゆえにわれあり」 

5． 二元論の諸問題：心身問題 

6． 二元論の諸問題：外界の存在 

7． 二元論の諸問題：他者 

8． 哲学の進歩？ 

9． 言語論的転回 

10． 言葉の写像理論 

11． 言語ゲームという言語観 

12． 言語ゲームと非デカルト的心 

13． 知識の基礎づけ主義と世界像命題 

14． 魂に対する態度 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
事前準備は特に不要だが、授業後にはノート・資料を読み返し、理解を定着させること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（60%程度）と平常点（40%程度）を合わせて評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認の結果へのコメントは、ポータルサイト等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.開-819 cd:60020000  

科目名 倫理学概論 期間 後期 

担当教員 丸田 健 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 倫理学入門 

到達目標 道徳哲学の基本的な考えを知る。 

授業概要 
道徳的事象を複数の視点から理解し、関心をもって考えることができるようになるために、道徳教

育の歴史、およびメタ倫理、規範倫理、応用倫理の基本的諸事項・諸見解の解説をする。 

授業内容 

1． 導入 

2． 道徳教育の歴史：戦前 

3． 道徳教育の歴史：戦後 

4． 日本人の道徳観 

5． メタ倫理：主観主義 

6． メタ倫理：相対主義 

7． メタ倫理：利己主義 

8． 規範倫理：功利主義 

9． 規範倫理：義務論 

10． 規範倫理：義務論（補足） 

11． 規範倫理：徳倫理 

12． 応用倫理：生命倫理学 

13． 応用倫理：臓器移植 

14． 応用倫理：パーソン論 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
事前準備は特に不要だが、授業後にはノート・資料を読み返し、理解を定着させること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（60%程度）と平常点（40%程度）を合わせて評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認の結果へのコメントは、ポータルサイト等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ○



No.開-820 cd:60020501  

科目名 宗教学概論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆加藤 希理子 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 世界の諸宗教 

到達目標 

人間と宗教の関わりは、きわめて長い歴史を持ち、時代・地域によって多様な姿をとっている。本

科目では、諸宗教の歴史、教義、儀礼を学び、宗教が人間と文化、社会の形成において果たす役

割に対する理解を深めることを目的とする。受講者各々が宗教に対する広い視点を培い、宗教の

意義を考え、それぞれの宗教観を形成していって欲しい。 

授業概要 

世界における古今の宗教形態の考察を通して、宗教の営みについての理解を深めたい。宗教

は、歴史的・社会的制約を免れないが、その一方で、宗教が文化・社会の動きに及ぼした影響も

また度外視できない。本講義では、ユダヤ教・キリスト教、イスラーム、仏教という長い歴史を持つ

伝統的諸宗教を、その歴史の相の下で取り上げるとともに、そうした諸宗教と現代社会との関係を

分析し、現代における宗教の風潮や現代を生きる人間と宗教の関係について考察する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． ユダヤ教(１)ユダヤ教の成立とその展開 

3． ユダヤ教(２)ラビ・ユダヤ教の成立 

4． ユダヤ教(３)ユダヤ人共同体の分布と変遷 

5． ユダヤ教(４)近現代におけるユダヤ教 

6． キリスト教の成立とその展開(１)キリスト教の誕生 

7． キリスト教の成立とその展開(２)原始キリスト教 

8． キリスト教の成立とその展開(３)キリスト教の教義 

9． キリスト教の成立とその展開(４)近現代におけるキリスト教 

10． イスラーム(１)イスラームの概要と教義 

11． イスラーム(２)イスラーム法とイスラーム社会 

12． イスラーム(３)イスラーム復興運動 

13． 仏教(１)仏教の成立 

14． 仏教(２)日本における仏教の展開 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
講義において配布した資料について復習を行ったうえで講義に臨むこと。 

評価方法 

・基準 

講義内に実施する小レポート(複数回行う予定）および講義内(最終授業等)に実施する学習到達

度確認による総合評価。尚、受講態度も評価の基準となる。 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートの内容は次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。学習到達度確認の解答を、

e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。適宜資料を配布する。』    

参考書  

聴講の可否： ○



No.開-821 cd:60020502  

科目名 宗教学概論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆加藤 希理子 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 宗教学の基本問題 

到達目標 
受講者各人が「宗教とは何であるか」という問いについて、文化、人間の存在や生と絡めつつ、考

察を深めることを目標とする。 

授業概要 

近代宗教学は、特定宗教の信仰内容を擁護する神学や宗教の「あるべき」姿を論じる宗教哲学と

異なり、宗教現象を「あるがままに」記述することを目指す学問として１９世紀半ばに成立した。こ

の客観的学問としての宗教学は、同様の思想的背景から登場した心理学や社会学、文化人類学

といった諸々の学問の方法論を取り入れつつ発展していくこととなる。本講義では、宗教を考察す

るに際しての様々な視点を学ぶことを通して、宗教に対する理解を深めたい。 

授業内容 

1． イントロダクション（宗教へのアプローチ) 

2． 近代宗教学の成立(１)背景および関心と方法 

3． 近代宗教学の成立(２)宗教の起源への問い（アニミズム、プレ・アニミズム、トーテミズムなど)

と宗教進化論(宗教類型論) 

4． 宗教の意味への問い(１)神話・教義と儀礼 

5． 宗教の意味への問い(２)聖なるものと宗教的世界観 

6． 呪術と宗教(１)呪術と宗教は異なるか 

7． 呪術と宗教(２)呪術の諸相ⅰキリスト教と呪術 

8． 呪術と宗教(３)呪術の諸相ⅱ日本の呪術 

9． 呪術と宗教(４)シャーマニズム 

10． 宗教と社会(１)ウェーバーの宗教社会学 

11． 宗教と社会(２)デュルケムの宗教社会学 

12． 宗教と社会(３)政治と宗教の関係ⅰ政教一致と政教分離 

13． 宗教と社会(４)政治と宗教の関係ⅱ市民宗教(国家の宗教性) 

14． 宗教経験と宗教心理 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
講義において配布した資料について復習を行ったうえで講義に臨むこと。 

評価方法 

・基準 

講義内に実施する小レポート(複数回行う予定）および講義内(最終授業等)に実施する学習到達

度確認による総合評価。尚、受講態度も評価の基準となる。 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートの内容は次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。学習到達度確認の解答を、

e-learning/ポータルサイトの講義連絡上等で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『テキストは使用しない。適宜、資料を配布する。』    

参考書  

聴講の可否： ○



No.全-823 cd:60021701  

科目名 パソコン操作 II（一） 期間 前期 

担当教員 横田 浩 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ コンピュータを活用しよう 

到達目標 コンピュータを活用するには何が必要かを理解する。 

授業概要 

パソコンの代表的なソフトであるワープロと表計算ソフトの基本操作を学習する。コンピュータを道

具として利用し、情報関連科目以外の授業でも活用できるよう技量向上を目指す。パソコン操作Ｉ

よりもやや高いレベルを想定し、簡単なウィンドウズ・コンピュータの操作経験があるものを対象と

する。 

授業内容 

1． ガイダンス ＆ Windows 7 の基礎 

2． 表計算ソフト（Excel2010）の概要 

3． 表計算ソフトの基礎 ： データの入力・罫線・保存・印刷 

4． 関数の利用 ： 合計・平均 

5． 関数の利用 ： 最大・最小・数を数える 

6． 表計算機能を利用した資料の作成 

7． グラフの作成 

8． グラフを利用した資料の作成（基礎レベル） 

9． グラフを利用した資料の作成（応用レベル） 

10． 関数の利用 ： 条件判定 

11． 関数の利用 ： 順位づけと並び替え 

12． いろいろな関数を利用した資料の作成（基礎レベル） 

13． いろいろな関数を利用した資料の作成（応用レベル） 

14． ワープロソフト（Word2010）と表計算ソフトの活用 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

パソコン操作の習得には積み上げが重要なので、実習内容を次の授業までに繰り返し練習し習

得しておくこと。授業中に完成しなかったときは次回までに完成させておくこと。 

評価方法 

・基準 

最終授業で行う学習到達度確認（実技による学力確認、60%）および積極的な授業への取組・提出

物等（40%）により評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

提出物は、次回以降の授業でコメントを付けて返却し、全体への講評を行う。学習到達度確認の

講評はｅラーニング上に公開する。 

履修上の 

注意事項等 

図表を含む記事や報告書を読む習慣をつけること。卒業要件には含まれないが、教員免許取得

には必要である。 

テキスト 『30 時間でマスター Office2010』 実教出版編修部［編］ 実教出版 2010 年 

参考書 『なし』    

聴講の可否： ×



No.全-824 cd:60021702  

科目名 パソコン操作 II（二） 期間 前期 

担当教員 吉田 光次 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ コンピューターを主体的に活用する 

到達目標 
多くの練習問題をこなして実践的活用力を養い、高いレベルで役立てることが出来る力を身につ

ける。 

授業概要 

パソコンの代表的なソフトであるワープロソフト Word と表計算ソフト Excel の基本操作を学習する。

コンピューターを道具として利用し、情報関連科目以外の授業でも活用できるよう技量向上を目指

す。パソコン操作Ⅰよりも高いレベルを想定している。 

授業内容 

1． ワープロソフト Word の基本操作 

2． Ｗord での編集 

3． Excel でのデータ入力 

4． Excel でのデータ編集操作 

5． Excel での四則演算 

6． Excel での合計・平均の計算 

7． 表計算機能応用問題（初歩レベル） 

8． 表計算機能応用問題（実践レベル） 

9． Excel でのグラフ作成 

10． グラフ作成応用問題 

11． 表計算機能とグラフ作成の複合問題 

12． Word 文書へのグラフ・図・表の挿入 

13． 関数の利用（統計）・並べ替え 

14． 条件判定 

15． まとめと学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

相当量の入力を必要とするため、日頃からタイプ練習を重ねることが求められる。また、練習問題

を多くこなすことが重要である。 

評価方法 

・基準 
授業中の提出課題、および、最後に実施する学習到達度確認によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
課題・答案の評価ポイントを e-Learning 上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・実習を伴うので、定員は３５名とする。・本科目は、卒業要件には入っていないので注意するこ

と。 

テキスト 『３０時間でマスター Office2010』 実教出版編修部 実教出版 2010 

参考書  

聴講の可否： ×



No.全-825 cd:60021703  

科目名 パソコン操作 II（三） 期間 前期 

担当教員 吉田 光次 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ コンピューターを主体的に活用する 

到達目標 
多くの練習問題をこなして実践的活用力を養い、高いレベルで役立てることが出来る力を身につ

ける。 

授業概要 

パソコンの代表的なソフトであるワープロソフト Word と表計算ソフト Excel の基本操作を学習する。

コンピューターを道具として利用し、情報関連科目以外の授業でも活用できるよう技量向上を目指

す。パソコン操作Ⅰよりも高いレベルを想定している。 

授業内容 

1． ワープロソフト Word の基本操作 

2． Ｗord での編集 

3． Excel でのデータ入力 

4． Excel でのデータ編集操作 

5． Excel での四則演算 

6． Excel での合計・平均の計算 

7． 表計算機能応用問題（初歩レベル） 

8． 表計算機能応用問題（実践レベル） 

9． Excel でのグラフ作成 

10． グラフ作成応用問題 

11． 表計算機能とグラフ作成の複合問題 

12． Word 文書へのグラフ・図・表の挿入 

13． 関数の利用（統計）・並べ替え 

14． 条件判定 

15． まとめと学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

相当量の入力を必要とするため、日頃からタイプ練習を重ねることが求められる。また、練習問題

を多くこなすことが重要である。 

評価方法 

・基準 
授業中の提出課題、および、最後に実施する学習到達度確認によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
課題・答案の評価ポイントを e-Learning 上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・実習を伴うので、定員は３５名とする。・本科目は、卒業要件には入っていないので注意するこ

と。 

テキスト 『３０時間でマスター Office2010』 実教出版編修部 実教出版 2010 

参考書  

聴講の可否： ×



No.全-826 cd:60021704  

科目名 パソコン操作 II（四） 期間 前期 

担当教員 ☆榎本 光世 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ Word と Excel と PowerPoint の初歩からより高いレベルのスキル習得を目指す。 

到達目標 
他講義のレポート・論文などの作成に役立てることはもちろん、卒業後の実務や日常生活でも十

分に役立つスキルを習得する。 

授業概要 
本講は、PC で Word と Excel を利用した実習形式で行われる。本講義の内容は原則、各回が独立

した内容ではなく、前回までの講義内容の応用の連続である。 

授業内容 

1． 講義概要 

2． PC の外観と Windows 7 と IE 

3． Office 概要（Word 入門：メニュー、リボン、主要な機能） 

4． 文章の作成 

5． Word の活用/まとめ 

6． PowerPoint 入門（その１：初歩のスライドの作成） 

7． PowerPoint（その２：スマート・アート、アニメーションなど） 

8． Excel（入門：メニュー、リボン、主要機能の紹介） 

9． Excel（数式、絶対参照、グラフ） 

10． Excel（関数１：オートサムボタンなど） 

11． Excel（関数２：IF,COUNTIF,SUMIF,VLOOOKUP など） 

12． Excel（データベース機能１：並べ替え、フィルタ） 

13． Excel（データベース機能２：条件付き書式、テーブル） 

14． Excel（他ソフトとの連携） 

15． Excel のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

指定された予習は必ず行うこと。また各回の学習が前回までに学習した内容の理解を前提として

いるので、その日の実習の復習を毎回欠かさないこと。宿題は必ず期限までに終えて提出するこ

と。 

評価方法 

・基準 

実習態度、宿題の提出、平常点、その他で総合的に評価する。遅刻は認めない。実習時間中にス

マホで遊んでいる者や寝ている者は欠席者とみなす場合がある。３回以上欠席した者や宿題を期

限までに提出しない者には単位を認めない可能性がある。 

課題のフィードバ

ック方法 
実習中に出した宿題の答え合わせは、原則次回の実習時に行う。 

履修上の 

注意事項等 
本講は実習の性質上最大受講者数を３５名とする。本講は卒業必要単位数に加算されない。 

テキスト 
『30 時間でマスター Office2010』 実教出版編集部 編 実教出版 2010 

『その他に、印刷物を配布する』    

参考書 『特になし』    

聴講の可否： ×



No.全-827 cd:60021705  

科目名 パソコン操作 II（五） 期間 後期 

担当教員 ☆榎本 光世 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ Word と Excel と PowerPoint の初歩からより高いレベルのスキル習得を目指す。 

到達目標 
他講義のレポート・論文などの作成に役立てることはもちろん、卒業後の実務や日常生活でも十

分に役立つスキルを習得する。 

授業概要 
本講は、PC で Word と Excel を利用した実習形式で行われる。本講義の内容は原則、各回が独立

した内容ではなく、前回までの講義内容の応用の連続である。 

授業内容 

1． 講義概要 

2． PC の外観と Windows 7 と IE 

3． Office 概要（Word 入門：メニュー、リボン、主要な機能） 

4． 文章の作成 

5． Word の活用/まとめ 

6． PowerPoint 入門（その１：初歩のスライドの作成） 

7． PowerPoint（その２：スマート・アート、アニメーションなど） 

8． Excel（入門：メニュー、リボン、主要機能の紹介） 

9． Excel（数式、絶対参照、グラフ） 

10． Excel（関数１：オートサムボタンなど） 

11． Excel（関数２：IF,COUNTIF,SUMIF,VLOOOKUP など） 

12． Excel（データベース機能１：並べ替え、フィルタ） 

13． Excel（データベース機能２：条件付き書式、テーブル） 

14． Excel（他ソフトとの連携） 

15． Excel のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

指定された予習は必ず行うこと。また各回の学習が前回までに学習した内容の理解を前提として

いるので、その日の実習の復習を毎回欠かさないこと。宿題は必ず期限までに終えて提出するこ

と。 

評価方法 

・基準 

実習態度、宿題の提出、平常点、その他で総合的に評価する。遅刻は認めない。実習時間中にス

マホで遊んでいる者や寝ている者は欠席者とみなす場合がある。３回以上欠席した者や宿題を期

限までに提出しない者には単位を認めない可能性がある。 

課題のフィードバ

ック方法 
実習中に出した宿題の答え合わせは、原則次回の実習時に行う。 

履修上の 

注意事項等 
本講は実習の性質上最大受講者数を３５名とする。本講は卒業必要単位数に加算されない。 

テキスト 
『30 時間でマスター Office2010』 実教出版編集部 編 実教出版 2010 

『その他に、印刷物を配布する』    

参考書 『特になし』    

聴講の可否： ×



No.全-828 cd:60021706  

科目名 パソコン操作 II（六） 期間 後期 

担当教員 吉田 光次 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ コンピューターを主体的に活用する 

到達目標 
多くの練習問題をこなして実践的活用力を養い、高いレベルで役立てることが出来る力を身につ

ける。 

授業概要 

パソコンの代表的なソフトであるワープロソフト Word と表計算ソフト Excel の基本操作を学習する。

コンピューターを道具として利用し、情報関連科目以外の授業でも活用できるよう技量向上を目指

す。パソコン操作Ⅰよりも高いレベルを想定している。 

授業内容 

1． ワープロソフト Word の基本操作 

2． Ｗord での編集 

3． Excel でのデータ入力 

4． Excel でのデータ編集操作 

5． Excel での四則演算 

6． Excel での合計・平均の計算 

7． 表計算機能応用問題（初歩レベル） 

8． 表計算機能応用問題（実践レベル） 

9． Excel でのグラフ作成 

10． グラフ作成応用問題 

11． 表計算機能とグラフ作成の複合問題 

12． Word 文書へのグラフ・図・表の挿入 

13． 関数の利用（統計）・並べ替え 

14． 条件判定 

15． まとめと学習到達度確認 

準備学習 

(予習・復習) 

相当量の入力を必要とするため、日頃からタイプ練習を重ねることが求められる。また、練習問題

を多くこなすことが重要である。 

評価方法 

・基準 
授業中の提出課題、および、最後に実施する学習到達度確認によって評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
課題・答案の評価ポイントを e-Learning 上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 

・実習を伴うので、定員は３５名とする。・本科目は、卒業要件には入っていないので注意するこ

と。 

テキスト 『３０時間でマスター Office2010』 実教出版編修部 実教出版 2010 

参考書  

聴講の可否： ×



No.全-829 cd:60022001  

科目名 日本国憲法（一） 期間 前期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会のなかの日本国憲法 

到達目標 日本国憲法についての基本的な知識の修得 

授業概要 

憲法は、人権と統治構造に関する事項から構成されている。人権は、自由権、社会権、参政権な

どに区分して説明し、統治構造については、近代国家の特徴である三権（立法権・行政権・司法

権）について概観する。必要に応じて関連する判例を紹介する。 

授業内容 

1． 占領と日本国憲法の誕生 

2． 平和主義 

3． 幸福追求権 

4． 法の下の平等 

5． 信教の自由と政教分離 

6． 表現の自由とプライバシー 

7． 経済的自由権 

8． 生存権と社会保障制度 

9． 罪刑法定主義と適正手続 

10． 参政権と選挙制度 

11． 国会と立法権 

12． 内閣と行政権 

13． 裁判所と司法権 

14． 地方自治 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた疑問や質問を、講義のとき、発言すること。

また、新聞などの日常報道に注目して、人権問題に関する記事を検索すること。その記事は、ど

のような人権に関係するか考えてみること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（筆記による学力確認）答案の結果を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布。』    

参考書 

『はじめての憲法学』 中村睦男編 三省堂 2004 

『憲法入門』 毛利透 新世社 2014 

『憲法 第６版』 長谷部恭男 新世社  

聴講の可否： ○



No.全-830 cd:60022002  

科目名 日本国憲法（二） 期間 前期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会のなかの日本国憲法 

到達目標 日本国憲法についての基本的な知識の修得 

授業概要 

憲法は、人権と統治構造に関する事項から構成されている。人権は、自由権、社会権、参政権な

どに区分して説明し、統治構造については、近代国家の特徴である三権（立法権・行政権・司法

権）について概観する。必要に応じて関連する判例を紹介する。 

授業内容 

1． 占領と日本国憲法の誕生 

2． 平和主義 

3． 幸福追求権 

4． 法の下の平等 

5． 信教の自由と政教分離 

6． 表現の自由とプライバシー 

7． 経済的自由権 

8． 生存権と社会保障制度 

9． 罪刑法定主義と適正手続 

10． 参政権と選挙制度 

11． 国会と立法権 

12． 内閣と行政権 

13． 裁判所と司法権 

14． 地方自治 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた疑問や質問を、講義のとき、発言すること。

また、新聞などの日常報道に注目して、人権問題に関する記事を検索すること。その記事は、ど

のような人権に関係するか考えてみること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（筆記による学力確認）答案の結果を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布。』    

参考書 

『はじめての憲法学』 中村睦男編 三省堂 2004 

『憲法入門』 毛利透 新世社 2014 

『憲法 第６版』 長谷部恭男 新世社  

聴講の可否： ○



No.全-831 cd:60022003  

科目名 日本国憲法（三） 期間 後期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会のなかの日本国憲法 

到達目標 日本国憲法についての基本的な知識の修得 

授業概要 

憲法は、人権と統治構造に関する事項から構成されている。人権は、自由権、社会権、参政権な

どに区分して説明し、統治構造については、近代国家の特徴である三権（立法権・行政権・司法

権）について概観する。必要に応じて関連する判例を紹介する。 

授業内容 

1． 占領と日本国憲法の誕生 

2． 平和主義 

3． 幸福追求権 

4． 法の下の平等 

5． 信教の自由と政教分離 

6． 表現の自由とプライバシー 

7． 経済的自由権 

8． 生存権と社会保障制度 

9． 罪刑法定主義と適正手続 

10． 参政権と選挙制度 

11． 国会と立法権 

12． 内閣と行政権 

13． 裁判所と司法権 

14． 地方自治 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた疑問や質問を、講義のとき、発言すること。

また、新聞などの日常報道に注目して、人権問題に関する記事を検索すること。その記事は、ど

のような人権に関係するか考えてみること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（筆記による学力確認）答案の結果を評価しする。 

課題のフィードバ

ック方法 
学力到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布。』    

参考書 

『はじめての憲法学』 中村睦男編 三省堂 2004 

『憲法入門』 毛利透 新世社 2014 

『憲法 第６版』 長谷部恭男 新世社  

聴講の可否： ○



No.全-832 cd:60022004  

科目名 日本国憲法（四） 期間 後期 

担当教員 中尾 敏充 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 現代社会のなかの日本国憲法 

到達目標 日本国憲法についての基本的な知識の修得 

授業概要 

憲法は、人権と統治構造に関する事項から構成されている。人権は、自由権、社会権、参政権な

どに区分して説明し、統治構造については、近代国家の特徴である三権（立法権・行政権・司法

権）について概観する。必要に応じて関連する判例を紹介する。 

授業内容 

1． 占領と日本国憲法の誕生 

2． 平和主義 

3． 幸福追求権 

4． 法の下の平等 

5． 信教の自由と政教分離 

6． 表現の自由とプライバシー 

7． 経済的自由権 

8． 生存権と社会保障制度 

9． 罪刑法定主義と適正手続 

10． 参政権と選挙制度 

11． 国会と立法権 

12． 内閣と行政権 

13． 裁判所と司法権 

14． 地方自治 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布したプリントをよく読んでおくこと。その際に生じた疑問や質問を、講義のときに発言すること。

また、新聞などの日常報道に注目して、人権問題に関する記事を検索すること。その記事は、ど

のような人権に関係するか考えてみること。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（筆記による学力確認）答案の結果を評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 
学習到達度確認答案の講評を、e-learning/ポータルサイトの講義連絡上で公開する。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『使用しない。プリントを配布。』    

参考書 

『はじめての憲法学』 中村睦男編 三省堂 2004 

『憲法入門』 毛利透 新世社 2014 

『憲法 第６版』 長谷部恭男 新世社  

聴講の可否： ○



No.資-852 cd:71021001  

科目名 教職論（一） 期間 前期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 価値ある教育専門家をめざす資質・態度の育成 

到達目標 教職の性格、教職の専門性の理解と確かな教育観を形成する態度・能力を身につける。 

授業概要 

教職の専門性、教師文化、教育制度改革等の考察を通して教職の意義及び教員の役割、職務内

容等について理解を深める。授業では、具体的な学校現場の事例に照らし、教育の今日的な課

題に迫りながら教員・教職とは何かを考えることにより、教職を目指すための基本的力量形成を

図る。 

授業内容 

1． ガイダンス（学習の目的と学ぶ意義） 

2． 人間の発達と教育 

3． 期待される教師像 

4． 教育基本法、学校教育法 

5． 教育公務員特例法、学習指導要領 

6． 教育をめぐる諸問題 

7． 教職の意義と教員の使命 

8． 学校の教員組織と職務 

9． 教員の服務規程 

10． 教員の身分保障と分限・懲戒 

11． 教員免許と教員養成 

12． 教員採用と研修 

13． 授業づくり（教えることと学ぶこと） 

14． 学級経営、学校経営、学校評価 

15． 専門職としての教職（授業総括） 

準備学習 

(予習・復習) 

教職を目指すものとして、教育の動向に注視すると共に随時開催される講演会等に参加するな

ど、専門職としての資質の向上に努めること。そのために、必要に応じて事前・事後の学習テーマ

を指示する。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（50％）課題レポート、対話カード、授業中の課題等を基に総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に「学習到達度確認」を実施し、最終講義内で講評を行う。「課題レポート」等は、必要に応

じて講義中にコメントを行い評価する。「対話カード」は、毎回提出させ、各々にコメントを記入のう

え次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 
積極的・能動的な態度で受講すること。 

テキスト 
『高等学校学習指導要領』  文部科学省、東山書房 平成 21 年 

『適宜配付する講義関係資料』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-853 cd:71021002  

科目名 教職論（二） 期間 後期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 価値ある教育専門家をめざす資質・態度の育成 

到達目標 教職の性格、教職の専門性の理解と確かな教育観を形成する態度・能力を身につける。 

授業概要 

教職の専門性、教師文化、教育制度改革等の考察を通して教職の意義及び教員の役割、職務内

容等について理解を深める。授業では、具体的な学校現場の事例に照らし、教育の今日的な課

題に迫りながら教員・教職とは何かを考えることにより、教職を目指すための基本的力量形成を

図る。 

授業内容 

1． ガイダンス（学習の目的と学ぶ意義） 

2． 人間の発達と教育 

3． 期待される教師像 

4． 教育基本法、学校教育法 

5． 教育公務員特例法、学習指導要領 

6． 教育をめぐる諸問題 

7． 教職の意義と教員の使命 

8． 学校の教員組織と職務 

9． 教員の服務規程 

10． 教員の身分保障と分限・懲戒 

11． 教員免許と教員養成 

12． 教員採用と研修 

13． 授業づくり（教えることと学ぶこと） 

14． 学級経営、学校経営、学校評価 

15． 専門職としての教職（授業総括） 

準備学習 

(予習・復習) 

教職を目指すものとして、教育の動向に注視すると共に随時開催される講演会等に参加するな

ど、専門職としての資質の向上に努めること。そのために、必要に応じて事前・事後の学習テーマ

を指示する。 

評価方法 

・基準 
学習到達度確認（50％）課題レポート、対話カード、授業中の課題等を基に総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に「学習到達度確認」を実施し、最終講義内で講評を行う。「課題レポート」等は、必要に応

じて講義中にコメントを行い評価する。「対話カード」は、毎回提出させ、各々にコメントを記入のう

え次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 
積極的・能動的な態度で受講すること。 

テキスト 
『高等学校学習指導要領』  文部科学省、東山書房 平成 21 年 

『適宜配付する講義関係資料』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-854 cd:71022101  

科目名 教育原理（一） 期間 前期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 教育を支える原理の考察。今日の多様な教育現象やこれまでの教育の歴史の原理を検討する。 

到達目標 
従来の教育観を踏まえつつ、視野を広げながら、自分なりの教育観を自覚・形成していくことをめ

ざす。 

授業概要 

現代社会の急激な変化の中で、学校教育に代表される教育のあり方もその転換を余儀なくされて

いる。人間の素朴な営みであった教育が社会システムとして巨大化し、その全体像を見極めるこ

とは今日著しく困難となっている。この授業では、こうした教育を原理的に問い直し、個別的な諸問

題を取り上げながら考察していきたい。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 現代日本の教育状況をどうとらえるか 

3． 教育言説を問い直す 

4． 教育の歴史と思想(1)－日本の教育思想 

5． 教育の歴史と思想(2)－日本の学校教育史 

6． 教育の歴史と思想(3)－西洋の教育思想 

7． 教育の歴史と思想(4)－西洋の教育方法・制度史 

8． 教育職の役割(1)－教えるということ 

9． 教育職の役割(2)－人間関係職として 

10． 教育と時間－授業という時間 

11． 教育と空間－学校・教室という空間 

12． 教育のパラダイム転換 

13． いのちと教育(1)－生命観と教育 

14． いのちと教育(2)－学校教育といのち 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習の詳細については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。とくに事後学

習では、テキストの該当内容を読み、理解に努めること。 

評価方法 

・基準 
授業中の小レポート（50％）、課題レポート（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートでの主な質問や疑問は次回以降の授業で紹介し、必要に応じて回答をしていく。課題

レポートについては受講者間での相互評価も取り入れる。 

履修上の 

注意事項等 
出席することは当然の前提条件。加えて積極的な参加を求める。 

テキスト 『探究・教育原論』 田井康雄・中戸義雄編 学術図書出版社 2005 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-855 cd:71022102  

科目名 教育原理（二） 期間 後期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 教育を支える原理の考察。今日の多様な教育現象やこれまでの教育の歴史の原理を検討する。 

到達目標 
従来の教育観を踏まえつつ、視野を広げながら、自分なりの教育観を自覚・形成していくことをめ

ざす。 

授業概要 

現代社会の急激な変化の中で、学校教育に代表される教育のあり方もその転換を余儀なくされて

いる。人間の素朴な営みであった教育が社会システムとして巨大化し、その全体像を見極めるこ

とは今日著しく困難となっている。この授業では、こうした教育を原理的に問い直し、個別的な諸問

題を取り上げながら考察していきたい。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 現代日本の教育状況をどうとらえるか 

3． 教育言説を問い直す 

4． 教育の歴史と思想(1)－日本の教育思想 

5． 教育の歴史と思想(2)－日本の学校教育史 

6． 教育の歴史と思想(3)－西洋の教育思想 

7． 教育の歴史と思想(4)－西洋の教育方法・制度史 

8． 教育職の役割(1)－教えるということ 

9． 教育職の役割(2)－人間関係職として 

10． 教育と時間－授業という時間 

11． 教育と空間－学校・教室という空間 

12． 教育のパラダイム転換 

13． いのちと教育(1)－生命観と教育 

14． いのちと教育(2)－学校教育といのち 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習の詳細については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。とくに事後学

習では、テキストの該当内容を読み、理解に努めること。 

評価方法 

・基準 
授業中の小レポート（50％）、課題レポート（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートでの主な質問や疑問は次回以降の授業で紹介し、必要に応じて回答をしていく。課題

レポートについては受講者間での相互評価も取り入れる。 

履修上の 

注意事項等 
出席することは当然の前提条件。加えて積極的な参加を求める。 

テキスト 『探究・教育原論』 田井康雄・中戸義雄編 学術図書出版社 2005 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-856 cd:71023001  

科目名 教育心理学（一） 期間 前期 

担当教員 ☆大森 亜紀子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 教育心理学を教育現場にどう生かしていくか 

到達目標 
児童・生徒に関わるうえで参考になる教育心理学の基本的な知識を得ることと、それらを参考に

各人が自分の考えを深めたり広げたりする姿勢を育むことが目標です。 

授業概要 

自分の感性や考えだけでは壁につき当たった時に、理論や知識が道を広げてくれることがありま

す。本講義では、教育実践の中で起こってくるさまざまな事象や現象を考えるうえで、知っていると

参考になる教育心理学の基礎知識を概説していきます。 

授業内容 

1． 心理学史 

2． 学習（１） 

3． 学習（２） 

4． 記憶 

5． 問題解決 

6． 動機づけ 

7． 学習指導の方法（１） 

8． 学習指導の方法（２） 

9． 教育評価 

10． 学級・集団 

11． 発達（１） 

12． 発達（２） 

13． 発達障害（理解と指導・援助）（１） 

14． 発達障害（理解と指導・援助）（２） 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業の後、わからなかったところや興味を持った点については、少しでもよいので考えたり復習し

たりしておいてください。 

評価方法 

・基準 
平常点＋最終授業で実施する学習到達度確認（筆記） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容、質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。期間内に学習

到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

授業を自分なりに考えながら聞いてください。受講態度の不適切な者には退席を求めることがあり

ます。 

テキスト 『適宜プリントにて配布する。』    

参考書 『授業中に紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.資-857 cd:71023002  

科目名 教育心理学（二） 期間 後期 

担当教員 ☆大森 亜紀子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 教育心理学を教育現場にどう生かしていくか 

到達目標 
児童・生徒に関わるうえで参考になる教育心理学の基本的な知識を得ることと、それらを参考に

各人が自分の考えを深めたり広げたりする姿勢を育むことが目標です。 

授業概要 

自分の感性や考えだけでは壁につき当たった時に、理論や知識が道を広げてくれることがありま

す。本講義では、教育実践の中で起こってくるさまざまな事象や現象を考えるうえで、知っていると

参考になる教育心理学の基礎知識を概説していきます。 

授業内容 

1． 心理学史 

2． 学習（１）連合説 

3． 学習（２）認知説 

4． 記憶 

5． 問題解決 

6． 動機づけ 

7． 発達（１）ピアジェなど 

8． 発達（２）コールバーグなど 

9． 学習指導の方法（１）ジグソー学習など 

10． 学習指導の方法（２）発見学習など 

11． 教育評価 

12． 学級・集団 

13． 発達障害（１）概念 

14． 発達障害（２）援助（学習指導を中心に） 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業の後、わからなかったところや興味を持った点については、少しでもよいので考えたり復習し

たりしておいてください。 

評価方法 

・基準 
コメントシートの評価点＋最終授業で実施する学習到達度確認（筆記） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容、質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。期間内に学習

到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

授業を自分なりに考えながら聞いてください。受講態度の不適切な者には退席を求めることがあり

ます。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-858 cd:71024001  

科目名 発達教育論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆塩飽 耕規 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 
自分の体、親の人間観や養育行為、家族集団、教員の教育観、教育環境、社会的事象の中に潜

む成長促進要因と成長阻害要因について考える 

到達目標 
自分が現在まで成長するにあたって、いろいろな場所に潜在していた成長促進要因や成長阻害

要因に気づき、教育者としての資質を磨く 

授業概要 

発達障害をめぐる問題、虐待をめぐる問題、性をめぐる問題、身近な人の死をめぐる問題などの

具体例を取り上げ、それらのプロセスや構造の中にどのような成長促進要因と成長阻害要因があ

るのか、自分の頭で考える訓練をする 

授業内容 

1． 「子ども」とは、「大人」とは何か 

2． 「成長」とは、「発達」とは何か：発達心理学の観点 

3． 発達障害児の「発達」 

4． インクルーシブ教育について 

5． 障害児を持つ家族：赤崎正和監督『ちづる』鑑賞 

6． 家族という単位 

7． 虐待という現象 

8． 子どもと暴力と法 

9． 男性という性と女性という性の非対称 

10． 性をめぐる社会問題 

11． 家族と死：砂田麻美監督『ending note』鑑賞 

12． 死んだ人について考えること 

13． 成長促進要因とは、成長阻害要因とは何か 

14． 研究発表(1)：学校教育と社会問題に関わるもの 

15． 研究発表(2)：障害の知識に関わるもの 

準備学習 

(予習・復習) 

授業毎に提出する小レポートに自分が書いたことを反芻し、そのことに関わる資料を検索、熟読

し、次回の授業までに自分の発言の根拠や反論を用意しておくこと 

評価方法 

・基準 
授業毎に提出する小レポートの点数をその回の平常点とし、その合計点を 100 点満点で評価する 

課題のフィードバ

ック方法 

担当者は、受講生が授業毎に提出する小レポートに点数をつけ、さらに検討すべき箇所を明記す

る 

履修上の 

注意事項等 
受講生は、自分独自の考えを積極的・客観的・論理的に小レポート内および授業中に述べること 

テキスト 『特になし、その都度必要なプリントを配布する』    

参考書 
『発達心理学Ⅰ』 無藤隆・子安増生編 東京大学出版会 2011 

『発達心理学Ⅱ』 無藤隆・子安増生編 東京大学出版会 2013 

聴講の可否： ×



No.資-859 cd:71024002  

科目名 発達教育論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆渋谷 亮 単位数 2 配当年次 1-4 

テーマ 発達を多角的に考える 

到達目標 
①発達とは何かについて現状を踏まえ多角的に考えることができる。②発達心理学の基本的な理

論を理解する。③発達という観点から特別教育について学ぶ。 

授業概要 

二〇世紀において発展した発達論は、軽度発達障害やダイバーシティへの着目に見られるよう

に、現在新たな局面を迎えている。本授業では、発達に関する基礎的かつ古典的理論を学ぶとと

もに、発達障害や特別教育についても検討することで、発達とは何かをその根本から考えていく。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 発達論の意義と問題点 

3． 野生児の事例から考える１―『野生の少年』と啓蒙期の発達観・教育観 

4． 野生児の事例から考える２―イタールからモンテッソーリまで、発達論と特別教育 

5． 発達論の基礎１―ピアジェと知能の発達 

6． 発達論の基礎２―ワロンとヴィゴツキーの発達論 

7． 精神分析と発達論１―フロイトとエディプス・コンプレックス 

8． 精神分析と発達論２―フロイト以後の精神分析的発達論 

9． 発達と障害―発達障害について 

10． 発達と障害―発達障害と自閉症 

11． 発達と障害から見る教育と社会１―特別教育と発達保障 

12． 発達と障害から見る教育と社会２―共生社会とインクルーシブ教育 

13． 発達と障害から見る教育と社会３―グループ発表 

14． 発達論の展望―出会いの論理 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配付資料を参考にして復習を行うこと。グループ発表を担当する者はしっかりとその準備をするこ

と。 

評価方法 

・基準 
授業態度とグループワーク（30％）、学習到達度確認（70％）により総合的に評価を行う。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートについては必要に応じて授業内で取りあげる。グループ発表に対してはその場で簡

潔に講評を行う。最終授業時に定期試験を実施し、試験後に授業内で解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
講義は配布資料にそって行う。テキスト、参考文献に関しては授業内に適宣指示する。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-860 cd:71025001  

科目名 教育行政・制度論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆津本 幸雄 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
教育現場の現状を踏まえ、教育法規に焦点を当て、教育行政、学校教育の基本的枠組み、運用

について理解を深める。 

到達目標 教育現場の実際を知り、教育制度の根本となる各種教育法規を理解する。 

授業概要 
教育基本法及び教育関連三法案改正の経緯と、現在の学校教育の状況を踏まえ、教育行政、学

校教育制度について解説し、その根本となる各種教育法規等について理解させる。 

授業内容 

1． 教育改革と教育の現状 

2． 教育の基本理念と憲法 

3． 憲法と教育基本法の検討 

4． 教育基本法と学校教育法の検討教育関連法の検討 

5． 教育関連法の検討 

6． 教育委員会制度 

7． 学校の安全 

8． 学校組織 

9． 学校の情報公開と連携 

10． 学校評価 

11． 児童生徒 

12． 教員の勤務の基本と服務 

13． 教員の服務と研修 

14． 教員免許と更新制 

15． 教育行政と教育制度についてのまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

事前に授業に関連する法規の趣旨ついて学習する。事後に授業内容に関連する法規の条文で確

認する。 

評価方法 

・基準 
受講状況のチェック（20％）小レポート（20％） 試験（60％） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシート等を活用し、その内容について講評する。また、次回以降の授業にも反映する。小レ

ポート及び試験は授業内やポータルサイト等で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書 『授業の都度資料配付』    

聴講の可否： ×



No.資-861 cd:71025002  

科目名 教育行政・制度論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆津本 幸雄 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
教育現場の現状を踏まえ、教育法規に焦点を当て、教育行政、学校教育の基本的枠組み、運用

について理解を深める。 

到達目標 教育現場の実際を知り、教育制度の根本となる各種教育法規を理解する。 

授業概要 
教育基本法及び教育関連三法案改正の経緯と、現在の学校教育の状況を踏まえ、教育行政、学

校教育制度について解説し、その根本となる各種教育法規等について理解させる。 

授業内容 

1． 教育改革と教育の現状 

2． 教育の基本理念と憲法 

3． 憲法と教育基本法の検討 

4． 教育基本法と学校教育法の検討教育関連法の検討 

5． 教育関連法の検討 

6． 教育委員会制度 

7． 学校の安全 

8． 学校組織 

9． 学校の情報公開と連携 

10． 学校評価 

11． 児童生徒 

12． 教員の勤務の基本と服務 

13． 教員の服務と研修 

14． 教員免許と更新制 

15． 教育行政と教育制度についてのまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

事前に授業に関連する法規の趣旨ついて学習する。事後に授業内容に関連する法規の条文で確

認する。 

評価方法 

・基準 
受講状況のチェック（20％）小レポート（20％） 試験（60％） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシート等を活用し、その内容について講評する。また、次回以降の授業にも反映する。小レ

ポート及び試験は授業内やポータルサイト等で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト  

参考書 『授業の都度資料配付』    

聴講の可否： ×



No.資-862 cd:71026001  

科目名 教育課程論（一） 期間 前期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 教育課程の理論と構造を学ぶ。 

到達目標 
教育課程の構造と諸概念を理解し、学習指導要領のあり方も確認しながら、カリキュラム編成力

を養うことを目標とする。 

授業概要 

教育課程（カリキュラム）の構造と諸概念を概観する。総合的な学習の時間の実施などにもみられ

るように、これからの教師にはこれまで以上にカリキュラム編成の能力が問われるようになってき

た。そこでこの授業では、カリキュラムの構造そしてその編成について考えていきたい。以下の通

り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 教育課程の構造 

3． カリキュラムの類型 

4． カリキュラムを規定するさまざまな法律 

5． 教育課程の諸概念 

6． 学力について(1)－学力観 

7． 学力について(2)－学力問題 

8． 学校教育の目的・目標 

9． 学習指導要領の変遷(1)－第 3 次改訂まで 

10． 学習指導要領の変遷(2)－第 4 次改訂以降 

11． 中学校教育課程の構成 

12． 高等学校教育課程の構成 

13． 教育における評価とは 

14． 総合学習について 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。事後学習では授業

ノートの確認・整理を通して授業内容の理解に努めること。 

評価方法 

・基準 
授業中の小レポート、グループワーク（50％）、課題レポート（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートでの主な質問・疑問については次回以降の授業で紹介し、必要に応じて回答をする。

課題レポートについては、受講者間での相互評価を取り入れる。 

履修上の 

注意事項等 
出席することは当然の前提条件。加えて積極的な参加を求める。 

テキスト 『中学校学習指導要領解説総則編』 文部科学省 ぎょうせい 2016 

参考書 『高等学校学習指導要領解説総則編』 文部科学省 東山書房 2009 

聴講の可否： ×



No.資-863 cd:71026002  

科目名 教育課程論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆渋谷 亮 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 教育課程の理論と構造を学ぶ 

到達目標 
①教育課程についての基本的的な考え方を学んだうえで、その歴史と編成を考察する。②学習指

導要領のあり様や変遷について理解する。③教育・学習活動をマネージメントする力を身につける 

授業概要 

現代の教育状況においては、教育課程（カリキュラム）についての基本的な考えを身につけること

は不可欠となっている。本授業では、教育課程の理論や歴史についてしっかりと学んだうえで、実

践的な学習を通して教育・学習活動をマネジメントする力を養う。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 様々な教育課程 

3． 教育課程と学習活動についての考え方 

4． 教育の目的と目標 

5． 学習指導要領が目指すもの１―学習指導要領を概観する 

6． 学習指導要領の目指すもの２―学習指導要領における学力観 

7． 教育課程をめぐる動向―PDCA サイクルとカリキュラムマネジメント 

8． 教育課程と教育実践１―いのちの教育に見るカリキュラムのあり方 

9． 教育課程と教育実践２―カリキュラムと教師のあり方 

10． 学校教育と教育課程の歴史１―戦後教育におけるカリキュラム 

11． 学校教育と教育課程の歴史２―学習指導要領の変遷 

12． カリキュラムを哲学する―デューイとブルーナー 

13． 教育・学習活動のマネジメント１：教育計画を考える 

14． 教育・学習活動のマネジメント２：総合的な学習について 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

配布資料を参考に毎回復習をすること。準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じて

授業内で指示する。 

評価方法 

・基準 
授業態度（20%）、グループ発表（30%）、学習到達度確認(50%）により総合的に評価を行う。 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートについては必要に応じて授業内で取りあげる。グループ発表に対してはその場で簡

潔に講評を行う。最終授業時に定期試験を実施し、試験後に授業内で解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 

配布資料にそって授業を行う。授業の後半ではグループワークとグループ発表を行う。積極的な

参加をすること。 

テキスト 『中学校学習指導要領解説総則編』 文部科学省 ぎょうせい  

参考書 『高等学校学習指導要領解説』 文部科学省 東山書房  

聴講の可否： ×



No.資-864 cd:71027100  

科目名 国語科教育法 I 期間 前期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 言語の教育としての国語科教育において「何をどのように学ばせるのか」を探究する。 

到達目標 
①国語科教育の動向と課題、目指すべき国語科教育の方向性について理解する。②国語科授業

で、「何をどのように学ばせるのか」という確かなイメージを持つ。 

授業概要 
学習指導要領に準拠して国語科の領域ごとに指導内容や方法を学ぶとともに、具体的に学習指

導案を作成し、教材研究及び模擬授業・授業研究等を行うことで国語科教育法の本質に迫る。 

授業内容 

1． 国語科教育の目標と内容 

2． 学習指導要領の変遷及び国語科教育の動向と課題 

3． 国語科の授業開き（方法と目的） 

4． 国語科教員の力量形成 

5． 国語科教育の実際（１） 聞くこと、話すこと 

6． 国語科教育の実際（２） 書くこと、読むこと 

7． 国語科教育の実際（３） 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項 

8． 教材研究の方法と学習指導案の作成（小説教材） 

9． 模擬授業（小説教材） 授業研究（１） 

10． 模擬授業（小説教材） 授業研究（２） 

11． 模擬授業（小説教材） 授業研究（３） 

12． 教材研究の方法と学習指導案の作成（古典教材） 

13． 模擬授業（古典教材） 授業研究（１） 

14． 模擬授業（古典教材） 授業研究（２） 

15． 国語科教育の評価（目的・内容・方法） 

準備学習 

(予習・復習) 
配付する資料・教材について予習・復習を行うこと。 

評価方法 

・基準 
課題レポート、授業レポート、学習指導案等及び対話カードにより総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

「課題レポート、授業レポート、学習指導案」等は必要に応じて講義中にコメントを行い評価する。

「対話カード」は毎回提出させ、各々にコメントを記入のうえ次時に返却し、必要に応じて講義中に

講評する。 

履修上の 

注意事項等 

学習指導案作成、模擬授業の実施など実践的な活動が主体となるので、積極的な受講・参加が

求められる。後期開講の「国語科教材研究Ⅰ」と併せて受講することが望ましい。 

テキスト 
『高等学校学習指導要領解説 国語編』 文部科学省 教育出版 平成 22 年 

『中学校・高等学校国語科教育法 新版』 野地潤家・湊吉正 おうふう 平成 23 年 

参考書 『随時紹介する』    

聴講の可否： ×



No.資-865 cd:71027200  

科目名 国語科教育法 II 期間 後期 

担当教員 ☆増田 正子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
現代の国語科教育の課題をとりあげながら、目標・構造・指導過程・実践につながる具体的指導

のあり方を考える。 

到達目標 
国語科の今日の課題を理解し、課題意識を持って教材研究・授業研究をすすめることができる人

材を養成する。 

授業概要 

課題意識を持った教材研究・授業研究の方法を学び、各ジャンルの教材について教材研究を行

う。また授業を構想し学習指導案を作成すること、さらに模擬授業とその振り返りとしての授業分

析によって、よりよい授業へと改善していくことを目標とする。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 教材１（説明的文章教材 小学校高学年）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展

開など） 

3． 教材１（説明的文章教材 小学校高学年）の授業についての具体的な指導方法（発問・板

書・ノートなど） 

4． 教材２（説明的文章教材 中学校１年）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開

など） 

5． 教材３（説明的文章教材 中学校３年）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開

など） 

6． 教材４（説明的文章教材 中学校３年）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開

など） 

7． 教材５（説明的文章教材 高等学校）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開な

ど） 

8． 説明的文章教材（中学校教材１）の模擬授業と授業分析（１） 

9． 説明的文章教材（中学校教材２）の模擬授業と授業分析（２） 

10． 説明的文章教材（高等学校教材）の模擬授業と授業分析（３） 

11． 教材６（古典教材）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開・発問・板書など） 

12． 教材７（作文教材）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開・発問・板書など） 

13． 教材８（「話す・聞くこと」に関わる教材）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展

開・発問・板書など） 

14． 古典・作文教材の模擬授業と授業分析 

15． 「話す・聞くこと」に関わる教材の模擬授業と授業分析 

準備学習 

(予習・復習) 

事前に配布された資料を熟読の上、問題点を見出すこと。模擬授業について、準備をすること。事

後として、模擬授業のふりかえりで問題点を見出し、それらについて再考し考えを整理すること。 

評価方法 

・基準 

・平常点（授業への積極的な参加・発言など）30％・授業中の課題(指導案作成・模擬授業など）

70％ 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。模擬授業については、担当

教員が授業のふりかえりでコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
免許・資格科目なので、それにふさわしい真摯な学習態度で出席すること 

テキスト 
『プリントを配布』    

『国語科教育法Ⅰのテキスト』    

参考書 『随時紹介』    

聴講の可否： ×



No.資-866 cd:71028101  

科目名 社会科教育法 I（一） 期間 前期 

担当教員 ☆山本 雅一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 中学校学習指導要領「社会」の目標及び内容を理解し、社会科教育法について考えていく。 

到達目標 
教科指導の資質と能力を高め、よりよい授業づくりについて考えるとともに、社会科教育法の基礎

を身に付ける。 

授業概要 

学校教育における教科指導の位置づけを考え、学習指導要領の変遷を辿りながら社会科の目標

及び内容、学習指導計画の作成と内容の取扱い等について理解を深める。また、具体的に学習

指導案を作成するとともに、社会科学習の指導事例研究や模擬授業を通じて社会科教育法につ

いて考えていく。 

授業内容 

1． ガイダンス 学校教育と教科の意義 

2． 学習指導要領の変遷（１）社会科の改訂と趣旨 

3． 学習指導要領の変遷（２）現行の社会科 

4． 地理的分野の目標・内容とその取扱い 

5． 歴史的分野の目標・内容とその取扱い 

6． 公民的分野の目標・内容とその取扱い 

7． 社会科の授業形態と指導方法の工夫 

8． 社会科の指導と評価 

9． 社会科学習指導案の作成 

10． 地理的分野の授業づくり（講義式授業と発問の工夫、板書計画について） 

11． 地理的分野の授業研究 

12． 歴史的分野の授業づくり（参加体験型授業づくりの工夫） 

13． 歴史的分野の授業研究 

14． 公民的分野の授業づくり（討論・ディベート等を取り入れた授業の工夫） 

15． 公民的分野の授業研究・授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

テキスト「中学校学習指導要領解説 社会編」や配付資料を読み、社会科の授業づくりについて構

想すること。また、社会科の学習内容の基盤となる学問的成果を調べること。 

評価方法 

・基準 

レポート（５０％）、授業中の発表・コメントシート（３０％）、授業への意欲・関心・態度等（２０％）をも

とに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

・授業づくりと授業研究における学習指導案の作成及び模擬授業では、よりよい授業づくりのため

に研究協議をするとともに、指導助言・講評を行う。・コメントシートの内容や質問等は、次回以降

の授業に反映し、適宜紹介していく。・期間内にレポートを課し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
中学校「社会科」の既習事項を復習しておくこと。 

テキスト 『中学校学習指導要領解説 社会編』 文部科学省 日本文教出版 平成 20 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-867 cd:71028102  

科目名 社会科教育法 I（二） 期間 後期 

担当教員 ☆山本 雅一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 中学校学習指導要領「社会」の目標及び内容を理解し、社会科教育法について考えていく。 

到達目標 
教科指導の資質と能力を高め、よりよい授業づくりについて考えるとともに、社会科教育法につい

ての基礎を身に付ける。 

授業概要 

学校教育における教科指導の位置づけを考え、学習指導要領の変遷を辿りながら社会科の目標

及び内容、学習指導計画の作成と内容の取扱い等について理解を深める。また、具体的に学習

指導案を作成するとともに、社会科学習の指導事例研究や模擬授業を通じて社会科教育法につ

いて考えていく。 

授業内容 

1． ガイダンス 学校教育と教科の意義 

2． 学習指導要領の変遷（１）社会科の改訂と趣旨 

3． 学習指導要領の変遷（２）現行の社会科 

4． 地理的分野の目標・内容とその取扱い 

5． 歴史的分野の目標・内容とその取扱い 

6． 公民的分野の目標・内容とその取扱い 

7． 社会科の授業形態と指導方法の工夫 

8． 社会科の指導と評価 

9． 社会科学習指導案の作成 

10． 地理的分野の授業づくり（講義式授業と発問の工夫、板書計画について） 

11． 地理的分野の授業研究 

12． 歴史的分野の授業づくり（参加体験型授業づくりの工夫） 

13． 歴史的分野の授業研究 

14． 公民的分野の授業づくり（討論・ディベート等を取り入れた授業の工夫） 

15． 公民的分野の授業研究・授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

テキスト「中学校学習指導要領解説 社会編」や配付資料を読み、社会科の授業づくりについて構

想すること。社会科の学習内容の基盤となる学問的成果を調べること。 

評価方法 

・基準 

レポート（５０％）、授業中の発表・コメントシート（３０％）、授業への意欲・関心・態度等（２０％）をも

とに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

・授業づくりと授業研究における学習指導案の作成及び模擬授業では、よりよい授業づくりのため

に研究協議をするとともに、指導助言・講評を行う。・コメントシートの内容や質問等は、次回以降

の授業に反映し、適宜紹介していく。・期間内にレポートを課し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
中学校「社会科」の既習事項を復習しておくこと。 

テキスト 『中学校学習指導要領解説 社会編』 文部科学省 日本文教出版 平成 20 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-868 cd:71028200  

科目名 社会科教育法 II 期間 後期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 生きる力に結びつく社会科のための教育法研究と実践。 

到達目標 
この時間では社会科教育法Ⅰや社会科教材研究Ⅰの内容も踏まえ、授業を構成・実践できる実

践力を身につけることを目標とする。 

授業概要 

どのような時代の流れの中で（歴史的分野）、どんな場所で（地理的分野）、どのようなかかわりの

中で（公民的分野）生きているのかを生徒自身が問うためにも、社会科は重要な科目であるといえ

る。こういった、いわば生きる力に結びつく社会科であるために、授業をどのように構想し、授業構

成にどう反映させていくのかを考察する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 中学校 社会科学習指導要領を概観する 

3． 生きる力と社会科－地理的分野 

4． 生きる力と社会科－歴史的分野 

5． 生きる力と社会科－公民的分野 

6． 地理的分野の授業構想と授業構成 

7． 歴史的分野の授業構想と授業構成 

8． 公民的分野の授業構想と授業構成 

9． 地理的分野の学習指導案の検討 

10． 歴史的分野の学習指導案の検討 

11． 公民的分野の学習指導案の検討 

12． 学習指導案に基づいた個人の模擬授業（地理的分野） 

13． 学習指導案に基づいた個人の模擬授業（歴史的分野） 

14． 学習指導案に基づいた個人の模擬授業（公民的分野） 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。模擬授業について

は準備段階での練習を重ねること。 

評価方法 

・基準 
授業内での模擬授業・研究発表（50％）と自作の学習指導案（50％）。 

課題のフィードバ

ック方法 

模擬授業については、受講者の相互評価および担当教員の評価を実施する。学習指導案につい

ては、添削し返却する。 

履修上の 

注意事項等 

主として中学校社会科教員を目指す受講者を対象とする。学習指導案にもとづいた模擬授業を行

っていきたい。中学校社会科の基礎学力をつけておくこと（高校受験レベル）。 

テキスト 
『教育実習生のための学習指導案作成教本 社会・地歴・公民科(改訂版)(社会科教材研究Ⅰと共

通)』 教育実習を考える会[編] 蒼丘書林 2011 

参考書 『中学校学習指導要領解説 社会編』 文部科学省 日本文教出版 2008 

聴講の可否： ×



No.資-869 cd:71029001  

科目名 地理歴史科教育法（一） 期間 前期 

担当教員 ☆東瀬 博司 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
高等学校教育における地理歴史科の理念・目標に基づいて、内容を精査し、併せて実践面を考

究する。 

到達目標 
①地理学、歴史学を根底に、教科指導に関する理解を深め、指導力の向上を図る。②国際化、情

報化の進展等、社会の変化に対応する教員及び人材の育成を目指す。 

授業概要 

地理歴史科の目標と科目の性格を明確にするなかで、今日に至る地理歴史教育の変遷過程を追

究していく。 続いて学習指導要領をもとに、教科の持つ意義、魅力について、世界史ＡとＢ、日本

史ＡとＢ、地理ＡとＢこの６科目の特徴と指導方法を検討する。 更に、年間指導計画及び学習指

導案の作成を試み、授業展開、評価に言及したい。 

授業内容 

1． 今日の高等学校教育の現状と課題 

2． 「高等学校学習指導要領」の基本方針 

3． 「地理歴史科」の目標と科目編成 

4． 「社会科教育」の成立と展開 

5． 地図の活用、地誌と系統的視点からの「地理」学習 

6． 文化圏から地域性を重視した「世界史」授業 

7． 文化の総合的学習を基盤とする「日本史」教育 

8． 時代の推移と地理歴史教育のあり方を考察する 

9． 情報化、国際社会における教育の推進について 

10． テーマ、人物を中心とした教材研究の取り組み 

11． 地理歴史教育の実践－板書、教材の活用を検討する 

12． 地理歴史教育の具体例－指導案作成と評価に関して 

13． 指導の方法、授業論、教育の責任と課題 

14． 地理歴史教育を通しての人間の育成 

15． 「授業のまとめと総括」「講評」 

準備学習 

(予習・復習) 

授業時に配付する講義レジュメ、参考資料を整理し、理解に努めること。併せてテキストの関連部

分に目を通し、授業の予習・復習を必ず励行する。目標、計画に基づく授業展開、系統的考察に

留意すること。 

評価方法 

・基準 

筆記等による学力確認（60％） 課題・レポート提出（20％） 平常点（授業への取り組み・発言）

（20％） 

課題のフィードバ

ック方法 

課題によるレポート提出 3 回、鑑賞レポート 1 回、テーマによるグループ活動と発表等について

は、個別指導と全体講評をその都度実施する。学力確認については授業内やポータルサイト等で

講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 
『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』 文部科学省 教育出版 2010 

『適宜、レジュメ、資料を配布する。』    

参考書 

『地理歴史科教育』 戸田善治他［編］ 学術図書出版社 2010 

『社会地歴公民科教育法』 柴田義松他［編］ 学文社 2013 

『中等社会系教科教育研究』 山口幸男他［編］ 学芸図書  

聴講の可否： ×



No.資-870 cd:71029002  

科目名 地理歴史科教育法（二） 期間 後期 

担当教員 ☆東瀬 博司 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
高等学校教育における地理歴史科の理念・目標に基づいて、内容を精査し、併せて実践面を考

究する。 

到達目標 
①地理学、歴史学を根底に、教科指導法に関する理解を深め、指導力の向上を図る。②国際化、

情報化の進展等、社会の変化に対応する教員及び人材の育成を目指す。 

授業概要 

地理歴史科の目標と科目の性格を明確にするなかで、今日に至る地理歴史教育の変遷過程を追

究していく。 続いて学習指導要領をもとに、教科の持つ意義、魅力等について、世界史ＡとＢ、日

本史ＡとＢ、地理ＡとＢ、この６科目の特徴と指導方法を検討する。更に、年間指導計画及び学習

指導案の作成を通して、授業展開、評価についても言及したい。 

授業内容 

1． 今日の高等学校教育の現状と課題 

2． 「高等学校学習指導要領」の基本方針 

3． 「地理歴史科」の目標と科目編成 

4． 「社会科教育」の成立と展開 

5． 地図の活用、地誌と系統的視点からの「地理」学習 

6． 文化圏、地域性を重視した「世界史」授業 

7． 文化の総合的学習を基盤とする「日本史」教育 

8． 時代の推移と地理歴史教育のあり方を考察する 

9． 情報化、国際社会における教育の推進について 

10． テーマ、人物を中心とした教材研究の取り組み 

11． 地理歴史教育の実践－板書、教材の活用を検討する 

12． 地理歴史教育の具体例－指導案作成と評価に関して 

13． 指導の方法、授業論、教育の責任と課題 

14． 地理歴史教育を通しての人間の育成 

15． 「授業のまとめと総括」「講評」 

準備学習 

(予習・復習) 

授業時に配付する講義レジュメ、参考資料を整理し、理解に努めること。併せて、テキストの関連

部分に目を通し、授業の予習・復習を必ず励行する。目標、計画に基づく授業展開、系統的考察

に留意すること。 

評価方法 

・基準 

筆記等による学力確認（60％） 課題・レポート提出（20％） 平常点（授業への取り組み・発言）

（20％） 

課題のフィードバ

ック方法 

課題によるレポート提出３回、 鑑賞レポート 1 回、 テーマによるグループ活動と発表等について

は、その都度、個別指導と全体講評を実施する。学力確認については授業内やポータルサイト等

で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 
『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』 文部科学省 教育出版 2010 

『適宜、レジュメ、資料を配布する。』    

参考書 

『地理歴史科教育』 戸田善治他［編］ 学術図書出版社 2010 

『社会地歴公民科教育法』 柴田義松他［編］ 学文社 2013 

『中等社会系教科教育研究』 山口幸男他［編］ 学芸図書  

聴講の可否： ×



No.資-871 cd:71030000  

科目名 公民科教育法 期間 前期 

担当教員 ☆山本 雅一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 高等学校学習指導要領「公民科」の目標及び内容を理解し、公民科教育法について考えていく。 

到達目標 
公民科指導の資質と能力を高め、よりよい授業づくりについて考えるとともに、公民科教育法の基

礎を身に付ける。 

授業概要 

高等学校「公民科」における「現代社会」「倫理」「政治・経済」の各科目の性格と目標及び内容とそ

の取扱い等について理解を深める。また、具体的に学習指導案を作成するとともに、公民科学習

の指導事例研究や模擬授業を通じて公民科教育法について考えていく。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 高等学校学習指導要領の改訂と「公民科」の変遷 

3． 「現代社会」の性格と目標及び内容とその取扱い 

4． 「倫理」の性格と目標及び内容とその取扱い 

5． 「政治・経済」の性格と目標及び内容とその取扱い 

6． 「現代社会」の教材研究と指導方法 

7． 「倫理」の教材研究と指導方法 

8． 「政治・経済」の教材研究と指導方法 

9． 公民科学習指導案の作成 

10． 「現代社会」の授業づくり 

11． 「現代社会」の授業研究 

12． 「倫理」の授業づくり 

13． 「倫理」の授業研究 

14． 「政治・経済」の授業づくり 

15． 「政治・経済」の授業研究・授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

テキスト「高等学校学習指導要領解説 公民編」と配付資料を読み、公民科の授業づくりについて

構想すること。また、公民科の学習内容の教材研究をするとともに、基盤となる学問的成果を調べ

ること。 

評価方法 

・基準 

レポート（５０％）、授業中の発表・コメントシート（３０％）、授業への意欲・関心・態度等（２０％）をも

とに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

・授業づくりと授業研究における学習指導案の作成及び模擬授業では、よりよい授業づくりのため

の研究協議をするとともに、指導助言・講評を行う。・コメントシートの内容や質問等は、次回以降

の授業に反映し、適宜紹介していく。・期間内にレポートを課し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
高等学校「公民科」の既習事項を復習しておくこと。 

テキスト 『高等学校学習指導要領解説 公民編』 文部科学省 教育出版 平成 22 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-872 cd:71031100  

科目名 国語科教材研究 I 期間 後期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 言語の教育としての国語科における「よりよい授業づくり」について探究する。 

到達目標 
①確かなことばの学びを支える国語科の授業づくりを実践する。②教材の価値を判断し、問題意

識をもって授業を構築・展開できるようになる。 

授業概要 
国語科教材研究の方法論をふまえ、教材研究の在り方を学ぶとともに、模擬授業を通して指導

者・学習者として、よりよい授業づくりを目指した実践的な授業研究に取り組む。 

授業内容 

1． 国語科教育の意義と授業の設計・技術 

2． 国語科学習のデザイン（１）（単元と教材） 

3． 国語科学習のデザイン（２）（学習指導案作成にかかる教材研究と教材開発） 

4． 学習指導案の作成と教材研究・評価の在り方（小説・詩歌教材） 

5． 模擬授業（小説・詩歌教材） 

6． 模擬授業と授業研究（小説・詩歌教材） 

7． 学習指導案の作成と教材研究・評価の在り方（評論・論説文教材） 

8． 模擬授業（評論・論説文教材） 

9． 模擬授業と授業研究（評論・論説文教材） 

10． 学習指導案の作成と教材研究・評価の在り方（古典教材） 

11． 模擬授業（古典 随筆・評論教材） 

12． 模擬授業と授業研究（古典 随筆・評論教材） 

13． 模擬授業（古典 物語教材） 

14． 模擬授業と授業研究（古典 物語教材） 

15． 模擬授業と授業研究（古典 和歌教材） 

準備学習 

(予習・復習) 
配付した資料・教材について予習・復習を行ったうえで授業に臨むこと。 

評価方法 

・基準 

「期末課題レポート、授業中の課題（学習指導案・模擬授業・模擬授業評価表）、課題レポート」及

び「対話カード」等により総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

「期末課題レポート、授業中の課題（学習指導案・模擬授業・模擬授業評価表）、課題レポート」等

は必要に応じて講義中にコメントを行い評価する。対話カードは、毎回提出させ、各々にコメントを

記入のうえ次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

学習指導案の作成・模擬授業の実施・授業研究の実施など、総てに積極的な授業参加態度が求

められる。使用するテキストは、前期開講の「国語科教育法Ⅰ」と同じである。 

テキスト 
『中学校・高等学校国語科教育法 新版』 野地潤家・湊吉正 おうふう 平成 23 年 

『高等学校学習指導要領解説 国語科編』 文部科学省 教育出版 平成 22 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-873 cd:71031200  

科目名 国語科教材研究 II 期間 前期 

担当教員 ☆増田 正子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
中・高等学校国語教育の内容・方法に関わり、各ジャンルについて具体的に教材研究・授業研究

を行ない、よりよい「授業作り」を実践的に探究する。 

到達目標 
教材についてグループおよび個人で教材研究を行い、授業を構想し学習指導案を作成することが

できる。さらに模擬授業とその振り返りとしての授業分析ができる。 

授業概要 

国語科教材研究Ⅰの応用・発展として、教材についてグループおよび個人で教材研究を行い、授

業を構想し学習指導案を作成すること、さらに模擬授業とその振り返りとしての授業分析によっ

て、よりよい授業へと改善していくことを目標とする。 

授業内容 

1． ガイダンス 

2． 教材１（小説・物語教材 中学校 1 年）についての教材研究（目標・方法・展開など） 

3． 教材１の授業についての具体的な指導方法（発問・板書・ノートなど）について 

4． 教材２（小説・物語教材 中学校 2 年）についての教材研究（目標・方法・展開など） 

5． 教材２の授業についての具体的指導法（発問・板書・ノートなど）と指導案作成について 

6． 教材３（小説・物語教材 高等学校）についての教材研究（目標・方法・展開など） 

7． 教材３の授業についての具体的指導法（発問・板書・ノートなど）と指導案作成について 

8． 小説・物語教材（中学校教材）の模擬授業と授業分析（１） 

9． 小説・物語教材（中学校教材）の模擬授業と授業分析（２） 

10． 小説・物語教材（高等学校教材）の模擬授業と授業分析（３） 

11． 教材４（詩歌教材 詩）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開・発問・板書な

ど） 

12． 教材５（詩歌教材 短歌）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開・発問・板書な

ど） 

13． 教材６（詩歌教材 俳句）についての教材研究と指導案作成（目標・方法・展開・発問・板書な

ど） 

14． 詩歌（詩）の模擬授業と授業分析（１） 

15． 詩歌（短歌・俳句）の模擬授業と授業分析（２）まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

事前に配布された資料を熟読の上、問題点を見出すこと。模擬授業に向けて、準備をすること。事

後として、模擬授業のふりかえりで問題点を見出し、それらについて再考し考えを整理すること。 

評価方法 

・基準 

平常点(授業への積極的な参加・発言など）30％ 授業中の課題(指導案作成・模擬授業など）

70％ 

課題のフィードバ

ック方法 

授業中の発表については、担当教員がその場でコメントし評価する。模擬授業についても、担当

教員が授業のふりかえりでコメントし評価する。 

履修上の 

注意事項等 
免許・資格科目なので、それにふさわしい真摯な学習態度で出席すること 

テキスト 
『プリントを配布』    

『国語科教材研究Ⅰの使用テキスト』    

参考書 『随時紹介』    

聴講の可否： ×



No.資-874 cd:71032100  

科目名 社会科教材研究 I 期間 前期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 中学校生徒の社会認識力を養うための教材研究。 

到達目標 
この時間では実際に社会科教材を作成し、それをもとに授業を構成・実践できる基礎力を身につ

けることを目標とする。 

授業概要 

中学校社会科（地理的分野、歴史的分野、公民的分野）の授業を構成していく上で、教材をどのよ

うに選択し、開発していくことが必要なのかを考察していく。社会への関心が乏しいとされる今日の

生徒に、広義の社会認識力を養うことが一つの目標となるだろう。 以下の通り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 中学校社会科の学力 

3． 社会科教育の現状と課題 

4． 地理認識のあり方を考える－地理的分野 

5． 歴史認識のあり方を考える－歴史的分野 

6． 社会認識のあり方を考える－公民的分野 

7． 社会科教材をどう選択するか 

8． 美術館・博物館をもとにした教材作成 

9． 作成教材をもとにしたグループワーク 

10． 教材の分析について 

11． 学習指導案の検討 

12． 授業テーマについての個人プレゼンテーション 前半 

13． 授業テーマについての個人プレゼンテーション 後半 

14． 教材にもとづいた授業方法・授業展開 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。とくにプレゼンテー

ションについては、事前の準備、練習を重ねておくこと。 

評価方法 

・基準 
小レポート（20％）授業内でのプレゼンテーション・研究発表（30％）と自作の学習指導案（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートでの主な質問・疑問については次回以降の授業で回答する。プレゼンテーション・研究

発表については授業時間内に講評する。学習指導案については個別に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

中学校社会科の基礎学力をつけておくこと（高校受験レベル）。プレゼンテーションに参加しない者

は単位認定を行わない。 

テキスト 

『教育実習生のための学習指導案作成教本社会・地歴・公民科(改訂版)』(地理歴史科教材研究と

共通)』 教育実習を考える会編 蒼丘書林 2011 

『中学校学習指導要領解説 社会編』 文部科学省 日本文教出版 2008 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-875 cd:71033000  

科目名 地理歴史科教材研究 期間 後期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 生徒・教師がともに興味・関心をもちうる教材研究をめざす。 

到達目標 
実際に地理歴史科教材を作成し、それをもとに授業を構成・実践できる基礎力を身につけることを

目標とする。 

授業概要 

地理・歴史分野への興味・関心を高め、地理的視点、歴史的視点を獲得していくための教材のあ

り方を考える。その際に、教師自身が興味・関心をもちうるものであることが一つの重要な条件と

なるだろう。高等学校で実際に地理・歴史科の授業ができる学習指導案を作成することが最終課

題である。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 地理歴史科の学力とは 

3． 地理的視点について(1)－自然地理学分野 

4． 地理的視点について(2)－人文地理学分野 

5． 歴史的視点について(1)－日本史分野 

6． 歴史的視点について(2)－世界史分野 

7． 地理歴史科教材をどう選択するか 

8． 具体的な地理歴史科教材の検討 

9． 市区町村をもとにした教材開発 

10． 作成教材をもとにしたグループワーク 

11． 教材の分析について 

12． 授業テーマについての個人プレゼンテーション(1) 

13． 授業テーマについての個人プレゼンテーション(2) 

14． 教材にもとづいた授業方法・授業展開 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。とくにプレゼンテー

ション、模擬授業については事前の準備、練習を重ねておくこと。 

評価方法 

・基準 
小レポート（20％）授業内でのプレゼンテーション・研究発表（30％）と自作の学習指導案（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートでの主な質問・疑問については次回以降の授業で回答する。プレゼンテーション・研究

発表については授業時間内に講評する。学習指導案については個別に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

高校地歴の基礎学力をつけておくこと（センター試験レベル）。プレゼンテーションに参加しない者

は単位認定を行わない。なお、テキストは社会科教材研究Ⅰと共通。 

テキスト 

『教育実習生のための学習指導案作成教本社会・地歴・公民科(改訂版) 』 教育実習を考える会

編 蒼丘書林 2011 

『高等学校学習指導要領解説 地理歴史編』 文部科学省 教育出版 2010 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-876 cd:71034000  

科目名 公民科教材研究 期間 後期 

担当教員 ☆山本 雅一 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 
高等学校公民科の学習内容を踏まえ、公民科の教材研究・教材開発の方法を学び、よい教材設

定とその活用を通して、豊かで深い公民科の授業を探求する。 

到達目標 
公民科の教材研究・教材開発の方法の基礎を身に付け、よい教材設定とその活用を通して、豊か

で深い公民科の授業を構想できるようにする。 

授業概要 

公民科の目標及び各教科、各単元の目標を達成させるために、必要な教材研究・教材開発の方

法について探求する。また、授業づくりのためのよい教材設定とその活用について、授業構想の

演習や模範となる指導事例研究を通じて具体的に考察する。 

授業内容 

1． ガイダンス 教科指導と教材研究の意義 

2． 公民科の目標・学習内容と教材研究の方法 

3． 公民科の教材設定と活用方法 

4． 「現代社会」「政治・経済」＜政治学習＞における教材研究の視点 

5． ＜政治学習＞における教材設定と活用方法 

6． 「現代社会」「政治・経済」＜経済学習＞における教材研究の視点 

7． ＜経済学習＞における教材設定と活用方法 

8． 「倫理」における教材研究の視点 

9． 「倫理」＜先哲の思想・宗教＞における教材設定と活用方法 

10． 「倫理」＜青年期の課題＞における教材設定と活用方法 

11． 「現代社会」の授業構想（演習） 

12． 「倫理」の授業構想（演習） 

13． 「政治・経済」の授業構想（演習） 

14． 公民科教材活用の模範指導事例研究 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

公民科の学習指導要領を読み、教科書教材を研究するとともに、読み物資料、統計資料、視聴覚

教材など公民科学習に活用できる教材探しをすること。 

評価方法 

・基準 

レポート（５０％）、授業中の発表・コメントシートなど（３０％）、授業への興味・関心・態度等（２

０％）をもとに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

・教材設定とその活用における授業構想の演習において、研究協議をするとともに、指導助言・講

評を行う。・コメントシートの内容や質問等は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。・期

間内にレポートを課し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『高等学校学習指導要領解説 公民編』 文部科学省 教育出版 平成 22 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-877 cd:71035001  

科目名 道徳教育の研究（一） 期間 前期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 道徳教育実践のための基礎的考察 

到達目標 
道徳教育の広がりを理解し、道徳授業のテーマを自ら設定し、それをもとに授業を構成・実践でき

る基礎力を身につけることを目標とする。 

授業概要 

「道徳的」ということは堅苦しく融通の利かないイメージとしてとらえられることが多い。しかし道徳

は自分自身、他者そして社会などと自分とのかかわりのあり方をとらえたものであり、その点から

も動的であることが理解される。受講者は授業で取り上げるテーマについて、自分自身と重ね合

わせながら考察を進めていくことが望まれる。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 道徳とは何か 

3． 道徳教育の現状 

4． 対話と教育 

5． 道徳教育の歴史 

6． 学習指導要領と道徳教育 

7． 道徳性の発達－ピアジェ、コールバーグ 

8． モラルジレンマとは 

9． 道徳教育と生徒指導 

10． 道徳教材の分析について 

11． 授業テーマについての個人プレゼンテーション前半 

12． 授業テーマについての個人プレゼンテーション後半 

13． 興味・関心がもてる教材のあり方とは 

14． 教材にもとづいた道徳教育の進め方 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。事後学習について

はノートを整理し、テキストの該当範囲を読むことによって内容の理解に努めること。 

評価方法 

・基準 
授業中の小レポート（30％）、プレゼンテーション・研究発表（20％）と自作の学習指導案（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートの主な質問・疑問については次回以降の授業で紹介し、必要に応じて回答する。プレ

ゼンテーションについては担当教員がコメントし評価する。学習指導案については個別に講評す

る。 

履修上の 

注意事項等 

出席することは当然の前提条件。加えて積極的な参加を求める。プレゼンテーションに参加しない

者は単位認定を行わない。 

テキスト 
『道徳教育の可能性』 中戸義雄他編 ナカニシヤ出版 2005 

『中学校学習指導要領解説道徳編』 文部科学省 日本文教出版 2008 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-878 cd:71035002  

科目名 道徳教育の研究（二） 期間 後期 

担当教員 中戸 義雄 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 道徳教育実践のための基礎的考察 

到達目標 
道徳教育の広がりを理解し、道徳授業のテーマを自ら設定し、それをもとに授業を構成・実践でき

る基礎力を身につけることを目標とする。 

授業概要 

「道徳的」ということは堅苦しく融通の利かないイメージとしてとらえられることが多い。しかし道徳

は自分自身、他者そして社会などと自分とのかかわりのあり方をとらえたものであり、その点から

も動的であることが理解される。受講者は授業で取り上げるテーマについて、自分自身と重ね合

わせながら考察を進めていくことが望まれる。以下の通り実施する。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 道徳とは何か 

3． 道徳教育の現状 

4． 対話と教育 

5． 道徳教育の歴史 

6． 学習指導要領と道徳教育 

7． 道徳性の発達－ピアジェ、コールバーグ 

8． モラルジレンマとは 

9． 道徳教育と生徒指導 

10． 道徳教材の分析について 

11． 授業テーマについての個人プレゼンテーション前半 

12． 授業テーマについての個人プレゼンテーション後半 

13． 興味・関心がもてる教材のあり方とは 

14． 教材にもとづいた道徳教育の進め方 

15． まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

準備学習・事後学習については受講者の理解度に応じ、授業中に指示する。事後学習について

はノートを整理し、テキストの該当範囲を読むことによって内容の理解に努めること。 

評価方法 

・基準 
授業中の小レポート（30％）、プレゼンテーション・研究発表（20％）と自作の学習指導案（50％） 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートの主な質問・疑問については次回以降の授業で紹介し、必要に応じて回答する。プレ

ゼンテーションについては担当教員がコメントし評価する。学習指導案については個別に講評す

る。 

履修上の 

注意事項等 

出席することは当然の前提条件。加えて積極的な参加を求める。プレゼンテーションに参加しない

者は単位認定を行わない。 

テキスト 
『道徳教育の可能性』 中戸義雄他編 ナカニシヤ出版 2005 

『中学校学習指導要領解説道徳編』 文部科学省 日本文教出版 2008 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-879 cd:71036001  

科目名 特別活動の指導法（一） 期間 前期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
「望ましい集団活動を通して」という方法原理を軸にしながら、特別活動のあるべき姿とその指導

法を探究する。 

到達目標 「特別活動」の目標を達成する指導理論と実践の基礎を身につける。 

授業概要 

特別活動についての基本的な知識を得ると共に、特別活動の指導で果たす教員の役割などにつ

いて理解する。授業では、学習指導要領の解説に基づき、理論と実践（演習・事例研究等）を展開

するとともに、その性質をふまえて学生の発表・質疑を適宜取り入れる。 

授業内容 

1． ガイダンス（学校教育における特別活動と教育関係法規） 

2． 学習指導要領の改訂と特別活動の変遷 

3． 特別活動の目標 

4． 特別活動の特質と教育的意義 

5． 学級経営と指導計画 

6． 特別活動と教育課程（各教科、道徳、総合的な学習の時間等）、生徒指導等との関係 

7． 特別活動における「学校力」「教師力」 

8． 特別活動の内容（１）ホームルーム活動 

9． 特別活動の内容（２）生徒会活動 

10． 特別活動の内容（３）学校行事 

11． 特別活動の内容の取り扱いと評価 

12． ホームルーム活動指導案の作成（演習） 

13． ホームルーム活動指導案に基づく指導及び展開事例研究 

14． 学校行事の指導計画と展開事例研究 

15． 特別活動の指導法の授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

高等学校学習指導要領解説「特別活動」を読んでおくこと。また、必要に応じて、事前・事後の学

習テーマを指示する。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（50％）、授業中の課題発表、小レポート、ホームルーム活動指導案の作成、課

題レポート、及び対話カード等により総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に「学習到達度確認」を実施し、最終講義内で講評を行う。「授業中の課題発表、小レポー

ト、ホームルーム活動指導案の作成、課題レポート」等は必要に応じて講義中にコメントを行い評

価する。対話カードは毎回提出させ、各々にコメントを記入の上、次時に返却し、必要に応じて講

義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

特別活動の性質上、講義においては知識伝達型に加え、実践演習・討論等の形式を取り入れる

ので、授業には積極的・能動的な態度で臨むこと。 

テキスト 『高等学校学習指導要領解説 特別活動編』 文部科学省 海文堂出版 平成 21 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-880 cd:71036002  

科目名 特別活動の指導法（二） 期間 後期 

担当教員 ☆山本 雅一 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 
「望ましい集団活動を通して」という方法原理を軸にしながら、特別活動のあるべき姿とその指導

法を探求する。 

到達目標 特別活動の目標を達成する指導理論と実践の基礎を身に付ける。 

授業概要 

特別活動についての基本的な知識を得るとともに、特別活動の指導で果たす教師の役割などに

ついて理解する。授業では、学習指導要領の解説に基づき、理論と実践を展開するとともに、演

習や指導事例研究を通して特別活動の指導法を探求する。 

授業内容 

1． ガイダンス 学校教育と特別活動の意義 

2． 学習指導要領の改訂と特別活動の変遷 

3． 特別活動の目標 

4． 特別活動の特質と教育的意義 

5． 特別活動と各教科、道徳、総合的な学習の時間、生徒指導等との関連 

6． 特別活動における「学校力」「教師力」 

7． 特別活動の内容（１）ホームルーム活動 

8． ホームルーム活動指導案の作成 

9． ホームルーム活動の指導事例研究 

10． 特別活動の内容（２）生徒会活動 

11． 生徒会活動の指導計画と展開 

12． 特別活動の内容（３）学校行事 

13． 学校行事の指導計画と展開 

14． 特別活動と評価 

15． 授業総括 

準備学習 

(予習・復習) 

テキスト「高等学校学習指導要領解説 特別活動編」や配付資料を読み、中学校・高等学校での

特別活動の「振り返り」とともに、これからの望ましい特別活動の指導案を構想する。 

評価方法 

・基準 

定期試験（５０％）、授業中の課題発表・コメントシート（３０％）、授業への意欲・関心・態度等（２

０％）をもとに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

・ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事における活動指導案、指導計画の作成等について

研究協議をするとともに、指導助言・講評を行う。・コメントシートの内容や質問等は、次回以降の

授業に反映し、適宜紹介していく。・最終授業時に学習到達度確認を実施し、解答例を配布及び

解説を行う。 

履修上の 

注意事項等 
 

テキスト 『高等学校学習指導要領解説 特別活動編』 文部科学省 海文堂出版 平成 21 年 

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-881 cd:71037001  

科目名 教育方法・メディア論（一） 期間 前期 

担当教員 ☆樋口 幸三 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 確かな学力向上のための授業のデザインとそのための教育メディアの活用 

到達目標 
授業をデザインするために必要な要素を理解するとともに、各種メディアを学習活動に有効に活

用できるスキルを身につける。 

授業概要 

社会の国際化・情報化が一層進むなかで、学校教育においても、生徒の学習への興味・関心を高

めるとともに、それぞれの個性を生かした主体的な取組が求められている。本講座では、授業を

デザインするために必要な要素を理解するとともに、各種情報メディアを学習活動に生かすスキ

ルを身につけ、生徒の生きる力を育む授業の方法を考える。 

授業内容 

1． ガイダンス・教育方法の概論 

2． 授業の構造と働き 

3． 授業の方法による学習指導の形態 

4． 学習指導における教育メディアの活用 

5． 授業の設計（１） 授業の目標・ねらい等 

6． 授業の設計（２） 学習指導案 

7． 授業の展開 

8． 授業の評価 

9． 教育メディアの特性（１） 活字・音声 

10． 教育メディアの特性（２） 映像 

11． 教育メディアの特性（３） コンピュータ（ICT） 

12． 教育メディアの活用における留意点 

13． 映像の授業への活用（演習） 

14． コンピュータ（ICT）の授業への活用（演習） 

15． 講義全体のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

活用できるメディア情報に着目し日常的に収集する態度を形成する。板書技術の向上を図る努力

を日常的に行うこと。その基本である漢字を正しく書けるようにする。 

評価方法 

・基準 

最終授業時に実施する学習到達度確認（60％）、課題（演習）レポート（20％）、授業中の発表・態

度等（20％）を基準とし、総合的に評価する 

課題のフィードバ

ック方法 

対話カード（コメントシート）の内容や質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。

漢字書き取り（１０回）は、終了段階で得点をグラフ化し、返却するとともに、評価方法に関するの

講義内容に反映する。期間内にレポートを課し、最終授業内で講評を行う。最終授業で学習到達

度確認を実施し、終了後講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
テキストは使用しないが、講義メモ及び適宜配布する資料による。参考書は随時紹介する。 

テキスト  

参考書 

『教師を目指す人のための教育方法・技術論』 小野賢太郎・小柳和喜雄・平井尊士・宮本浩治 

編著 学芸図書株式会社 2012 

『中学校学習指導要領解説 国語編・社会編』 文部科学省 教育出版  

聴講の可否： ×



No.資-882 cd:71037002  

科目名 教育方法・メディア論（二） 期間 後期 

担当教員 ☆樋口 幸三 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 確かな学力向上のための授業のデザインとそのための教育メディアの活用 

到達目標 
授業をデザインするために必要な要素を理解するとともに、各種メディアを学習活動に有効に活

用できるスキルを身につける。 

授業概要 

社会の国際化・情報化が一層進むなかで、学校教育においても、生徒の学習への興味・関心を高

めるとともに、それぞれの個性を生かした主体的な取組が求められている。本講座では、授業を

デザインするために必要な要素を理解するとともに、各種情報メディアを学習活動に生かすスキ

ルを身につけ、生徒の生きる力を育む授業の方法を考える。 

授業内容 

1． ガイダンス・教育方法の概論 

2． 授業の構造と働き 

3． 授業の方法による学習指導の形態 

4． 学習指導における教育メディアの活用 

5． 授業の設計（１） 授業の目標・ねらい等 

6． 授業の設計（２） 学習指導案 

7． 授業の展開 

8． 授業の評価 

9． 教育メディアの特性（１） 活字・音声 

10． 教育メディアの特性（２） 映像 

11． 教育メディアの特性（３） コンピュータ（ICT） 

12． 教育メディアの活用における留意点 

13． 映像の授業への活用（演習） 

14． コンピュータ（ICT）の授業への活用（演習） 

15． 講義全体のまとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

活用できるメディア情報に着目し日常的に収集する態度を形成する。板書技術の向上を図る努力

を日常的に行うこと。その基本である漢字を正しく書けるようにする。 

評価方法 

・基準 

最終授業時に実施する学習到達度確認（60％）、課題（演習）レポート（20％）、授業中の発表・態

度等（20％）を基準とし、総合的に評価する 

課題のフィードバ

ック方法 

対話カード（コメントシート）の内容や質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。

漢字書き取り（１０回）は、終了段階で得点をグラフ化し返却するとともに、評価方法に関するの講

義内容に反映する。期間内にレポートを課し、最終授業内で講評を行う。最終授業で学習到達度

確認を実施し、終了後講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 
テキストは使用しないが、講義メモ及び適宜配布する資料による。参考書は随時紹介する。 

テキスト  

参考書 

『教師を目指す人のための教育方法・技術論』 小野賢太郎・小柳和喜雄・平井尊士・宮本浩治 

編著 学芸図書株式会社 2012 

『高等学校学習指導要領解説 国語編・地理歴史編・公民編・情報編』 文部科学省 教育出版  

聴講の可否： ×



No.資-883 cd:71038001  

科目名 生徒指導論（一） 期間 前期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 生徒の「自己指導能力」の育成を目指した実践につながる生徒指導論の探究 

到達目標 
生徒理解の上に立って、計画的・組織的な指導・援助・支援が図れる実践的な態度・資質を身に

つける。 

授業概要 

生徒指導の基礎・基本は、生徒理解の上に立って生徒の人間形成をどのように指導・援助・支援

していくかである。そのために教員がとるべき態度と方法及び資質を身につけることが不可欠であ

る。授業では、生徒指導にかかる今日的課題に沿って、生徒指導の基本的事項の学習と事例演

習等について実践的な考察をする。 

授業内容 

1． ガイダンス（生徒指導の意義） 

2． 生徒指導の原理 

3． 生徒指導の領域と方法 

4． 学習指導要領と生徒指導 

5． 生徒指導体制の確立と生徒指導の計画 

6． 生徒理解の基本と方法 

7． 問題行動への理解及び対応と指導（１）反社会的行動 

8． 問題行動への理解及び対応と指導（２）非社会的行動 

9． 問題行動への理解及び対応と指導（３）その他 

10． 生徒指導と保護者・地域・関係機関・団体等との連携・協力 

11． 生徒指導と進路指導・キャリア教育 

12． 特別支援教育 

13． 生徒指導の実際と事例演習 

14． 教育相談、進路指導の実際と事例演習 

15． 生徒指導の総括、授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
必要に応じて、事前・事後の学習テーマを指示する。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（50％）、授業中の課題発表、小レポート、課題レポート、対話カード等を基に総

合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に「学習到達度確認」を実施し、最終講義内で講評を行う。「課題発表、課題レポート」等は

必要に応じて講義中にコメントを行い、評価する。「対話カード」は毎回提出させ、各々にコメントを

記入のうえ次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

講義の内容を深めるため、学生の発表や質疑を適宜取り入れるので、授業には積極的・能動的

な態度で臨むこと。 

テキスト 
『生徒指導提要』 文部科学省 教育図書 平成 22 年 

『適宜講義関係資料を配付する。』    

参考書 『随時紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.資-884 cd:71038002  

科目名 生徒指導論（二） 期間 後期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 2-4 

テーマ 生徒の「自己指導能力」の育成を目指した実践につながる生徒指導論の探究 

到達目標 
生徒理解の上に立って、計画的・組織的な指導・援助・支援が図れる実践的な態度・資質を身に

つける。 

授業概要 

生徒指導の基礎・基本は、生徒理解の上に立って生徒の人間形成をどのように指導・援助・支援

していくかである。そのために教員がとるべき態度と方法及び資質を身につけることが不可欠であ

る。授業では、生徒指導にかかる今日的課題に沿って、生徒指導の基本的事項の学習と事例演

習等について実践的な考察をする。 

授業内容 

1． ガイダンス（生徒指導の意義） 

2． 生徒指導の原理 

3． 生徒指導の領域と方法 

4． 学習指導要領と生徒指導 

5． 生徒指導体制の確立と生徒指導の計画 

6． 生徒理解の基本と方法 

7． 問題行動への理解及び対応と指導（１）反社会的行動 

8． 問題行動への理解及び対応と指導（２）非社会的行動 

9． 問題行動への理解及び対応と指導（３）その他 

10． 生徒指導と保護者・地域・関係機関・団体等との連携・協力 

11． 生徒指導と進路指導・キャリア教育 

12． 特別支援教育 

13． 生徒指導の実際と事例演習 

14． 教育相談、進路指導の実際と事例演習 

15． 生徒指導の総括、授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 
必要に応じて、事前・事後の学習テーマを指示する。 

評価方法 

・基準 

学習到達度確認（50％）、授業中の課題発表、小レポート、課題レポート、対話カード等を基に総

合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

期間内に「学習到達度確認」を実施し、最終講義内で講評を行う。「課題発表、課題レポート」等は

必要に応じて講義中にコメントを行い、評価する。「対話カード」は毎回提出させ、各々にコメントを

記入のうえ次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

講義の内容を深めるため、学生の発表や質疑を適宜取り入れるので、授業には積極的・能動的

な態度で臨むこと。 

テキスト 
『生徒指導提要』 文部科学省 教育図書 平成 22 年 

『適宜講義関係資料を配付する。』    

参考書 『随時紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.資-885 cd:71039001  

科目名 教育相談心理学（一） 期間 前期 

担当教員 ☆大森 亜紀子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 実践的な教育相談心理学について学ぶ。 

到達目標 
児童・生徒に関わるうえで参考になる教育相談心理学の基本的な知識を得ることと、それらを参

考に各人が自分の考えを深めたり広げたりする姿勢を育むことが目標です。 

授業概要 

教育現場で教師が直面する難しい問題は、いじめ、不登校、非行、暴力、学業、進路や生活上の

諸問題のみならず、心の病、特別支援教育など多岐にわたります。そのため、教師自身もカウン

セリングの知識を基にした対応や多角的な視点が求められています。そこで、本講義では、事例

をもとにするなどして実践的な部分に重きを置きつつ、カウンセリングについての基本的な知識を

紹介します。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 予防的・開発的教育相談 

3． 不登校 

4． いじめ 

5． 児童虐待・反社会的問題行動 

6． 発達障害（１）概念 

7． 発達障害（２）援助（心理面を中心に） 

8． 保護者支援 

9． 心理検査（１）パーソナリティ検査 

10． 心理検査（２）知能検査 

11． 児童期・思春期の精神病理の基礎知識（１）ＰＴＳＤなど 

12． 児童期・思春期の精神病理の基礎知識（２）自傷行為など 

13． さまざまな心理療法理論（１）精神分析など 

14． さまざまな心理療法理論（２）行動療法など 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業の後、わからなかったところや興味を持った点については、少しでもよいので考えたり復習し

たりしておいてください。 

評価方法 

・基準 
平常点＋最終授業で実施する学習到達度確認（筆記） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容、質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。期間内に学習

到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

授業を自分なりに考えながら聞いてください。受講態度の不適切な者には退席を求めることがあり

ます。 

テキスト 『適宜プリントにて配布する。』    

参考書 『授業中に紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.資-886 cd:71039002  

科目名 教育相談心理学（二） 期間 後期 

担当教員 ☆大森 亜紀子 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 実践的な教育相談心理学について学ぶ。 

到達目標 
児童・生徒に関わるうえで参考になる教育相談心理学の基本的な知識を得ることと、それらを参

考に各人が自分の考えを深めたり広げたりする姿勢を育むことが目標です。 

授業概要 

教育現場で教師が直面する難しい問題は、いじめ、不登校、非行、暴力、学業、進路や生活上の

諸問題のみならず、心の病、特別支援教育など多岐にわたります。そのため、教師自身もカウン

セリングの知識を基にした対応や多角的な視点が求められています。そこで、本講義では、事例

をもとにするなどして実践的な部分に重きを置きつつ、カウンセリングについての基本的な知識を

紹介します。 

授業内容 

1． イントロダクション 

2． 予防的・開発的教育相談 

3． 不登校 

4． いじめ 

5． 児童虐待・反社会的問題行動 

6． 発達障害（１）概念 

7． 発達障害（２）援助（心理面を中心に） 

8． 保護者支援 

9． 心理検査（１）パーソナリティ検査 

10． 心理検査（２）知能検査 

11． 児童期・思春期の精神病理の基礎知識（１）ＰＴＳＤなど 

12． 児童期・思春期の精神病理の基礎知識（２）自傷行為など 

13． さまざまな心理療法理論（１）精神分析など 

14． さまざまな心理療法理論（２）行動療法など 

15． 授業まとめ 

準備学習 

(予習・復習) 

授業の後、わからなかったところや興味を持った点については、少しでもよいので考えたり復習し

たりしておいてください。 

評価方法 

・基準 
平常点＋最終授業で実施する学習到達度確認（筆記） 

課題のフィードバ

ック方法 

コメントシートの内容、質問・疑問は、次回以降の授業に反映し、適宜紹介していく。期間内に学習

到達度確認を実施し、最終授業内で講評を行う。 

履修上の 

注意事項等 

授業を自分なりに考えながら聞いてください。受講態度の不適切な者には退席を求めることがあり

ます。 

テキスト 『適宜プリントにて配布する。』    

参考書 『授業中に紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.資-887 cd:71040002 

科目名 教育実習指導（二） 期間 通年 

担当教員 

☆辻 寛司 

元根 俊孝 

中戸 義雄 

単位数 1 配当年次 4 

テーマ 教育実習の直前および事後の指導 

到達目標 
事前段階では教育実習の準備を十分行なうこと。事後では教育実習を振り返り今後の課題を

整理検討すること。 

授業概要 

教育実習直前の指導としてガイダンスを行なう。教育実習生としての心構え、服務内容の概

略、教科指導、生徒指導、学級運営、校務分掌などに関わる留意事項や注意点について理解

を深める。また実習後は、実習報告会への参加や体験記の執筆を通して、自己評価、自己点

検を行なう。 

授業内容 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

準備学習 

（予習・復習） 

事前には、各自実習教科を深く学習し、教材を準備し指導案を作成して指導教官の指導を仰

ぐ。事後は、実習の成果、反省点などをまとめて報告し、今後の教育実践に役立てる。 

評価方法・基準 上記に関わる提出物、報告会等への参加態度による総合評価とする。 

課題の 

フィードバック方法 

各授業時でのコメントカードへの記入内容に対する回答を必要に応じて次回授業時に行うとと

もに、模擬授業に関しては終了後に個別に評価を行っていく。 

履修上の 

注意事項等 
無断欠席については実習後であっても単位認定を行なわない。 

テキスト 『使用しない』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-888 cd:71040100 

科目名 教育実習指導（一） 期間 通年 

担当教員 

☆辻 寛司 

元根 俊孝 

中戸 義雄 

単位数 0 配当年次 3 

テーマ 教育実習の事前指導 

到達目標 次年度の教育実習を、立派に実践できる力を身につける。 

授業概要 

教育実習は、学生が教育実践に携われる初めての機会である。短期間であるが、実習校で一

般教職員として教育実習をすることになるのであるから、その責任は極めて重大である。現在

の教育界の動向を見据えながら、教職員としての自覚、意欲や学校、教職員、生徒のあり方等

を把握し、次年度の教育実習を前向きに確実に実践できるように、下記の内容について講義を

進め、また模擬授業を通じて理解を深めさせる。教育実習ガイダンスにて配付する「教職課程

日程表」のとおり。 

授業内容 

1. 授業の進め方・教育実習とは 

2. 教育実習と学校法規 

3. 教育実習と学力向上 

4. 教育実習と生徒指導 

5. 教育実習と人権 

6. 学習指導案の作成 

7. 模擬授業班分け・個別指導１ 

8. 模擬授業班分け・個別指導２ 

9. 模擬授業班分け・個別指導３ 

10. 模擬授業の実施 

11. 模擬授業の実施 

12. 模擬授業の実施 

13. 模擬授業の実施 

14. 模擬授業の実施 

15. 模擬授業の実施 

16. 模擬授業の実施 

17. 模擬授業の実施 

18. 模擬授業の実施 

19. 模擬授業の実施 

20. 模擬授業の実施 

21. 模擬授業の実施 

22. 模擬授業の実施 

23. 模擬授業の実施 

24. 模擬授業の実施 

25. 模擬授業の実施 

26. 模擬授業の実施 

27. 模擬授業の実施 

28. 模擬授業の実施 

29. 模擬授業の実施 

30. 模擬授業の実施／模擬授業のまとめ 

準備学習 

（予習・復習） 

・模擬授業を実施する前に、十分に学習して教材等の準備をし、各自リハーサルを行うこ

と。 ・模擬授業実施の後、反省点等をまとめ、教育実習に資すること。 

評価方法・基準 レポート（学習指導案等）、模擬授業の出来ばえ及び参加態度等を総合評価する。 

課題の 

フィードバック方法 

各授業時でのコメントカードへの記入内容に対する回答を必要に応じて次回授業時に行うとと

もに、模擬授業に関しては終了後に個別に評価を行っていく。 

履修上の 

注意事項等 

・『教職課程ハンドブック』を熟読のこと。また年間予定表は教職課程ガイダンスにて配付す

る。・次年度は実習校で教職員として生徒を指導する立場であることを自覚して授業に臨むこ

と。「追試験」対象事由以外での欠席及び遅刻は認めない。 

テキスト 『プリントを配付する』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-889 cd:71041100  

科目名 教育実習 I 期間 その他 

担当教員 
元根 俊孝 

中戸 義雄 
単位数 4 配当年次 4 

テーマ 学校現場における教育実習 

到達目標 

１ 教職に対する自覚を深めること ２ 十分な教材研究をもとにした授業を展開できること ３ 生

徒理解、生徒指導を積極的におこなうこと ４ 学校運営にかかわる事務処理を適切に遂行するこ

と 

授業概要 

教職課程の総仕上げとして、中学校において教師になるための実習を行なう。この実習には、そ

れまでに専門科目、教養科目、教職科目を通して学んだ知識や技術、また、培ってきた「ものの見

方・考え方」が反映されることとなる。同時に、この実習によって、それぞれの専門領域の研究に

ついて再吟味され、自己の生き方に新たな目を開く契機ともなるだろう。準備段階からの注意事項

など詳細については『教職課程ハンドブック』に記載されているので、それをよく読んで理解してお

くこと。そして前もって（3 年生の間に）実習予定校に実習受け入れのお願いをしておくことが必要

である。また実習が始まる前に実習校を訪問し、指導教諭の指示を受けて、授業の参観や教材研

究などに早めに取りかかっておくことが望ましい。なお、実習は４週間、教育実習校において従事

する。実習中は勤務と同じである。したがって非常事態でないかぎり、無遅刻無欠勤であること。

指導教諭の指示のもと、生徒理解や教材研究について積極的な姿勢を示すことが必要である。

教育実習ガイダンスにて配付する「教職課程日程表」のとおり。 

授業内容 

1．  

2．  

3．  

4．  

5．  

6．  

7．  

8．  

9．  

10．  

11．  

12．  

13．  

14．  

15．  

準備学習 

(予習・復習) 

事前学習・・・実習指導等の教職課程での授業などを通して教科指導、生徒指導、学級運営に関

する理解を深める。 事後学習・・・実習記録の作成、検討などを通して自己評価・自己点検をおこ

ない、今後の改善につなげる。 

評価方法 

・基準 

実習校からの成績が中核をなすが、加えて実習日誌を確認するとともに、実習に関する提出物等

をもとに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

教育実習終了後に行われる反省会で、全体にかかわる評価を示すとともに、個別事項について

は必要に応じて指摘、指導を行う。 

履修上の 

注意事項等 

指導教諭の指導のもとに学校教育の実践を体験するわけであるが、それに際して「学習指導案」

「教育実習日誌」「実習体験記」などを作成・記入し提出しなければならない。実習直前に「直前オ

リエンテーション」を、実習後に「反省会」を実施する。出席しないものには単位認定を行わない。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-890 cd:71041200  

科目名 教育実習 II 期間 その他 

担当教員 
元根 俊孝 

中戸 義雄 
単位数 2 配当年次 4 

テーマ 学校現場における教育実習 

到達目標 

１ 教職に対する自覚を深めること ２ 十分な教材研究をもとにした授業を展開できること ３ 生

徒理解、生徒指導を積極的におこなうこと ４ 学校運営にかかわる事務処理を適切に遂行するこ

と 

授業概要 

教職課程の総仕上げとして、実際の教育現場（高等学校）において教員になるための実習を行な

う。この実習には、それまでに専門科目、教養科目、教職科目を通して学んだ知識や技術、また、

培ってきた「ものの見方・考え方」が反映されることとなる。同時に、それぞれの専門領域の研究に

ついても、「教える」という場面を通じて再吟味でき、さらには自己の生き方に新たな目を開く契機

ともなるだろう。準備段階からの注意事項など詳細については『教職課程ハンドブック』をよく読ん

で理解しておくこと。ついては、事前に（3 年次の間に）実習予定校に実習受入れをお願いしておく

ことが必要である。また、実習が始まる迄に実習校を訪問し、指導教諭の指示を受けるなどして、

授業の参観や教材研究等早めに準備に取りかかっておくことが望ましい。なお、２週間の実習で

あっても、実習期間中は勤務と同じである。非常時でないかぎり無遅刻無欠勤であることはもちろ

んのこと、指導教諭の指導のもと、生徒理解や教材研究について積極的真摯な姿勢で臨むことが

肝要である。教育実習ガイダンスにて配付する「教職課程日程表」のとおり。 

授業内容 

1．  

2．  

3．  

4．  

5．  

6．  

7．  

8．  

9．  

10．  

11．  

12．  

13．  

14．  

15．  

準備学習 

(予習・復習) 

事前学習・・・実習指導等の教職課程での授業などを通して教科指導、生徒指導、学級運営に関

する理解を深める。 事後学習・・・実習記録の作成、検討などを通して自己評価・自己点検をおこ

ない、今後の改善につなげる。 

評価方法 

・基準 

実習校からの成績が中核をなすが、加えて実習日誌を確認するとともに、実習に関する提出物等

をもとに総合的に評価する。 

課題のフィードバ

ック方法 

教育実習終了後に行われる反省会で、全体にかかわる評価を示すとともに、個別事項について

は必要に応じて指摘、指導を行う。 

履修上の 

注意事項等 

指導教諭の指導のもとに学校教育の実践を体験するわけであるが、それに際して「学習指導案」

「教育実習日誌」「実習体験記」などを作成・記入し提出しなければならない。実習直前に「直前オ

リエンテーション」を、実習後に「反省会」を実施する。出席しないものには単位認定を行わない。 

テキスト  

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-891 cd:71042000  

科目名 

教職実践演習（中・高）（一） 

教職実践演習（中・高）（二） 

教職実践演習（中・高）（三） 

教職実践演習（中・高）（四） 

期間 後期 

担当教員 

☆津本 幸雄 

☆山本 雅一 

元根 俊孝 

中戸 義雄 

単位数 2 配当年次 4 

テーマ 
大学での学びや教育実習・教員採用試験等の体験をもとに自己の課題を把握し、自らがめざす

べき教師像を確認するとともに、教職専門職として求められる資質・能力を磨く。 

到達目標 

教師として必要な基礎的資質の形成について、以下の項目について確認していく。 ① 教育に対

する使命感や責任感をもち、生徒に対する愛情をもっていること。 ② 生徒の成長に寄与し、教

職員や保護者と連携していくための社会性やコミュニケーション能力を身につけていること。 ③ 

生徒理解や学級経営等に関する能力の基礎を身につけていること。 ④ 教科に関する十分な知

識や指導力の基礎を形成していること。 

授業概要 

学生がこれまでの教職課程および教育実習で学び、経験してきた内容事項を確認しながら、グル

ープ討論や事例研究などを行っていく。とくに今日困難の増している生徒指導については、事例研

究と並んでロールプレイを取り入れることでより実践的な検討を重ねていく。また、各教科の指導

についてもモデル授業の検討や模擬授業の実施によって基礎的能力の充実を図っていく。 

授業内容 

1． イントロダクション ―本演習の目的と概要―（全体講義） 

2． 「教職科目」を学んで教員のあり方をどうとらえたか（グループ討論） 

3． 教員としての役割・職務内容について（グループ討論） 

4． 生徒とのコミュニケーションについて（ロールプレイを中心に） 

5． 保護者・家庭への対応と連携について（グループ討論） 

6． 学級経営案の作成と現職教員の実例（作成と検討） 

7． カウンセリングマインドの実際（ロールプレイを中心に） 

8． いじめや不登校の問題についてⅠ（事例研究） 

9． いじめや不登校の問題についてⅡ（ロールプレイを中心に） 

10． 特別に支援を要する子どもについて（事例研究） 

11． 学校の見学及び現職教員の講話（見学・講義） 

12． 教科の指導についてⅠ（学習指導案の作成、モデル授業の検討） 

13． 教科の指導についてⅡ（模擬授業） 

14． 教科の指導についてⅢ（模擬授業） 

15． これからの学校教育について（グループ討論） 

準備学習 
(予習・復習) 必要に応じて事前・事後学習のテーマを指示する。模擬授業については準備・練習を重ねておくこと。 

評価方法 

・基準 

各授業時に提出する小レポート等 50％、模擬授業に関する指導案及びその模擬授業 50％とす

る。小レポートへのの疑問・質問等については主なものを次回以降の授業で回答する。指導案、

模擬授業については授業内で講評を行う。 

課題のフィードバ

ック方法 

小レポートでの主な質問・疑問等は次回以降の授業で回答する。模擬授業については授業時間

内に担当教員が講評する。 

履修上の 

注意事項等 
積極的・能動的な態度で受講すること。 

テキスト 『必要に応じて資料を配布する予定』    

参考書  

聴講の可否： ×



No.資-892 cd:71043001  

科目名 人権教育の研究（一） 期間 前期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 人権が尊重され擁護される社会を築く「人権文化の創造」を目指した人権教育の推進 

到達目標 人権尊重の視点に立った学校づくりを推進するための確かな理論とスキルの習得 

授業概要 
人権教育を通じて育てたい資質・能力・感性を明らかにし、「生きる力」として人権問題を考え、解

決に取り組もうとする意思と意欲を醸成するための教育及び啓発の進め方を探究する。 

授業内容 

1． ガイダンス（人権教育推進の基本的な考え方） 

2． 人権教育推進上の課題（固定観念・偏見・差別） 

3． 学校における人権教育の成立基盤 

4． 人権教育に向けた潮流 

5． 「世界人権宣言」と「子どもの権利条約」 

6． 「子どもの権利条約」と「児童憲章」（グループワーク） 

7． 「子どもの権利条約」（演習） 

8． 学校教育における人権教育の現状と課題 

9． 学校教育における人権教育の進め方 

10． 個別の人権課題に対する取り組みの観点 

11． 授業づくり演習（１）教材と指導案 

12． 授業づくり演習（２）模擬授業、授業研究・相互評価 

13． 授業づくり演習（３）模擬授業、授業研究・相互評価 

14． 授業づくり演習（４）模擬授業、授業研究・相互評価 

15． 人権教育と生涯学習 

準備学習 

(予習・復習) 
必要に応じて事前・事後学習のテーマを指示する。 

評価方法 

・基準 

課題レポート、授業レポート、研究・発表状況、討議参加状況、対話カード等により総合的に評価

する。 

課題のフィードバ

ック方法 

「課題レポート、研究・発表」等は必要に応じて講義中に随時コメントを行い評価する。「対話カー

ド」は毎回提出させ、各々にコメントを記入のうえ次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

講義中の内容を深めるために学生の発表や質疑を適宜取り入れるので、課題意識を持って積極

的・能動的な態度で受講すること。 

テキスト 『適宜配付する講義関係資料』    

参考書 『随時紹介する。』    

聴講の可否： ×



No.資-893 cd:71043002  

科目名 人権教育の研究（二） 期間 後期 

担当教員 元根 俊孝 単位数 2 配当年次 3-4 

テーマ 人権が尊重され擁護される社会を築く「人権文化の創造」を目指した人権教育の推進 

到達目標 人権尊重の視点に立った学校づくりを推進するための確かな理論とスキルの習得 

授業概要 
人権教育を通じて育てたい資質・能力・感性を明らかにし、「生きる力」として人権問題を考え、解

決に取り組もうとする意思と意欲を醸成するための教育及び啓発の進め方を探究する。 

授業内容 

1． ガイダンス（人権教育推進の基本的な考え方） 

2． 人権教育推進上の課題（固定観念・偏見・差別） 

3． 学校における人権教育の成立基盤 

4． 人権教育に向けた潮流 

5． 「世界人権宣言」と「子どもの権利条約」 

6． 「子どもの権利条約」と「児童憲章」（グループワーク） 

7． 「子どもの権利条約」（演習） 

8． 学校教育における人権教育の現状と課題 

9． 学校教育における人権教育の進め方 

10． 個別の人権課題に対する取り組みの観点 

11． 授業づくり演習（１）教材と指導案 

12． 授業づくり演習（２）模擬授業、授業研究・相互評価 

13． 授業づくり演習（３）模擬授業、授業研究・相互評価 

14． 授業づくり演習（４）模擬授業、授業研究・相互評価 

15． 人権教育と生涯学習 

準備学習 

(予習・復習) 
必要に応じて事前・事後学習のテーマを指示する。 

評価方法 

・基準 

課題レポート、授業レポート、研究・発表状況、討議参加状況、対話カード等により総合的に評価

する。 

課題のフィードバ

ック方法 

「課題レポート、研究・発表」等は必要に応じて講義中に随時コメントを行い評価する。「対話カー

ド」は毎回提出させ、各々にコメントを記入のうえ次時に返却し、必要に応じて講義中に講評する。 

履修上の 

注意事項等 

講義中の内容を深めるために学生の発表や質疑を適宜取り入れるので、課題意識を持って積極

的・能動的な態度で受講すること。 

テキスト 『適宜配付する講義関係資料』    

参考書 『随時紹介する。』    

聴講の可否： ×


